
◆ 近畿地方唯一の水産・海洋系単独

高等学校 公共交通機関で

◆ １年生を一括募集とし、２年生以降、 ◆京都丹後鉄道宮舞線　

希望進路等に応じて学科・コース選択 　栗田駅 徒歩約10分
◆ １年生･･･海洋学科群 自家用車で

２・３年生･･･海洋科学科､海洋工学科､ ◆京都縦貫自動車道

　海洋資源科

○生徒数（令和２年５月１日現在）

体育系：野球部、サッカー部、バレーボール部、バドミントン部、レスリング部、

 ウエイトリフティング部、ボート部、ヨット部、カッター部

◆ １年次、国語・数学・理科・英語の各教科で習熟度別講座 ◆ 学力向上に向けて丁寧なサポート体制（放課後補習、学習合宿等の海洋プロジェクト）

◆ 制　服 冬服：黒色ジャケット、男女ともズボンスタイル ◆ 全校生徒の約半数が寮・下宿生活

夏服：肩章付きカッターシャツ

ネクタイ：男子は紺色、女子は小豆色

◆ 規律あるマナーや制服の着こなしで、学校外からも厚い信頼

◆ 修学旅行　北海道（往路：飛行機、復路：フェリー船内学習）

◆ 穏やかな栗田湾に直結する環境で、海の学びに絶好のキャンパス

浮かぶ教室、実習船「みずなぎ」他、全国屈指の施設設備

◆ 各学科・コースとも少人数による魅力ある多様な実習～全国レベルの研究活動～

◍ 研究成果（例） 全国水産・海洋高等学校 食品技能コンテスト（筆記・実技） 総合第２位

日本海南部地区高等学校水産教育研究協議会 生徒研究発表 　　　優秀賞

日本水産学会近畿支部後期例会 優秀ポスター賞

シーフード料理コンクール  　　　　  準優勝（水産庁長官賞）

◍ 資格取得　学校全体で1030件を取得！

全国水産高等学校長協会主催 マリンマイスター顕彰 特別表彰 ６名（１名 全国最多得点）

◍ ボランティア活動　　さまざまな活動に積極的に取り組み、豊かな人間性を育むとともに、地域に貢献   　シーフード料理コンクール

【【１１年年次次】】

【【２２・・３３年年次次】】

　
　

学学校校のの特特色色

教教育育シシスステテムム

校章

波波をを切切りり  魚魚飛飛ぶぶままばばゆゆきき栗栗田田湾湾  海海にに恋恋すするる若若人人集集うう

学学校校生生活活((令令和和２２年年度度入入学学生生))

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))

京都府立海洋高等学校

学学校校概概要要((創創立立　　明明治治3311年年1111月月))　　    全全日日制制課課程程 進進路路状状況況（（実実数数、、過過年年度度卒卒もも含含めめるる））

計

H29 H30 R元

国公立四年制大学・大学校 5 3 10
15

国公立・私立短期大学 6

宮津天橋立ＩＣより約10分

4 3 5
26 46

公務員

女 9 11 19 39
男 66 82 74 222

1年 2年 3年

文化系：マリンバイオ部、ボランティア部

〒〒662266--00007744
宮宮津津市市字字上上司司11556677--11
  TTeell..  00777722--2255--00333311
  FFaaxx..00777722--2255--00333322

