
■普通科 （単位制）

■文理総合科（単位制）

 ◆市バス・JRバス「大将軍」から徒歩７分、

 「等持院道」から徒歩５分

 ◆JR「円町駅」から徒歩12分

➡現役生延べ人数

○生徒数（令和２年５月１日現在）

文化系：吹奏楽、軽音楽、放送、写真、手話、書道、美術、茶道、イラストレーション、新聞、

ESS同好会、JRC同好会、競技かるた同好会

体育系：硬式野球、サッカー、バスケットボール、女子バレーボール、ラグビー、テニス、ソフトテニス、

陸上競技、卓球、弓道、剣道、水泳、山岳、男子ハンドボール、女子バドミントン、バトントワリング、ダンス

○授業 (令和２年度入学生)  ○学校行事 ○修学旅行 令和２年度入学生

１～３年普通科　週32時間の必修科目に加え  フレッシャーズセミナー 普通科：行き先別探究型研修旅行 （海外1カ所、国内3カ所）

週2時間まで自由履修科目を履修可能  （第１学年１泊学習研修：４月） 文理総合科：シンガポール研修旅行

１～３年文理総合科　週32時間の必修科目に  校外学習（第２・３学年：４月） ○国際交流 山城高校ではグローバルな感覚を持った人材の

加え週２時間まで自由履修科目を履修  球技大会（６月） 育成を目標にし、海外との様々な学校との交流を積極的に行ってい

可能。  団体鑑賞(７月)1年伝統芸能，2･3年演劇 ます。隔年でドイツの姉妹校であるフィルダーベンデン校から留学生

○進学補習・土曜活用講座  山城祭（９月）、体育祭（９月） を受け入れます。

教育システム

学校生活(令和２年度入学生)(予定)

学校の特色

1年 2年 3年 合計

部活動(令和２年度設置状況)

男 145 136 144 425

女 215 217 214 646

公務員 2 1 0
就職 0 0 0

国公立・私立短期大学 21 14 17
専修・各種学校 23 26 15

国公立4年制大学 67 78 95
私立4年制大学 659 801 930

～伝統校が今、新たな進化を遂げる～

H29 H30 R1

学校概要(創立明治40年3月) 全日制課程 進路状況

京都府立山城高等学校
〒603-8335
京都市北区大将軍坂田町29
 Tel. 075-463-8261
 Fax. 075-463-8263

教育目標：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会で活躍し社会貢献できる人材の育成 自主・自立・共生の精神を養う

卒業生からのメッセージ

私は、山城高校で想像以上の青春を味わいました。

勉強に、部活動に、学校行事...確かに大変なことも多かったですが、何事に

も挑戦し協力し合える仲間、親身に相談に乗ってくださる先生方、そして学年

を越えて一丸となれる山城family。あなたの身の回りにいるたくさんの人々が

山城での3年間をより充実させてくれます。

皆さんも、ぜひ山城で想像以上の青春を味わってください！

令和２年３月卒業 長嶋 里沙

近年、全国大会には水泳部、ﾀﾞﾝｽ部、

卓球部、弓道部が出場し、近畿大会に

は水泳部、ﾃﾆｽ部、卓球部、弓道部が

出場しています。

進路先 年度

文

理

系

文

理

総

合

科

最大週３４時間授業

土曜活用講座(必修)
進学補習

高大連携・国際交流

研修旅行

人文社会系

自然科学系

最大週３４時間授業

進学補習

土曜活用講座（希望者）

高大連携・国際交流

グローバルネットワーク

文

理

総

合

科

最大週３４時間授業

少人数講座

土曜活用講座（必修）

進学補習

高大連携・国際交流

グローバルネットワーク

難関国公立大学

難関私立大学

最大週３４時間授業

英・数習熟度授業

土曜活用講座(希望者)
進学補習

高大連携・国際交流

研修旅行

人文社会系

自然科学系

最大週３４時間授業

進学補習

高大連携・国際交流

最大週３４時間授業

少人数講座

進学補習

高大連携・国際交流

難関国公立大学

難関私立大学

普
通
科

専
門
学
科

スクールバリュー

進化し続ける伝統校の

新しい時代が今、始まる。

求める生徒像
質の高い文武両道を実現し、自立した自分像を追い求められる意欲的な生徒

■自主・自立・共生の精神

チーム山城 ～ 互いを思いやり、高めあう ～

□ 『山城塾』では各界で活躍中の先輩から学ぶ

□ 『やましろ手帖』で自分を管理

□ 『やましろ文箱』で軌跡を整理

■質の高い文武両道をめざす ～ スペシャリストでありながら多彩な能力を兼ね備える ～

□ 確かな「学力」

・京都大学・京都教育大学・立命館大学等との連携 ・ サイエンスダイアログ事業への参加

・「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ京都」等の研究指定 ・進学補習､土曜活用講座等で自立した学びを支援

□ 豊かな「人間力」

・ 目標を持ち力を出し切れる人を育成する様々な部活動

・ 山城祭・体育祭・研修旅行等、生徒主体で活力ある学校行事

■BYODを取り入れ、ＩＣＴ機器を活用した、新時代の授業スタイルを実践できる意識の高い生徒集団

■グローバル社会で活躍する力 ～ 世界が学びの場 ～

□ AFS等留学生の受入実績 ドイツ・スイス・ロシア・タイ・コロンビア等、１０ヶ国以上

□ ドイツ姉妹校（フィルダーベンデン校）との定期交流
単位制の導入によって広がる

主体的な学びと進路実現

年 ２年 ３年 進路

年 ２年 ３年 進路文

理

総

合

科
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・発展コース

 ( 文系・理系・京都文化 )

