
「国分中央 No.１」

演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉竜聖） 

作詞・作曲：永野昌隆 

園芸工学科 （ えんこー！） 生活文化科 （せいぶん！） 

ビジネス情報科 （びじじょー！）  スポーツ健康科 （すぽけん！）

学校着いたら  （もんれい！）  朝練し過ぎて （おつかれ！） 

だけど授業は （目がシャキッ！）   居眠りは （しません！） 

遅刻５回で （呼び出し！）   眉毛そったら （ダメです！） 

集中すれば  （敵なし！）    資格・検定    なんでも こい！ 

  こーくーぶ （ 中央！ ）  こくぶの  （ 中央！ 中央！） 

  こーくーぶ （ 中央！ ）  国分中央 （ナンバーワン！）  

トマトを収穫  （ えんこー！） キュウリを千切り（せいぶん！）

茶摘みで茶丸  （びじじょー！）  集団行動 ピ！ （すぽけん！） 

学校帰りも （もんれい！）  授業と部活で  （おつかれ！） 

風呂入って飯食って（目がシャキッ！）   夜更かしは （しません！） 

部活さぼって（呼び出し！）  練習なめたら （ダメです！） 

己に勝って  （敵なし！） 強い相手よ    かかって こい！ 

  こーくーぶ （ 中央！ ）   強いぜ  （ 中央！ 中央！） 

  こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

  こーくーぶ （ 中央！ ）   負けんな  （ 中央！ 中央！） 

  こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

こーくーぶ （ 中央！ ）   こくぶの  （ 中央！ 中央！） 

こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

こーくーぶ （ 中央！ ）   霧島市立  （ 中央！ 中央！） 

こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

こーくーぶ （ 中央！ ）   世界の  （ 中央！ 中央！） 

こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

こーくーぶ （ 中央！ ）  輝け  （ 中央！ 中央！） 

  こーくーぶ （ 中央！ ）    国分中央 （ナンバーワン！）

  国分中央 （ナンバーワン！） 国分中央 （ナンバーワン！）

https://www.youtube.com/watch?v=COQXqnslJvc


「Let's Go！ 中央！」

演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉竜聖） 

作詞・作曲：永野昌隆 

東の空に昇る太陽 朝陽に輝く茶色のボディ 

駅から３分 立地バッチグー！ あれが中央噂の中央 

徒歩でもチャリでも電車でも バイクでもバスでも通学できる 

南の空に光る飛行機雲 ｼﾞｬﾝﾎﾞｼﾞｪｯﾄよりも夢はｼﾞｬﾝﾎﾞだｼﾞｪーｯと! 

大空高く高みへステップしよう  ここは中央国分の中央 

みんなの心に火をつける 熱く熱く心を燃やそう！ 

 （Go! Go! 中央 !） 

国分中央で汗かこう！ 国分中央で明日へ向かおう！ 

たいしたことある 大志を抱こう！ 

夜見る夢より昼に見る 夢描こう ここで一緒に！ 

  （Go! Go! 中央 !） 

国分中央でステップアップしよう！国分中央でレベルアップしよう！ 

園芸 生文 ビ情 スポ健で！ 

（Go! Go! 中央 ! Let's Go!中央 !） 

国分中央で花咲かそう！ 国分中央で未来つかもう！ 

自分を信じろ 歩みを止めんな！ 

国分中央  国分中央  国分中央 アクティブ授業

僕も中央  私も中央  お姉ちゃんも中央 お母さん実業 

国分中央 国分中央 国分中央    行きたい！中央 

行くんだ！中央  Let's Go！中央 

https://drive.google.com/file/d/1RgkASnRofs8U4-CVHoX6X9m3SnhwR4qU/view?usp=sharing