専修・各種学校 26 23 11

私立四年制大学 18 17
6 4

就職 35

ダイバー 栽培 
漁業 

水産 

食品 

【先輩からのメッセージ】海洋高校に入学してよかったと思います。多くの専門的な知識

を学ぶことができます。先生方も生徒一人一人に寄り添ってくださるので、進路相談や悩みご

となどとても話しやすいです。部活動にはほとんどの生徒が参加しており、海洋高校ならでは

の海の競技があり、新しい仲間とともに充実した学校生活を送っています。〔３年生・女子〕 

教育目標：知・徳・体の調和のとれた発達を図り、勤労と責任を重んじ、基本的人権を尊重し、国際感覚を身に付けた、心豊かでたくましい生徒を育成 

 部活動加入率５年連続95%以上   

 レスリング部・ウエイトリフティング部を中心に、ここ数年ほぼ

毎年近畿・全国・世界大会に出場。 

心和む下宿生活 黒潮寮(定員44人） 

遠隔地出身者へのサポート 
 

 舞鶴市の一部、京都市を中心と

する府南部、大阪府、滋賀県、岐

阜県、奈良県、和歌山県、岡山県、

長野県、富山県等からも集う。 

全全員員：：海海洋洋学学科科群群  

海海洋洋資資源源科科  海海洋洋工工学学科科  海海洋洋科科学学科科  

航海船舶 

コース 

海洋技術 

コース 

学力伸長 

 

研究活動推進 

海技士養成 

底曳網実習 

国際航海 

スクーバダイビング 
作業潜水 

海洋環境保全 

魚介類 

育成・販売 
海洋生物生態調査 

水産食品 

製造・販売 
高校生レストラン 

１年次､海洋学科群として一括募集します。（令和２年度入学生は定員95名・３クラス） 

 ２年次からは､適性や能力､希望進路等に応じて､下の海洋科学科、海洋工学科（２コース）、海洋資源科

（２コース）の、５つの学科・コースに分かれて学びます。 

大学進学 船員 栽培環境 

コース 
食品経済 

コース 

令令和和元元年年度度  

実実績績  
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○普通科

 文理探究（文系）
 文理探究（理系）

○機械創造科

○生徒数（令和２年５月１日現在）

体育系：■陸上競技部　U18日本陸上競技選手権大会出場
文化系：■ロボット研究部　 全国高校ロボット競技大会　５年連続出場
文化系：■軽音楽部　We are Sneaker Agesグランプリ大会３年連続出場
文化系：■美術･工芸部門　全国高等学校総合文化祭　さが総文祭出展

○学校行事 ○2年修学旅行
４月　新入生歓迎クラブ紹介 　 11月　茶道体験

６月　球技大会 12月　2年修学旅行

７月　インターンシップ １月　課題研究発表会（工）

９月　峰高祭（文化・体育の部） ２月　峰高展（芸術科等の発表）

10月　芸術鑑賞 　　　いさなご探究研究発表会

■　普　通　科　■ ■　機械創造科　■

　◇「課題研究」・「デュアルシステム」：丹後･日本のものづくりを支える力

　◇「次世代型小･中･高連携外国語教育推進事業」指定：国際社会に羽ばたく力

　◇「府立高校スマ－トスクール推進事業」指定：近未来で必要なＩＣＴ活用力

　教育目標
　　 心身ともに健康で、礼儀と規律を重んじ、人を思いやり、郷土を愛するとともに、高い志と柔軟な国際感覚を
 　もって自己を高め、創造力豊かに社会に貢献で  きる人間を育てる。

学校生活(令和２年度入学生)

～　求めてやまじ　高き理想を !　～

部活動(令和２年度設置状況)

京都府立峰山高等学校

学校概要(創立大正11年４月)　全日制課程 進路状況

1年

3 ◆丹海バス・峰山～徒歩３分
◆京都丹後鉄道峰山駅～徒歩20分

2

262

女 90 89

男 96 95 96 287

H29 H30 Ｒ元

国公立4年制大学 42 32

15

2年 3年

 【粟野　翔太（京都大学理学部地球惑星科学系）平成29年度卒業生・橘中出身】
       私は地球の気象を研究するために、大学で物理学と地学を学んでいます。大学生活は
   学業は大変ですが充実しています。峰山高校には、自分の進路を探すための取組が充実
   していて、勉強の面でも友人たちと支え合いともに成長できる環境があります。私も受験生
   の時は、精神的にとても心強い支えとなりました。勉強以外にも多彩な部活動や峰高祭を
   はじめとした楽しい行事があり、卒業後も心に残る思い出がたくさんできました。高校生活
   は長いようで短い3年間なので全力で楽しんでください！