計

・大学・研究機関・企業との連携
・鴨沂独自の多彩な 「 探究的な学習 」

・基礎・基本の徹底、学力伸長
・週33単位、週2回7限、年間12回の土曜授業
・授業・自主学習・進路指導にＩＣＴを活用
・全教室電子黒板機能付プロジェクタ設置

昨年３月フランス研修を実施
10月フランス姉妹校が来校

大学生と学ぶ  サポートセミナー
教職インターンシップ

大学生・留学生・訪日外国人と
文化交流

2

学校概要 ( 創立 明治５年４月 )　  全日制課程

公務員 2 0
30 46専修・各種学校

京都府立鴨沂高等学校
〒602-0867
京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131

Tel.  075-231-1512
Fax. 075-231-0220

一人一人に応じた
親身な進路指導

放課後・部活後の自習室
納得するまで質問

ティームティーチングや
少人数講座で手厚い授業

大学等の先生の授業を受講
広く奥深い世界に触れる

学校を離れて現場で学ぶ
フィールドワーク

自ら課題を発見し探究する
アクティブ・ラーニング

探究型学習等で学んだことを
発表・発信する力の育成

教育システム

学校生活 ( 例年の予定を示しています ）

10月 体育祭

 ５月 遠足

 ６月 研修旅行（2年）

 ９月 文化祭

多彩な 「学び」 を
通して

興味・関心を高め
実践力を身に付ける

入ってから
一人一人を伸ばす
面倒見のいい鴨沂

学校の特色

多様な 「交流」 を
通して

「生きる力」 を育む

小中学生・地域の方々と
様々な催事・行事で交流

　    　　　　　　高校生徒や近隣大学留学生との交流

　　　  　　 　   機関・企業の訪問、文化学習をテーマと
　      　　　　　　した探究的な活動

　     　　 　　　との双方向の交流、台湾・中国等の来日

ＩＣＴを活用した
授業・自主学習・進路指導

H29 H30 Ｒ１

11 10

進路状況 現役生の合格状況 （のべ数）

国公立4年制大学 13

　　鴨沂の教育は新時代へ！

　○普通科

・標準コース

○国際交流   姉妹校フランス・ジュールゲード国際高校

文化系 ： 演劇・合唱・吹奏楽・美術・書道・放送・茶道・自然科学・調理・軽音楽・情報処理・京都文化

体育系 ： 陸上競技・水泳 (水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ) ・バスケットボール・バレーボール (女子) ・卓球・

　 　　      サッカー・バドミントン・剣道・弓道・テニス・自転車競技・フェンシング・硬式野球・ダンス

水球女子：U17日本代表選出、全国大会出場、近畿大会優勝

自転車競技：全国高校総体・全国選抜大会出場

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ：京都府選手権団体２位、京都府総体個人２位

○授業

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

162

○研修旅行   ２年１学期に関東方面で実施。大学・研究○学校行事

270231
11

78 83 79

＊市バス   荒神口 徒歩３分
    河原町丸太町 徒歩５分

＊京阪 神宮丸太町 徒歩10分
＊地下鉄   丸太町 徒歩12分
    京都市役所前 徒歩12分

259

13 6

7 11

部活動 ( 令和元年度の顕著な実績と令和２年度設置状況 )

2年 3年

47

240

0
就職

1年

○生徒数（令和２年５月１日現在）

男
156 473155女

コース決定：１年次…合格発表後の学力診断テスト 国・数・英 と希望調査等を総合的に判断して決定

２年次…学習状況と希望をもとにコースを決定

卒業生のメッセージ 北村龍章 滋賀大学教育学部入学 開睛中学校出身
私は鴨沂高校で、中学までの常識は通用しないことを実感しました。授業はもちろん、家庭学習にも

一所懸命取り組み、副部長をつとめた陸上部では自分たちで練習メニューを考えたりする経験もしま

した。自分の現状を変えることは難しいですが、達成したときの喜びは困難に勝るものがあります。

鴨沂高校には、生徒の考えを尊重し親身に相談に乗ってくださる先生方が多数おられます。鴨沂高校

は様々なことに積極的に挑戦する中で人間的に大きく成長できる場でした。

進路先 年度

教育目標：世界平和を希求し、すべての人々が幸福になりうる社会をめざして、事実に基づいて真理を追究し、

それに従って実践しようと努力する人間をつくる。
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　　伝統と創造 そして 輝く君がいる 

○生徒数（令和２年５月１日現在）

○文化系：サイエンス・吹奏楽・放送・書道・囲碁将棋・美術・写真・ＥＳＳ・演劇・コーラス・音楽研究・文化研究
　　　　　料理・茶道・園芸同好会 *青色はスポーツ総合専攻の専攻種目
○体育系：ハンドボール(男女)・サッカー(男)・ラグビー(男)・バレーボール(女)・陸上競技(男女)・硬式野球・バレーボール(男)
　　　　　バスケットボール(男女)・ソフトテニス(女)・テニス・バドミントン・剣道・弓道・水泳・山岳
学校生活(令和２年度入学生)
○授業　・１年次は基礎基本を確実に学習、そのうえで応用力を養う高度な内容を学習します。　　
　　　　・２､３年次は文理に分かれて発展的学習を行います。
　　　　・文理コース､サイエンス科(中高一貫)にはSSH「洛北サイエンス」に属する学校設定教科を設置しています。
○学校行事　・新入生歓迎会(４月)　・文化祭(９月）・体育祭(10月)　・持久走大会(２月) 
○修学旅行　・スキー研修旅行@信州方面(１年次)(１月) ＊行事等は昨年度のものです