「ＳＵＰＥＲ ＳＴＡＲ」
演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉⻯聖）

作詞・作曲：永野昌隆

あんなにキラキラした毎⽇が悔し涙に変わるのは

そこにきっとゆずれないものが⾒つかったからだ

⾏き⽌まりの連続を思い切り蹴⾶ばしてみる

けれど思うほど遠くへ⾶んで⾏かない

焦るほど前に進めずに  ⼀⼈きり泣いた夜を⼒に変えろ

SUPER STAR ⽬の前の壁なんか  SUPER STAR ぶっ壊しちゃえ

ちょっと背伸び続けたら ある⽇つかめちゃうんだ

SUPER STAR くじけそうになっても  SUPER STAR やめるもんか

光る涙のその先で  拳を突き上げろ  

どんなに苦しい毎⽇でも時計の針は⽌まらない

そこにずっと届かないそれが現実でも

押してダメなら引いてみて引いてダメなら考えろ

もがいてできた隙間から光は射す

⾛るほど前が⾒えなくなって ひとしきり泣いた夜がもうすぐ明ける

SUPER STAR 数え切れぬ時間を  SUPER STAR 突っ込んできたんだ

今というこの瞬間に 全部かけてやる

SUPER STAR 倒れそうになっても  SUPER STAR あきらめるもんか

後悔すんなその時だ  全てを出し尽くせ 

SUPER STAR ⽬の前の壁なんか  SUPER STAR ぶっ壊しちゃえ

ちょっと背伸び続けたら ある⽇つかめちゃうから

SUPER STAR くじけそうになっても SUPER STAR やめるもんか

光る涙のその先で両⼿を突き上げろ  君は SUPER STAR

みんな  SUPER STAR 

https://www.youtube.com/watch?v=564Mxu3WJ78


「勝利の⽅程式」
演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉⻯聖）

作詞・作曲：永野昌隆

勝って笑うんだ！

※ 「 中 中 中 ・ 中  中 中 中央」×3 「中 中  中 中 中 OH！」

「 中 中 中 ・ 中  中 中 中央」×3 「中 中  中 中 中 OH！」

国分中央だ！  ⼒合わすんだ！

「流した汗 ＝（は）  勝利」と等しいんだ！

突っ⽴ってないで 泣いてなんかないで

グッと攻めて GOOD！  VERY GOOD！

BAD TIME ，BUT パッと気分を切り換えて

ピンチをチャンスに 変えるんだ！

国分中央だ！    ここは集中だ！

声をかけるんだ！  今は ⾟抱だ！ 

※（繰り返し）

下向いてなんかないで あきらめないで

キットカット⾷って きっと勝っど！

我慢！ 我慢！ 我慢！ パッとチャンスに早変わり

勝利を信じて 進むんだ！

夢をつかむんだ！   夢は叶うんだ！

流した汗は      嘘をつかないんだ！

国分中央だ！     勝って泣くんだ！

「努⼒の⽇々 ＝（は）  勝利」の⽅程式なのだ！

「 勝つぞ 勝つぞ 中央 勝つぞ！   勝つぞ 勝つぞ 中央 勝つぞ！」

※（繰り返し）   中 中 中  中！

https://www.youtube.com/watch?v=94h5H1xLh-8


「 素敵な明⽇のために 」 
演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉⻯聖）

作詞・作曲：永野昌隆

今⽇の終わり告げる    ⾳楽が聴こえたら 

今⽇まで続く⿎動に     ⽿をすませてみるんだ 

サヨナラ また明⽇     君が⼿を振る 

はきなれた靴をはいて ⼀歩  ⼀歩 歩き始める 

帰ろう もう帰ろう  ⽉が昇る前に  

⼣暮れの  なんか 寂しさが 背中を押してくるから 

サヨナラ また明⽇ 僕も⼿を振る 

通いなれた  道を ⼀歩  ⼀歩 歩いてゆく 

帰ろう もう帰ろう     星が輝きだす  

⼣暮れは  なんか 寂しくて 泣きたくなってしまうから 

帰ろう もう帰ろう     ⽉が昇る前に   

今⽇を  無事に過ごせた  喜びをかみしめて 

帰ろう もう帰ろう      素敵な明⽇のために 

https://www.youtube.com/watch?v=3tCTQaEX-DI


「 やっぱり霧島 」
演奏：国分中央バンド（永野昌隆・渡邉⻯聖）

作詞・作曲：永野昌隆

  ⿅児島本⼟の真ん中あたり     ⼀市六町が⼿をとり誕⽣しました 

朝⽇が昇るよ 城⼭あたり   笑顔を数えりゃ⼗⼆万（六千七百⼈） 

ゆっくりと あーゆっくりと 温泉につかって 良い気持ち 

ここは 霧島 恵みの花が咲く 

  ああ 霧島  霧島  ⾏こうよ 霧島 

ああ 霧島  霧島  やっぱり 霧島 

⾵光明媚な霧島連⼭を    流れに流れる天降川 

錦江湾からでっかい桜島      煙草は国分と煙はく 

濃ゆ濃ゆと あー濃ゆ濃ゆと お茶と情けは 濃ゆ濃ゆと 

ここは 霧島 ⼈情の花が咲く 

  ああ 霧島  霧島  素敵な  霧島 

ああ 霧島  霧島  やっぱり 霧島 

ミヤマキリシマ  キリシマツツジ  花は霧島（煙草は国分）

ああ 霧島  霧島  ⾏こうよ 霧島 

素敵な 霧島 やっぱり 霧島 
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