公務員 4
就職 11 20

93 272

〒627-8688
　京丹後市峰山町古殿1185番地
　　Tel.0772-62-1012
　　Fax.0772-62-1013

専修・各種学校 64 54 39

45
193

国公立・私立短期大学 22 25 18
私立4年制大学 255

計

（授業時数：週33時間）

　 12月上旬に、３泊４日の日程
で沖縄に行きます。
　 平和学習、自然体験、民泊に
よる異文化体験など、楽しくてた
めになる経験がいっぱいです。

全国大会等の活躍

学校の特色

（授業時数：週33時間）

    普通科： １年次は入学前に実施する診断テストと本人の希望によりクラスを決定   ２年次以降は、本人の進路希望
               や１年次の成績をもとに系を決定      　機械創造科：２年次以降は本人の進路希望をもとにコースを決定

教育システム

○　活発でレベルの高い部活動、生徒会活動

　◇「グローバルネットワーク京都」指定：グロ－バルな世界で活躍する力

○　創立９８年目、各界に多様な人材を輩出
　～令和４年、峰山高校は100周年を迎えます！～

　◇ 高い目標、高いレベルを目指して切磋琢磨する仲間

　◇ 集団の一員として自分の立場を理解し、感謝の気持ちを持った言動

「求めてやまじ 高き理想を！」 《教育スローガン（校是）》

希望進路の実現に向けた高いモチベーションと学力の習得

進路先 年度

希望進路の確定と学習の基盤づくり・個に応じた学力の習得

１年次
夢をみつける

習熟度別クラス編制

英語・数学で習熟度別講座

２･３年次
夢をはぐくみ

夢に飛び立つ

文理探究（文系・理系）
希望進路に適した系を選択

充実した選択科目の配置

２つのコースを設置
＆

自分の目標に応じたコース選択

プログレスコース
◇理工系大学等への進学に対応

◇高度な機械・電子工学系技術

マイスターコース
◇地域連携（デュアルシステム）により

丹後の誇る機械加工の継承者を目指す
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◇設置学科

普通科
建築科（学びｺｰｽ・匠ｺｰｽ）

◇制服 ◇京都丹後鉄道

宮津駅から徒歩15分

◇丹海バス

宮津高校前からすぐ

○生徒数（令和２年５月１日現在）

<普通科> <建築科>

(補足)　上記内容のうち、「生徒数」「進路状況」「部活動の実績」及び写真の一部は宮津高校のものです。

学校の特色

教育システム

学校生活(令和２年度入学生)

部活動(令和２年度設置状況)

女 86 68 81

 文化系：吹奏楽、美術、書道、写真、ICC、
  　　　　　演劇、茶道、華道、琴、情報処理、
　  　　　　建築研究、ﾌｨｰﾙﾄﾞ探究

 世界・全国・近畿大会に延べ44名が出場・出展
　　陸上競技・ﾎﾞｰﾄ・ﾖｯﾄ・美術・書道・写真・ﾌｨｰﾙﾄﾞ探究

 部活動加入率90%、文武（芸）両道を目指し７時完全下校

 体育系：陸上競技、ﾎﾞｰﾄ、ﾖｯﾄ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、
  　　　　　ｿﾌﾄﾃﾆｽ、野球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｻｯｶｰ、
  　　　　　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

235

7

Ｒ元

47
236
12
20
6
6

1年 2年 3年 計

1
就職 1

男 74 89 69 232

H29 H30

国公立4年制大学 70 66
187

公務員 10
専修・各種学校 20 37

私立4年制大学 274
国公立・私立短期大学 21 11

～目覚めよ！私の中の可能性～

学校概要（令和２年４月開校)　　　　 全日制課程(単位制) 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

京都府立宮津天橋高等学校 宮津学舎
〒626-0034
宮津市字滝馬23番地
 Tel. 0772-22-2116
 Fax.0772-22-2117

◇◇ 教育理念 ◇◇ 真理と正義を希求し、豊かな人間性を備え、幸せな人生と社会を創造する人間を育成する。

クラス編制：入学予定者説明会において実施する学力診断テストや生徒の希望などを参考に、総合的に判断して習熟度別クラス編制を行います。(普通科)