学校の特色
教育目標：広い視野と旺盛な想像力を持ち、何事にもチャレンジする人を育てます
　◆学年制を基軸とする「洛北の単位制」　　　◆洛北サイエンスによる発展的学習　
　◆洛北総合選択で興味関心に応じた学習が可能！（令和２年度「洛北総合選択」設置科目数：20科目）

★サイエンス探究、サイエンスチャレンジやサイエンスツアーなど、多彩なSSHプログラムを実施して
　います。また授業や土曜日等を利用して、大学教員や専門職の方々の特別講義を多数行っています。

★洛北高校独自のプログラム。希望者を募り、高校で事前学習を実施、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)、
　スタンフォード大学の学生との交流やディベートに参加。現地での様々な研修を通じて国際感覚を養います。
・アメリカやイギリス、オーストラリア等への短期留学に多数参加（希望者）。日英サイエンスやアジアサイエンス等の海外ワークショップへの派遣や、
   エディンバラ語学研修(京都府教育委員会補助事業)、トビタテ！留学ジャパンなどを利用して国際感覚を磨けます。　 ＊令和２年４月現在の予定です

★部活動加入率は90%超！　文武両道、部活と勉強の両立を目指してとことん前向きに頑張れるのが洛北生です！
　文理コースのおよそ３人に1人が国公立大学に現役合格しています。（H29年度～R１年度、３年間の平均）

教育システム
コース決定◇文理コース、サイエンス科(中高一貫)は入学後、文系・理系進学に応じて科目登録をします。

※普通科文理コースと普通科スポーツ総合専攻は、京都府内全域から志願が可能 ※サイエンス科は高校からの募集はありません

　京都府立洛北高等学校
〒606-0851
京都市左京区下鴨梅ノ木町59

学校概要(創立 1870年(明治３年)) 全日制課程(単位制) 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

R１
国公立4年制大学
私立4年制大学
国公立・私立短期大学
専修・各種学校
公務員
就職

部活動(令和２年度設置状況)

1年 2年 3年 計
男
女

◆京都市営地下鉄北山駅から徒

歩12分 ◆市バス洛北高校前から

徒歩５分、洛北高校正門前すぐ

僕が洛北高校に入学することを決めた理由は色んなことに挑戦できる環境が整っている

ことでした。勉強を頑張りたい人にとっては、高めあえる友人や頼れる先生が多く、充

実した環境と言えます。僕はサッカー部に所属していたので、部活動が忙しかったので

すが、部活の仲間も忙しい中勉強を頑張っている人が多かったので、勉強のモチベー

ションも高く保つことができました。僕はこの 年間で様々な経験をし、困難を一緒に乗

り越えることができる友人に出会うことができました

時田永也 文理コース 年度卒業 大阪大学理学部生物科学科生命理学コース入学

〇普通科
・文理コース
・スポーツ総合専攻

〇サイエンス科 中高一貫
☆制服

ネクタイ、セー
ター、ベストの
色はそれぞれ
種類から選べま
す。

文部科学省指定 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）

「グローバル人材育成プログラム」で、世界で勝負する自分を創造する

★進路希望に応じた、文系・理系の

発展的学習（２年次から選択）

★ による発展的学習

★土曜セミナーや長期休業中の進学補

習による実力の涵養

難関国公立大学・医学部等への進学

普通科 文理コース

・文理のバランスがとれた基礎力と応

用力が身につくカリキュラム

・１年次 週３３時間授業

普通科 スポーツ総合専攻

■スポーツに関する専門的学習「専攻

スポーツ」や、野外活動 ゴルフ実

習・マリンスポーツ実習等 の重視
■スポーツサイエンスに基づいた研究
「スポーツ総合演習」における卒業
論文作成と発表

・１，２，３年次ともに、週２時間の

「専攻スポーツ」を設置

・ 年次 週 時間授業

国公立大学・私立四年制大学への進学

サイエンス科（中高一貫）

・｢洛北サイエンス探究｣による発展
的な理数教育

・深化した探究活動をもとにした論
文作成と発表

難関国公立大学・医学部等への進学

※附属中学校からの一貫した６年

間の教育課程
※SSHによる学校設定教科「洛北
サイエンス探究」における課題
探究活動

本物の「文武両道」を実現する洛北生
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◀現役生合格者延べ人数

学校生活(令和２年度入学生)

京都府立北稜高等学校

学校概要(創立 昭和54年10月)　全日制課程 進路状況

1年 2年

部活動(令和２年度設置状況)

