
志布志中 志布志農協バス停 6:00
松山中 松山中前 6:10

田渕・せとぐちストア 6:03 伊﨑田中 伊﨑田中前 6:40 和田中・福平中 和田バイパス和田中前ファミマ前 6:20
南 6:06 宇都中 中野バス停前 6:50 谷山中 谷山中前（開陽高前） 6:25

吾平中・田代中 吾平旧役場前 6:10 Ａコープ前 7:00 東谷山中 笹貫バス停 6:37
田崎中・吾平中・高山中 下名小前 6:15 二重堀 7:18 桜ヶ丘中・西紫原中 脇田バス停(消防署前) 6:39

牧之原中 農協スタンド前 7:25 紫原中 二軒茶屋鹿児島銀行前 6:41
隼人中 １０号線浜ノ市農協バス停前 7:47 南中 南小前(鹿トヨペット前) 6:43

鹿屋東中 小倉記念病院前 6:28 鴨池中 鴨池中正門前 6:45
鹿屋中・田崎中 鹿屋イベント広場 6:33 大崎中 大崎中前 6:00 武中 都通りバス停 6:50
第一鹿屋中 自衛隊バス停前 6:38 東串良中・波野中 ミネサキ前 6:07 甲南中 中央駅前県医師会館前 7:00
花岡中 花岡中前 6:48 串良中 串良ａｕ前 6:10 甲東中 甲東中横中央署前 7:03

旧垂水南中前 6:58 上小原中 十三塚コンビニ前 6:13 天保山中 パース通り相良病院前 7:04
垂水中央バス停 7:08 細山田中 共心交差点 6:20 桜島中・東桜島中 フェリー階段日通車庫前 7:05
旧協和中前 7:14 大崎第一中 農協スタンド 6:32 長田中 長田中・県民交流センター側 7:06

黒神中 桜島口バス停 7:22 高隈中 原別府三文字 6:43 清水中 清水町バス停 7:10
垂水中央中 旧牛根中前 7:33 百引地区公民館前 6:53 吉野東中 吉野養護学校横明石屋前 7:18
福山中 宮浦宮下バス停 7:43 岩元食堂前 7:01 吉野中 吉野中前バス停 7:20

国分南中 国分南中前 7:35 重富中 重富中正門前 7:45
霧島中 霧島神宮駅前 7:00 舞鶴中 国分生協病院前 7:40 帖佐中 帖佐中正門前 7:58
日当山中 山口菓子店横 7:20

山野中 境町バス停 6:20
旧南之郷中前 6:20 大口中・大口南中 明光学園前バス停 6:32
末吉駅前 6:35 菱刈中 菱刈中前 6:45 松元中 松元中前三差路 6:03

姫城・中郷中 甲斐元金龍前 6:48 武岡ハイランド 6:30
武岡小前 6:32

栗野中 エブリワン前 7:23 明和中前 6:36
西中・庄内中 自衛隊前 6:53 山田バス停前 6:40
五十市中 五十市駅前 6:57 川内駅正面口 6:10 アリーナ前 6:43
財部中 財部ローソン前 7:04 川内商工高前三文字 6:13 永吉団地バス停 6:45
財部北中・財部南中 大川原ミック産業前 7:15 天大橋 6:15 伊敷中 伊敷養護学校前 6:47
木原中 北永野田 7:22 東郷中 東郷中前 6:30 坂元中 玉里団地 6:50

国分総合体育館前 7:40 山崎中 山崎橋 6:44 ニシムタ前 6:57
向花小前 7:45 宮之城中 鉄道記念館前バス停 6:52 梅渕バス停 7:00

鶴田中・薩摩中 佐志交差点バス停 7:03 郡山中・河頭中 伊敷団地入口(海江田病院前) 7:02
牧園中 鹿児島銀行牧園支店前 6:50 祁答院支所 7:12 伊敷団地３丁目 7:05
横川中 横川警察署前 7:15 藺牟田郵便局 7:21 緑ヶ丘団地 7:10
溝辺中 昭和喫茶店前 7:35 西浦小前 7:33 宮之浦神社前 7:18
陵南中 陵南小前 7:45 蒲生中前バス停 7:43 教育センター前 7:20

蒲生高校前バス停 7:48 本城 7:27
山田中 山田口交差点バス停 7:55 吉田北中 吉田北中前 7:33

緑丘中

吉田南中

伊集院駅前

祁答院中

蒲生中

末吉中

小松原中・祝吉中・
妻ヶ丘中

都城西駅前 6:50

国分中

中学校別スクールバス運行表　　　【体験入学用】

浜田
高須中・錦江中・田代中・
第一佐多中・根占中

5:50

武岡中

明和中・
城西中

6:00

デオデオ前（バス車庫側）

※記載のない中学校及びお問い合わせは，右記へご連絡してください。　　龍桜高等学校　電話０９９５－６３－３００１　鍬﨑（教頭）・永江（係）

岸良中・内之浦中・
波野中・高山中・国見中

伊集院中・
伊集院北中

大隅中

大姶良中

※早めに待機しておいてください。運転手に高校名・コース名を確認して乗車してください。

垂水中央中

吉松中・飯野中・真幸中・
加久藤中・上江中

【　末吉コース　】
【　大口コース　】

6:25

輝北中

伊敷台中

吉松駅前 7:10

【　川内コース　】
城西中・
伊敷中薩摩川内市内中学校

　【牧園コース】

【　伊集院コース】

6:10中山派出所前
星峯中・皇徳寺中・
谷山北中

【　鹿屋コース　】 【　志布志コース　】 【　谷山コース　】

【　野方コース　】

【　霧島コース　】