～先輩より～ 私の探究活動について 森本 真依

私の探究テーマはタンポポです。大量のデータを取るべく、小さな種を何万個も数

えてきたのですが、なかなかの苦行です。でも、それを経て面白い発見をした時、何

よりも「楽しい」に変わるのが不思議です。自分を律する力、観る力、考える力、伝

える力など、探究は大きな成長をもたらしてくれると実感しています。

＜習熟度別クラス編制によるきめ細やかな学習指導＞

◎習熟度に応じた講座編制により「一人ひとりが伸びる」授業を行います。

＜標準・２クラス程度＞

◎基礎学力の充実を図りつつ、発

展的な内容に取り組む力を育て

ます。

＜応用・２クラス程度＞

◎早期から発展的な内容を扱い、トップレベル

の学力を育てます。難関大学に対応した特修

講座（数・英）を弾力的に設置します。

＜希望進路に応じた学びを実現＞

◎習熟度および本人の希望でクラス・講座を編制します。

希望進路実現に向け、お互いが切磋琢磨できる質の高い学びが得られます。国公立

大学や難関私立大学への進学に対応した高度で発展的な内容、専門学校や就職にも対応

する内容等、柔軟な科目選択により一人ひとりの夢を実現します。

◎普通科とほぼ同じ科目を学習し、多様な進路

に対応します。

◎数・英において習熟度別授業を行い、きめ細

やかな学習指導を行います。

◎「匠」コース

建築の専門性を深め、実習などを通して建

築のプロを目指します。

◎「学び」コース

普通科目を多く学び、大学進学等を視野

に、より高い専門性に挑戦していきます。

年

２年

３年

◇ 教育目標 ◇

我が国や地域の発展に

貢献する「社会的使命感と

青雲の志を持つ人」を育成

する。

◇学年制を基軸とし、希望進路に合わせた科目を選択できる単位制

◇智力、人間性、体力が高度に調和した生徒の育成

（「自立する個性」の育成）

集中できる環境での学習・実習、総合人間学習をはじめとする講演会や

盛んな部活動・ボランティア活動、全校で盛り上がる学校祭などさまざま

な活動を通して一人ひとりの自立をサポートします。

◇地域の諸機関や大学等と連携した高度な研究活動

「スーパーサイエンスネットワーク京都」指定校として、地域の諸機関

や大学等と連携した研究活動を推進し、「真の力」となる問題解決能力・

コミュニケーション能力・リーダーシップを育みます。また、ネットワー

ク校間での事業（サイエンスフェスタなど）にも取り組みます。

◇探究学習などを通した主体的な学び

「総合的な探究の時間」における探究学習では、自ら目標を設定し、

様々な課題を解決していきます。言語活動（意見論述、合意形成ワーク

ショップなど）を重視し、２・３年次は自分の興味・関心の高い分野につ

いて各自の研究を進めます。

～育てる生徒像～

○学校行事

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ（4月：1年）

校外学習（4月：2・3年）

芸術鑑賞（6月）

学習合宿（7月：1年）

キャリア体験プログラム（8月）

学校祭（9月）

キャリアフォーラム（11月：1･2年）

修学旅行[台湾]（12月：2年）

百人一首大会（1月：1年）

探究活動発表会（1月：2年）

美術・書道作品展（2月）

○落ち着いた学校生活

一人ひとりの一所懸命をお互いが認め合う雰囲気

○授業第一主義 授業で学力伸長

○習熟度別授業を弾力的に設定 個に応じた指導を展開

○自主自立の日 平日に主体的に活動できる時間を確保

○建築科の地域貢献 実習を通して身につけた力を活用

自主自律の精神を

持って学び続ける人

個性や能力を伸ばし

夢に挑戦する人

人や社会とつながり

未来を創造する人
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○生徒数(令和２年５月１日現在)