○生徒数（令和２年５月１日現在）

公務員

男

国公立4年制大学

就職

今、この一瞬に輝きを 　～勉強も部活動も～

女

3年 計

学校の特色

教育システム

〒606-0015
京都市左京区岩倉幡枝町2105番地

専修・各種学校

国公立・私立短期大学

私立4年制大学

教育目標：｢国際教育｣｢環境教育｣｢表現活動｣を相互に関連づけて推進し、グローバルな視点と主体的に生きる力を

有する生徒を育成する

クラス・コース決定

〇普通科

・環境理数コース

・英語人文コース

・総合探究コース

○全国大会等での活躍
・陸上競技 ・放送 ・吹奏楽

・自転車競技 ・競技かるた

○文化系
・競技かるた ・ ・放送 ・吹奏楽 ・美術・写真

・天文地学 ・囲碁将棋 ・演劇・茶道同好会

○体育系
・剣道 ・サッカー ・バスケットボール ・テニス ・硬式野球 ・バドミントン

・バレーボール ・陸上競技 ・ハンドボール ・自転車競技 ・卓球 ・ラグビー

○授業≪特色ある授業≫
北稜エッセイ 総合的な探究の時間

リスニング特講

総合地球環境学研究所との

連携授業

○学校行事
遠足 文化祭 体育祭

スポーツデイ 芸術鑑賞

大学トークフェスタ

マレー語講座

マレーシアデイ

○修学旅行
マレーシア研修旅行

１年生全員

オーストラリア英語合宿

２年生希望者

マレーシア交換留学 全学年希望者

○制服
紺色のブレザー エンブレム付

チャコールグレーの

スラックス・スカート

ニット セーター

・ベスト 白・紺２色

入学時

アドバンスクラス(２クラス) ＊週３３時間授業１年生

●大学トークフェスタ ●大学キャンパスツアー ●進路探究ポスターセッション

コース選択プログラム

コースを選択

２年生２年生

３年生

国公立大学・難関私立大学の文系・理系 中堅私立大学の文系

年：合格発表後の新入生学力診断テスト（国・数・英）と希望調査を総合的に判断してクラスを決定します。

年： 年次に実施するコース選択プログラムにより、自分の進路希望に合ったコースを選択できます。

私は北稜高校に入り、とても充実した三年間を過ごしました。研修旅行では香港・マカオに行き、現地の高校生と学校交流をしたり、大学生

と市内フィールドワークをしました。英語での交流に戸惑うこともありましたが、同じ班の友達と協力してうまく対応でき、自分の視野が広が

る思いでした。また、総合的な学習の時間では総合地球環境学研究所の方々に協力をいただき、地球環境に関する様々な課題を取り上げ、グ

ループでの発表がありました。発表相手の小学生にもわかりやすいように説明を工夫し、興味を持ってもらおうとメンバーと協力し合った経験

は他には変えがたいものです。この学校にはあなたを支えてくれる環境が揃っています。頑張るのはあなた自身です。

令和２年３月卒業 京都工芸繊維大学 工芸科学部 １回生卒業生からのメッセージ

◆叡山電鉄木野駅

徒歩３分

◆京都バス

北稜高校前すぐ

アクセスマップはこちら▲

環境教育
認証

エコ京都 認証
総合地球環境学研究所連携

環境保護活動 等

表現活動
環境や地域をテーマに

表現力を育成
小論文模試

伝統文化学習 等

国際教育
マレーシア研修旅行（ 年）

マレーシア交換留学
オーストラリア英語合宿 年

各国高校生との交流 等
マスコットキャラクターの

「ほくりょん」です！

学力診断テスト（国数英）と希望を総合的に判断してコースを決定します。

スタンダードクラス(４クラス) ＊週３２時間授業

学習と部活動の両立を基本とし、一人

一人の適性・能力に応じた丁寧な指導

総合探究コース

科学的な思考力を身につけ新しい時代を

切り拓くハイレベルな理系の学習

環境理数コース

英語力を磨き、国際的な視野を身につける

ハイレベルな文系の学習指導

英語人文コース
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○普通科

・ 探求コース

・錬成コース

○生徒数（令和２年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○研修旅行
・ コース制や習熟度別講座で個々の力や進路希望に応じた 遠足、芸術鑑賞 探求コース：台湾

授業を行います。 文化祭、体育祭 錬成コース：東北および
・ 独自科目「基礎錬成」で徹底した学力の基礎固めを行います。 一泊研修 東京ディズニーランド
・ 土曜学習で基礎学力充実と入試対策を行います。 オール朱雀アーツ

◆探求コース

◆錬成コース

5
51
28
46

公務員・就職

朱雀高校で”好き”を見つけるための２つのコース

探求《文化》コース

探求《人間》コース

その他

学校の特色

男 77 80 93
278

教育システム

学校生活(令和２年度入学生)

国公立・私立短期大学 13 11
60 73
23 15
46

49

47

京都府立朱雀高等学校 全日制

H30

専修・各種学校

国公立・私立4年制大学

R元

354761

〒604-8384
京都市中京区西ノ京式部町１
 Tel. 075-841-0127
 Fax.075-841-0646学んで挑んで未来を拓こう

部活動(令和２年度設置状況)

学校概要(創立 昭和23年4月) 　全日制課程 進路状況(現役生の進路別実数)

1年 2年 3年 計

女 124 105
250

H29

心身を鍛え、基礎学力を充実させて、自らの可能性を切り拓くコース。バランス
のとれたカリキュラムで基本事項の学習を徹底し、学力の土台を固めます。
様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。

文化系：書道、美術、演劇、吹奏楽、軽音楽、音楽、イラストレーション、クッキング、文芸、茶道、ESS、
コンピュータ、放送局、新聞局、ボランティア

体育系：ラグビー、バレーボール、サッカー、体操、柔道、空手道、陸上競技、ソフトテニス、卓球、ボート、

ダンス、バドミントン、バスケットボール、硬式野球、バトントワリング、ウェイトリフティング、アスリート

 自分の“好き”を朱雀で見つけよう
意欲だけ持ってきて！

学びに向かう気持ちを育て、学力伸長をはかるコース。基本事項を学んだ上
で、発展的で高度な学習に取り組みます。京都の中心地で文化と歴史を探求
する≪文化≫コース、生命やロボットなど人間にかかわる事象を探求する≪人
間≫コースがあります。

教育目標：

進路先 年度

教育目標：「平凡の偉大さに徹せよ」の校訓のもと、自己と社会の未来に対して夢と希望と意欲を持ち、自立と自律に基づ

き自由を愛する志のある人を育てる。

ｺｰｽ決定： １年次･･･合格発表後の基礎学力診断テスト（国・数・英）と希望調査で総合的に判断

◆ＪＲ嵯峨野線「二条」駅徒歩７分

◆地下鉄東西線「二条」駅

徒歩７分

◆阪急京都線「大宮」駅

徒歩１８分

◆市バス「千本旧二条」徒歩３分

同「丸太町智恵光院」徒歩５分

探求コース
[週３２時間]

錬成コース
[週３０時間]

探求≪文化≫コース [週３２時間]
～京都の真ん中で『文化』と『歴史』の世界を覗いてみよう！～

探求≪人間≫コース [週３２時間]
～科学的なアプローチで『人間』を探求してみよう！～

錬成コース [週３０時間]
～幅広い学習を通して自らの可能性を切り拓こう！～

難関四年制大学(文系)

難関四年制大学(理系)

１年次

中堅大学等

進路目標２・３年次

令和元年度

入学生から制服となりました。

私が朱雀高校に入学して１番よかったと思えることは、勉強と自分の好きなこと

が両立できたことです。朱雀高校には、優しく生徒思いの先生方がたくさんい

らっしゃいます。勉強が苦手でも、熱心に教えてくださるので、私も意欲的に勉

強に取り組むことができました。（R元年度卒 立命館大学 吉田りんか）

医療・看護系学校等

ボート部・演劇部

全国大会出場

ウエイトリフティング部

国民体育大会優勝

テム

様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。

朱雀

様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。

朱雀が変わる

様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現します。

朱雀で変わる 朱雀を変える
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〒607ｰ8017
京都市山科区安朱川向町10
 Tel. 075ｰ581ｰ1124
 Fax.075ｰ581ｰ1125

看護・医療系専門学校 38 13 12

短期大学 25 15
53 70 73

就職 25 41 27
公務員 0 2 1

男 105 98 125 328

H29 H30 R1

四年制大学 82 63 61
36

専修・各種学校

教育システム

「正しく働き、正しく生きる」人間の育成

学校生活(令和２年度入学生)

部活動(令和２年度設置状況)