○学校行事
　■ ４月　フレッシュマンセミナー 　■ ９月　学校祭　生徒総会 　■ １月  百人一首かるた大会
　■ ５月　生徒総会　両丹総体 　　　　　　 与謝の海支援学校との交流会
　■ ６月　芸術鑑賞　 　■11月　学校公開 　■ ２月  加悦高・加悦谷学舎展(仮)

　■ ７月　学校・企業見学会 　■12月　修学旅行　読書週間
　■ ８月　体験セミナー ※修学旅行 ２年次に実施 　■ ３月  卒業式

(補足)　上記内容のうち、「生徒数」「進路状況」「部活動の実績」及び写真の一部は加悦谷高校のものです。

女 48 43 53 144

丹鉄与謝野駅から自転車で15分
または丹海ﾊﾞｽ加悦谷高校前から
徒歩１分

98男 33 34 31

部活動(令和２年度設置状況)

教育システム

13

1 1

1年 2年 3年 計

　２～３年　アドバンストコース

　　　スタンダードコース

　　　アスリートスポーツコース　　　 53

29
国公立・私立短期大学 18

      京都府立宮津天橋高等学校 加悦谷学舎

 ◇単位制による普通科

  １年　習熟度別クラス編制

〒629-2313
与謝野町字三河内810番地
 Tel. 0772-42-2171
 Fax.0772-42-2172

進路状況

H29 H30 R元

国公立4年制大学 4

～ 今、加悦谷が NEW TYPE  ～

学校概要　 全日制課程(単位制)

私立4年制大学 36

2
18 18

公務員 2

学校生活(令和２度入学生)

学校の特色

59

専修・各種学校

冬 服 夏 服

41 45

就職 27
1

5

① ６限授業

② 少人数のクラス編制

③ 単位制普通科 → 豊富な選択科目を少人数でも開講し、希望進路の実現を目指す

/遠隔教育システムによる教育活動

～卒業生からのメッセージ～ 森垣 奈 さ々ん （京都教育大学）

私は、小論文と面接で受験をしました。初めはどちらにおいてもうまく解答できませんでした

が、国語の先生や担任の先生に、将来の夢への思いを一緒に深めていただくとともに、副校

長先生や進路指導部長の先生などに面接練習をしていただいて、次第に自分の文章や言葉

で自分の思いを表現できるようになり、合格につながりました。中学生の皆さんも宮津天橋高

校加悦谷学舎で希望進路を実現させてください。

　２～３年　アドバンストコース

　　　スタンダードコース

　　　アスリートスポーツコース　　　

 ◇単位制による普通科

  １年　習熟度別クラス編制

文化系：吹奏楽、書道、囲碁、茶道、合唱、美術、ESS、演劇

体育系：陸上競技、硬式野球、ウエイトリフティング、サッカー、

女子バレーボール、卓球、ソフトテニス、バスケットボール

ウエイトリフティング部：全国高校女子選手権大会１名（２位）,全日本女子選抜大会１名(２位),国民体育

大会男子１名(３位),全国インターハイ男子１名(６位) など

書道部：全国高校総合文化祭京都府代表１名出展,近畿高等学校総合文化祭京都府代表１名 など

陸上競技部：ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会U-18日本選手権大会女子１名(棒高跳６位),全国高校