京都府立洛東高等学校

学校概要(創立　昭和29年４月)　 全日制課程 進路状況　※現役生（進路先別実数）

1年 2年 3年
その他 38 15 31

学校の特色

計

女 135 141 129 405

教育目標：「校是のもと、幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、社会で活躍する人間の育成」

コース決定：１年次（合格発表後の診断テスト（英・数・国）と希望調書を総合的に判断して決定。２年進級時に若干名のコース変更あり。）

＜体育系＞ 陸上競技、硬式野球、サッカー、ラグビー、テニス、ソフトテニス、水泳、卓球、

バドミントン、バスケットボール、ランブリング、女子バレーボール、女子サッカー同好会

＜文化系＞ 吹奏楽、コーラス、茶道、美術・工芸、食物、放送、フォークソング研究、自然科学

○普通科 プログレスコース・ライフデザインコース
○制服
ブレザー、カッターシャツ（長袖、

半袖）、カーディガンやベストなど

多彩なバリエーションがあります。

○学校行事
５月 「校外学習」

９月 「文化祭」

１０月「体育祭」

１月 「研修旅行」（２年）

「確かな学力」をサポートし、難関・中堅私立大学、看護医療系への進学に対応 「色々な興味」をサポートし、

進学希望から就職まで、さまざまな進路希望に対応

言語・表現活動を重視し、

実践的な取組から幅広い

知識と確かな学力を習得

ヒューマン・ケアの資質

を身に付け、看護医療

分野への進学実現

実習や観察を通して

自然科学への興味を

深め、論理的思考力

を育成

自分自身を振り返り、将来なりたい自分について考え、

個性と意欲を生かせる進路を見つけ、その進路を実現

文系 理系 医療科学系

総合社会・芸術造形・芸術探究・健康と栄養

情報演習・被服製作基礎・サイエンスラボ

スポーツ探究・ライフスキル

特色

ある

科目

＜アクセス＞

ＪＲ・地下鉄「山科駅」から

徒歩８分

○授業
・月、木曜は７限授業を実施

・プログレスコースは進学を目指し、学習合宿と補習、模擬

試験を実施

・ライフデザインコースでは、数学と英語に おいて基礎・基本

から「学び直し」を実施

洛東高校で３年間学ぶ中でやりたいこと、自分の進みたいことが見つかると思います。

ひとりひとりの夢を応援し、支えてくれる先生がたくさんいらっしゃいます。洛東高校で

いろんなことに挑戦してください。（卒業生の言葉より）

多彩な選択授業

地域とつながる社会性の向上

○保育や幼児教育について実習を通して学ぶ「ライフスキル」

・社会の変化に対応できる能力の育成を目指して、すべての授業で「探究的な学び」「協働的な学び」を重視しています。

・大学教授や看護師、保育士などの外部講師を招き、充実した講義や実践的な実習を取り入れています。

○医療や福祉について、実習を通して学び、地域への提言を

形にすることのできる「医療福祉」

○課題について検証し自分たちが貢献できるプロジェクトを

考え、実践する「歴史フィールドワーク」

○近隣の公立小学校や大学等と連携し、授業で身に付けた英語

を活用する「実用英語」 ○話すこと、聞くことを重視し、発表学習を行う「国語探究」

○陸上競技やサッカーなど、生涯スポーツを学ぶ「スポーツ探究」

○資格取得を目指し、社会で必須のスキルを習得できる「情報演習」

○言語活動を重視し、ディベートに取り組む「総合社会」

プログレスコース

プログレスコース ライフデザインコース

学習を支援する取組

・自主的・主体的に学ぶ力を身につけるために、令和元年度入学生より

「Classi」を導入し、生徒・保護者・教員間での情報共有を推進。また、

「学び直し」にも活用します。

ライフデザインコース

○生徒数（令和２年５月１日現在）

学校ホームページにて、最新情報を随時更新！

http://www.kyoto-be.ne.jp/rakutou-hs/

・地域行事等への参加を希望する生徒で「ボランティア人材バンク」を

設立し、社会性の向上を目指しています。
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世界への扉はここから開く

・普通科

・グローバル科

◆近鉄東寺駅から徒歩８分

ＪＲ西大路駅から徒歩15分

○制服 市バス羅城門徒歩１分

伝統と革新

○生徒数（令和２年５月１日現在） が調和した

鳥羽スタイル

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
　主体的・対話的な授業 　遠足（４月）、れんが祭（９月） シンガポール海外研修
   ｢鳥羽の学びネットワーク｣との連携 　水泳大会（９月）、鳥羽総体（10月） 上海研修（スポーツ総合専攻のみ）
　冷泉流披講「鳥羽歌会」（夏・秋） 　（スポーツ総合専攻） ○国際交流
　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) スキー実習、スケート実習、ゴルフ実習 アジア高校生架け橋プロジェクトによる
　高校生国際会議｢鳥羽グローバル・サミット｣ 野外活動実習、遠泳・ボードセーリング実習 留学生受け入れ

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)

京都府立鳥羽高等学校

学校概要(創立　昭和59年４月)　全日制課程（単位制） 進路状況（現役のみ、延べ数）

1年 2年 3年 計
男

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元

国公立4年制大学

就職・公務員

女

〒601-8449
京都市南区西九条大国町１

専修・各種学校
国公立・私立短期大学
私立4年制大学

全国大会出場（個人も含む） 
水泳、ウエイトリフティング、陸上競技、 

相撲、 バスケットボール男女、 
放送、囲碁・将棋、ＥＳＳ 

教育目標： 

校舎写真 

地図 

制服写真 
（在校生に変

更予定） 

進路先 年度 

文化系：吹奏楽、生物、 、多文化交流、書道、華道・茶道、演劇、囲碁・将棋、美術、食物、理化、 、合唱、ワー

プロ、写真、バトントワリング、披講研究、新聞、放送 
体育系：硬式野球、水泳、男女バスケットボール、陸上競技、相撲、男女バレーボール、男女ソフトテニス、ウエイトリ

フティング、男女テニス、卓球、サッカー、剣道、バドミントン 

教育目標：京二中からの歴史を受け継ぎ、京都の伝統と文化の発信、スポーツ分野での活躍、グローバル社会で

のリーダーシップの発揮など世界で躍動する人材を育成します。 

単位制による高度かつ多様な学び 

◆個々の能力、希望に合わせ個別最適化された学習    ◆ICTを活用した先進的な授業 

◆多様な選択科目を設置し、希望進路の実現をサポート 

グローバル・リーダーの育成 

◆ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業に基づく多くの連携機関から幅広い学びを提供 

◆海外留学や海外大学進学を見すえた高度な英語学習  ◆主体的・対話的で深い学び 

世界・全国レベルの競技実績 

◆オリンピアン、プロアスリート、関取を輩出  ◆文武両道による人格形成   

日本文化の神髄に触れる学習 

◆冷泉流和歌を詠み、代表作を披講  ◆未生流笹岡によるいけばなパフォーマンスと国際交流 

コース決定：1年次･･･普通科リベラルアーツコースとスポーツ・教養コースは、希望調査と合格発表後の診断テスト 

（国・数・英）等をもとに総合的に判断して決定します。 

前期選抜 前期選抜・中期選抜 前期選抜 

グローバル科
  

リベラルアーツコース 
  

スポーツ・教養コース 
 

スポーツ総合専攻 
  未来を生き抜く幅広い 

教養と深い専門性 
高度な学びで身につけ

る教養と創造力 
  

集中力を高める学習と 
部活動 

  

確かな学力と全国 
レベルの競技力 

  

専攻種目の部活動に所属 

難関国公立・私立大学受験に対応 

 
週35時間(土曜授業含む) 

 
週34時間(土曜授業含む) 週32時間 週31時間 

卒業生からのメッセージ： 良川 泰登 君 （京都大学経済学部進学）

高校入学後、担任の先生の「頑張れば、勉強と部活動どちらの良いところも取ることができ

る」という言葉と、実際に勉強と部活動の両方に邁進しておられた先輩の姿に感化され、文武

両道を目標に高校生活を送ろうと決心しました。部活動も必死に取り組む中で、隙間時間を有

効活用したり仲間と高め合ったりして、一層の努力をすることで京都大学に合格することがで

きました。何かに挑戦したい人、自分の可能性を広げてみたい人には是非鳥羽高校をお勧め

します。

鳥羽高校は令和２年度より文部科学省指定ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援

事業における拠点校としてさらなるグローバル人材育成に取り組みます。 
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○普通科