選抜大会女子１名(棒高跳８位),全国高校対校選手権大会近畿地区予選会女子１名(棒高跳７位) など

テムによる教育活動
「地域とともに未来へ」をテーマに、３つの柱「活力

発信」、「地域創生」、「社会貢献」で高校生の活力

を生かす

地域創生

地域開放型スポーツクラブ、キャリア教育講演会、

与謝野町長との対話授業、きもの着付教室

社会貢献

地域小学校への教育支援、清掃活動、福祉施設

での呈茶、各種ボランティア活動

活力発信

国際交流、書道部･合唱部が地域行事でパフォー

マンス 、美術部が黒板アートを提供

教育理念

真理と正義を希求し、豊かな人間性を備え、

幸せな人生と社会を創造する人間を育成す

る
教育目標

一 生徒一人一人の可能性を伸ばし、希望進路

の実現を図るとともに、社会に貢献できる人材

の育成

二 伝統と文化を尊重し、郷土を愛し、地域社会

を守り受け継ぐ人材の育成

三 豊かで幸せな人生を送ることができるよう主

体的に学び続ける人材の育成

育てる生徒像
一 理想を実現しようとする高い意志や意欲を持ち、

主体的に学びに向かい、人生を切り拓いていくこ

とができる生徒

二 対話や議論を通じて、自分の考えを根拠とともに

伝えるとともに、他者への思いやりを持って多様な

人々と協働していくことができる生徒

三 よりよい人生や社会の在り方を考え、新たな価値

を創造していくとともに、新たな問題の発見・解決に

つなげていくことができる生徒

(※) １年次は入学予定者説明会において実施する実力診断テス

トや生徒の希望などを参考に、総合的に判断して習熟度別クラス

編制を行います。２年次以降は、進路希望と１年次の学習状況を

総合的に判断して決定します。

→ 放課後は自主的活動 ～進学・就職講習、そして「部活動を思いっきり！！」～

→ 定員80名を3クラス編制し、生徒一人ひとりを丁寧に指導

      京都府立宮津天橋高等学校 加悦谷学舎

(補足)　上記内容のうち、「生徒数」「進路状況」「部活動の実績」及び写真の一部は加悦谷高校のものです。
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○生徒数（令和２年５月１日現在） ○設置学科
総合コース
探究コース

○学校行事 ○特色ある授業 ○ＩＣＴ教育の推進
　１学期　入学式、球技大会、芸術鑑賞 　ビブリオバトル丹後活性化プレゼンテーション
　２学期　学校祭、学校公開 　丹後活性化プレゼンテーションAMIKO体操、ビーチバレーボール
　３学期　美術・書道作品展、卒業式 　網高体操、ビーチバレーボールビブリオバトル

地域創生活動

○普通科「総合的な探究の時間」(地域学習、地域研究）

○企画経営科の専門学科教育（地域貢献、地域創生）

○ボランティア活動（１クラス１クラブボランティア、

　ボランティアバンク、ボランティア部）

○特色ある教科・科目　　　
【普】 【企】観光やビジネスの即戦力を目指す学校設定科目

「数学特講」「英語理解」「AMINOスポーツ」「芸術表現」　 「ビジネスコミュニケーション」「秘書実務」
総合的な探究の時間（ＮＩＥ、バーチャル市役所等） 「リフレッシュリサーチ」「商業デザイン」

産官学連携による地域創生の取組
（補足）上記内容のうち、「生徒数（２、３年生）」「進路状況」「部活動の実績」は網野高校のものです。

国公立４年制大学 9 8 7
私立４年制大学 102 80 65

学校概要（創立　令和元年９月） 　全日制課程(単位制) 進路状況（現役生延べ数）

〒629-3101
京丹後市網野町網野2820番地
 Tel. 0772-72-0379
 Fax.0772-72-0405

京都府立丹後緑風高等学校網野学舎

～結ぶ・究める・創りだす～

H29 H30 Ｒ１

国公立・私立短期大学 16 11 14

公務員 5 3 2 丹海バスで６分

専修・各種学校 60 57 37 丹鉄網野駅から

就職 8 15 8 「網野高校前」下車

男 46 43 55 144
1年 2年 3年 計 【 普 通 科 】

【企画経営科】女 45 56 64 165

部活動(令和２年度設置状況)

　オリンピック選手を輩出しているレスリング部は、全
国はもちろん世界で活躍している。また、スキー同好
会も全国大会に出場し、陸上競技部は近畿大会に
出場している。文化系でも、美術部、経営実習部が
全国大会に出展・出場するなど、ともに活発に活動し
ている。

体育系：レスリング　陸上競技  バスケットボール　ソフトテニス　サッカー
　　　　　野球　体操　卓球　バレーボール　スキー同好会　水泳同好会
文化系：経営実習　茶道・華道　ESS　吹奏楽　演劇　ボランティア
　　　　　美術　書道

希望進路の実現や地域の環境を活かした学校設定科目

学校生活(令和２年度入学生)

　学舎制発足に伴い整備された遠隔教育システム
　を活用し、従来のＩＣＴを活用した授業をさらに充
　実、発展させる。

学校の特色 ―　　生　徒　信　条　―　　　『　青年は未来を信じ使命に生きる　』

教育システム

【教育目標】

高い志を持ち、自己の在り方や生き方

を探求するとともに、ふるさとを愛し、他

者と協働しながら、新たな価値の創生に

挑む、国際性豊かな人材を育成する。

【育成する力】

・学び続ける力

・創造し表現する力

・他者を理解し思いやる力

・たくましい心と体力

普通科

総合コース 探究コース

１年次数学と英語で習熟度別３講座授業で実施

私立大学、専門学校、

就職・公務員など

幅広い進路に対応

国公立大学、難関私立

大学、看護医療系など

幅広い進学に対応

ｺｰｽ決定：１年次、合格発表後の希望調査や診断テストを

総合的に判断して決定。２年次にコース再選択可能。

豊かな表現力と

コミュニケーション能力を備えた

新たな価値を創造する

国際人の育成

企画経営科

リーダー性と起業精神を

備えた新たな価値を創造する

スペシャリストの育成

検定や資格を活かした就職・進学
商業に関する専門教科の学習を活かして、

経済・経営系国公立大学・私立大学への進学も可能

「実学」で学ぶ
地元企業の協力や他校との連携で実現

１年次に共通カリキュラムで

基礎・基本を徹底することで

幅広い進路選択に対応

ス
ス

地域創生とオリンピック・パラリンピック教育地域創生とオリンピック パラリンピック教育

の推進を軸とした学びに向かう力の育成

網野学舎
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○生徒数（令和２年５月１日現在）

○設置学科 ○特色ある科目等

12 6 9

部活動(令和２年度設置状況)

女 15 33 31 79

国公立・私立短期大学

就職 14 31 25

専修・各種学校 32 29 30
公務員 0 2 0

国公立4年制大学 1 0 0
16私立4年制大学 17 14

H29 H30 R1

〒629-3444
京丹後市久美浜町橋爪65番地
 Tel. 0772-82-0069
 Fax. 0772-82-0690

京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎

～結ぶ・究める・創りだす～

学校概要(創立　令和元年９月）　 全日制課程（単位制） 進路状況（現役生の合格状況：実数）

学校の特色

教育システム

体育系：野球、陸上競技、ソフトテニス、バレーボール、

            バスケットボール、カヌー、サッカー、剣道

文化系：茶道、華道、美術、ＥＳＳ、吹奏楽、軽音楽、情報処理、

            ボランティア、自然科学、農業クラブ

学校生活(令和２年度入学生)

〇研究発表会「寄せN.A.B.E」
　 探究活動や課題研究を通してまとめた成果を
全校生徒の前で発表します。わかりやすく表現す
るプレゼンテーション能力も養います。

〇 ＩＣＴ教育の推進
　 学舎制発足に合わせ遠隔教育システムが整備
されました。従来のＩＣＴを活用した授業をさらに
バージョンアップし、各教科で「よくわかる」授業作
りを展開します。

    カヌー部は全国大会でトップクラスの成績を出しており、世界レベルでの活躍
を目標に活動している。昨年度は日本代表に選出され、ルーマニアで開催され
たカヌースプリントジュニア世界選手権大会に出場した。陸上競技部は京都大会
で上位の成績を収め、近畿大会に連続出場している。平成29年度には日本ユー
ス大会に出場している。

1年 2年

〇授業
アグリサイエンス科
・座学と実習が連動した授業
・最新の食品加工機器を使った授業
・専門性を深化させる課題研究

みらいクリエイト科
・専門科目における探究活動
　（現代文探究、古典探究、数学探究、英語探究）

・進学に向けた放課後講習、土曜講習

■アグリサイエンス科（農業系専門学科）

   丹後地域での新しい農業のカタチを創造
し、地域産業の発展に必要な知識と技術を
身に付け、将来地域のリーダーとなる人材
の育成を目指します。

　