○京都こすもす科
専修コース（自然科学系統）

共修コース（自然科学系統・人間科学系統）

◆JR太秦駅から徒歩５分

☆制服 ◆京福常盤駅下車すぐ

○生徒数（令和２年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○海外研修

〒616-8226
京都市右京区常盤段ノ上町15

専修・各種学校 8 2 6

194

870
国公立・私立短期大学 2 1 0

私立４年制大学 827 778

男 149 157 159 465

H29 H30 R元

国公立４年制大学 245 199

就職・公務員 0 0

部活動(令和２年度設置状況)

京都府立嵯峨野高等学校

学校概要(創立1950年4月)　 全日制課程 進路状況（既卒生を含む合格状況 [延べ数]）

1年 2年 3年 計

0

女 171 163 157 491

その他、短期・中期海外研修あり。

本校指定の制服
があります。ベ
スト・セーター
（指定）の着用
は任意です。

●文化系　：　演劇、華道、軽音楽、茶道、写真、将棋、★美術、
　　　　　　　　吹奏楽、★サイエンス、★デザイン工芸、文芸、

　★放送、★コンピュータ、狂言、ESS、
　　　　　　ＪＲＣ（青少年赤十字）、小倉百人一首かるた

●体育系　：　◆剣道、硬式野球、サッカー、女子バレーボール、
　　　　◆水泳、ソフトテニス、ソフトボール、卓球、

　　　　　　　　　　バスケットボール、◆バトントワリング、バドミントン、
　　　　　 　ラグビー、★陸上競技、★ワンダーフォーゲル

★全国大会出場

◆近畿大会出場

（令和元年度）

学校の特色

教育システム

学校生活(令和２年度入学生)

１日７時間の真剣勝負
●基礎知識・技能の定着から、それらを活用
する力を育成します。
●様々な協働学習により批判的思考力、表
現力を身につけます。
●進路別サポート体制も充実しています。

〔生徒が主体的に活動し、成長する場〕
●野外活動、「とこのは祭（文化祭・体育祭）」
　球技大会他
〔知的好奇心を刺激し創造性を高める場〕
●演劇鑑賞、古典芸能鑑賞、各種ワーク
　 ショップ他

〔１月〕１年生全員が４泊５日の
日程でシンガポールへ研修旅
行に行きます。現地高校生と
の交流や、フィールドワーク・
市内観光などに取り組みま
す。

【 問題を解決するための計画立案 ／ 問題解決に向けた新たな実践 】

進路先 年度

◆京都こすもす科 専修コース 自然科学系統

理数の専門教育を入学時から段階的・継続的に受けることができます。

◆京都こすもす科 共修コース 自然科学系統・人間科学系統

１年次は文理共通カリキュラムのもと、自然科学、人文・社会科学、国際文

化をバランスよく学び、自らの適性を考えることができます。そして２年次か

ら理系（自然科学系統）、文系（人間科学系統）に分かれ高度な専門教育を

受けることができます。

◆普通科 自然科学コース・人間科学コース

教育内容は京都こすもす科共修コースに準じています。１年次では文理そ

れぞれの科目を幅広く学び、その上で２年次より理系（自然科学コース）、文

系（人間科学コース）に分かれて学習します。

◇２年次から分かれて学ぶ京都こすもす科共修コースの「自然科学系統」と 「人間科

学系統」、普通科の「自然科学コース」と「人間科学コース」は本人の希望・適性を考

慮して決定します。

京
都
こ
す
も
す
科

※３年間一貫の理数教育を行うコース

専
修
コ
ー
ス

１年

文理共通の

カリキュラム

２年 ３年

共
修
コ
ー
ス

京都こすもす科に

準じた教育内容

科
普
通
科

文理共通のカリキュラム

自然科学系統

自然科学系統

自然科学コース

人間科学系統

人間科学コース

グローバルリーダーシップ・イニシアティブ（ ）

地域連携・海外コラボ型

京都グローバルスタディーズ スーパーサイエンスハイスクール

志をもって人生を主体的に生き抜く

人を育み、

SSH

グローバル社会のリーダーとして

社会貢献できる人材を育成する。
教育目標

自彊 飛翔和敬 自ら努め、励み

教育プログラム

KGS

互いを認め合い
次のステージへ

校 是

卒業生のメッセージ

私は「スーパーサイエンスラボ」の活動を通して、発電やエネルギーに関する

基礎知識やプレゼンテーションの方法、さらに物事の論理的な考え方などを学

びました。また、課題に根気強く向き合う力が身につき、勉強に対する意欲が

向上しました。嵯峨野高校には魅力的な授業がたくさんあります。皆さんもぜ

ひ嵯峨野高校で学びを深めてほしいです。
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普通科

・人文科学コース
・自然科学コース
・文科科学コース
・スポーツ科学コース

○生徒数（令和2年5月1日現在）

○国際交流
   毎年海外の高校の訪問を受け入れ、歓迎会や授業、部活
   動での交流をしています。

教育システム

　卒業生からのメッセージ
　 僕は、北嵯峨高校での3年間、部活と勉強との両立の大変さを感じながら、楽しく、そして、充実した日々を
過ごすことができました。自分の望む進路を実現することは、簡単なことではなく、最後まで不安でした。しか
し、その不安を前に進む力へと変えてくれたのは、いつも誰かの支えでした。進路に不安になったとき、まるで
自分のことのように真摯に向き合ってくれた先生。部活動で伸び悩み苦しんだとき、早朝から練習に付き合っ
てくれた仲間。多くの人に支えられたからこそ、後悔なく最後までやり遂げることができました。誰かの支え、そ
れが自分自身の成長を促してくれる。ここでの学びを忘れず、これからも挑戦していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年３月卒業　鳥取大学　工学部　北村　悠人くん）