○学校行事
　 宿泊研修（第１学年：４月）
　 球技大会（６月）
　 芸術鑑賞（６月）
　 カヌー実習（第１学年：７月）
 　文化祭・体育祭（９月）
 　収穫祭（10月）
　 社会人との交流（11月）
　 研究発表会「寄せN.A.B.E.」（１月）
　 スキー・スノーボード実習
　 （第１学年：２月）
　 ダンス発表会（３月）

■みらいクリエイト科（普通科系専門学科）

　 丹後知新【丹後を舞台に新しきを知る】を
キーワードとし、教科横断的な学習や各教
科における探究的な活動を通して、地域を
担う人材の育成を目指します。

男
3年 計

卒業生からのメッセージ
　 自分の夢を見つけることができた３年間でした。図書館で毎日いろいろな分野
の本を読むことができたので、多くの視点から考え、自分の夢を見つけるのにと
ても役に立ちました。学習しやすい環境で、様々な分野を選んで学ぶことがで
き、夢への一歩となる挑戦も頑張ろうと思えました。この久美浜高校（丹後緑風
高校久美浜学舎）で夢をみつけてはどうでしょうか。

20 46 39 105

・「課題研究」（アグリサイエンス科）
　 地域農業の課題の解決、特産品
や新技術の開発に向け、地域と連
携した取組を行い、課題解決能力を
身に付けます。

・「みらい探究ⅠⅡⅢ」
　　　　　　　（みらいクリエイト科）
   各学年週あたり２時間の授業で、
教科横断的に、周囲の人々と協働し
ながら地域の資源を最大限に活用
して学び、課題解決能力を身に付け
ます。

・学校設定科目「ライフスキル」
　　　　　　　（両学科共通）
　 グループでの協働活動を基盤と
し、課題解決実習や安全教育、福祉
等に関する学習を展開し、みらいを
切り拓くための「生きる力」を身に付

けます。

ｺｰｽ決定：アグリサイエンス科は２年次に生産コース、食品コースから選択/みらいクリエイト科は２年次から希望進路に応じた科目を選択

京都丹後鉄道かぶと山駅から

市営バス５分

自転車約10分

徒歩25分

丹海バス橋爪バス停から

徒歩５分

Team
Agriculture
Network
Global
Opportunity

論理的な思考力

挑戦する行動力 伝わる表現力

仲間と一緒に取り組む

物事を深く考える

成果を発表する

〇アグリサイエンス科

・生産コース

・食品コース

〇みらいクリエイト科

学 習 内 容
農業・環境について、農学的・科学的な

側面からアプローチします。

栽 培
丹後地方の特産物であるフルーツや野

菜、草花、水稲の栽培について学びま

す。

丹後知新

丹後地方の特色ある農作物を栽培し、

食品加工・製造を行い、販売流通まで

つながる学習を行います。
学 習 内 容

６次産業化
農産加工（製菓・製パン等含む）につい

て、科学的・経営的な側面からアプロー

チします。

仲間と協働し探究する

新しい農業のカタチを創造する

人と人、人と情報をつなぐ

地域、世界を結ぶ

活躍の場が見つかる、ひろがる

食品

学 習 内 容

食品

コース

生産

学 習 内 容

生産

コース

・丹後地域の自然・歴史財産を活用した新しい時代に求められる探究心の育成 ・福祉マインドの育成

・丹後地域での新しい農業と食を創造できる人材の育成 ・丹後とグローバル社会を結ぶ若者力の育成
教育目標

育てる生徒像

・豊かな人間性と社会人基礎力を身に付け、

自ら学ぶ生徒

・丹後を愛し、丹後地域の発展に貢献しよう

とする生徒

（補足）上記内容のうち、「生徒数（２・３年生）」「進路状況」「部活動の実績」は久美浜高校のものです。
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