学校の特色

 ○体育系
　 剣道(男女)･硬式野球(男)･サッカー(男)･ 山岳(男女)･
    ソフトボール(女)･ ソフトテニス(男女)･卓球(男女)･
    ダンス(男女)・男子バスケットボール・
    女子バスケットボール・男子バレーボール・
    女子バレーボール・バドミントン(男女)・
    男子ハンドボール・女子ハンドボール・
    陸上競技(男女)
          　　　             【太字は昨年度前期選抜Ｂ方式指定種目】

○授業
   １年次は全クラス週２回の７限授業を行います。
   ２・３年次は４つのコースに分かれ、コースの特色に応じた
   選択授業があります。土曜日には補習があります。

○学校行事
   校外研修、文化祭、体育祭球技大会、スキー研修旅行、駅
　 伝大会など、集団で取り組む学校行事が充実しています。

○修学旅行
   1年生1月下旬に、戸狩温泉スキー場で3泊4日のスキー研
   修旅行を実施しています。

 ○文化系
　　囲碁将棋・演劇・合唱・郷土研究・クラシックギター・工芸・
　　茶道・写真・書道・吹奏楽・生物・地学・美術・文芸・放送・JRC

男 152 130 164 446

H29 H30 R１

国公立4年制大学 5 7

就職 7

90

 　豊かな環境の下 『人を育て、心を育む』

  京都府立北嵯峨高等学校

学校概要 (創立昭和50年３月)　全日制課程 進路状況 （現役のみ  延べ数）

0
6

〒616-8353
京都市右京区嵯峨大沢柳井手町
 Tel. 075-872-1700
 Fax.075-872-1701

専修・各種学校 85

2
277

72
国公立・私立短期大学 25 24 24
私立4年制大学 310430

◆京都バス・市バス大覚寺より徒歩5分
◆市バス嵯峨嵐山駅前より 徒歩10分
◆JR嵯峨嵐山駅より徒歩12分

計

学校生活（令和2年度入学生）

女

8

128 143 155 426

部活動(令和２年度設置状況)

1年 2年 3年

公務員 3 4

コース決定：１年次・・・合格発表後の診断テスト（国・数・英）と希望調査を総合的に判断し決定しています。

校舎写真

進路先 年度

  京都府立北嵯峨高等学校

１年次 ２・３年次

学力充実クラス

学力発展クラス

文科科学コース

人文科学コース

自然科学コース

スポーツ科学コース
学習合宿の様子サマーセミナーの様子

サッカー(男)･ 山岳(男女)･
ソフトボール(女)･ ソフトテニス(男女)･卓球(男女)･

教育目標：独創質実の校是の下、自然と歴史に育まれた環境を活かし、学習活動や部活動を通して、

「人を育て、心を育む」教育を実践しています。

日本を代表する歴史的・文化的環境での学び

学校から広沢池へ、俳句の吟行 サル山生態調査の実習風景

釈迦堂にて、和歌披講の実習 愛宕古道街道灯し 提灯の制作

「文武両道」 「強い北嵯峨」 を合言葉に

京都府高等学校新人大会

準優勝

全日本バレーボール高等学校選手権

京都府予選決勝戦の応援風景

ありす

（マスコットキャラクター）

ー 21 ーー 20 ー



京京都都府府立立　　桂桂　　高高等等学学校校

学学校校概概要要 部部活活動動
●●全全国国大大会会等等のの活活躍躍

●●文文化化系系

●●体体育育系系

○創立 昭和23年
○生徒数（令和２年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

H29年度 H30年度 R元年度

学学校校生生活活 国公立４年制大学
●授授業業 私立４年制大学

国公立・私立短期大学
専修・各種学校
公務員
就職

●学学校校行行事事

●修修学学旅旅行行

●制制服服

●トトピピッッククスス（（普普通通科科ににおおけけるる取取組組））

その他

　令和２年度は２年生の１月下旬に実施し
ます。スキー体験と札幌・夕張周辺での研
修を行い、北海道の大自然を満喫します。

　野外活動は５月下旬頃、各クラスで行き
先を決定し、バーベキューなどで親睦を深
めます。その他、文化祭、体育祭(写真）、
芸術鑑賞があります。

　写真の制服に加え、女子用スラックス、指
定のカーディガン・セーター・ベスト等があり
ます。女子はネクタイも着用できます。

　平常の授業に加えて、「大学入学共通テ
スト」に対応するため、民間予備校と連携し
た「桂サタデーセミナー」（年間14回/希望
参加）を実施しています。また専門学科で
は将来の科学者の育成を目的とした授業
（TAFS)を展開しています。

※令和２年３月31日現在　現役生：延べ数

「「  学学力力のの向向上上とと調調和和ののととれれたた人人格格のの育育成成  」」
★★　　""志志””　　桂桂ププラライイドドをを胸胸にに、、研研究究のの桂桂へへとと変変貌貌をを遂遂げげるる！！

所所在在地地　　〒〒661155--88110022　　京京都都市市西西京京区区川川島島松松ノノ木木本本町町2277
　　　　　　　　　　TTeell..007755--339911--22115511      FFaaxx..007755--339911--22115533

弓道部、農業クラブが全国大会に出
場し、陸上部は都道府県対抗女子
駅伝で京都府代表に選出されまし
た。サッカー部は新人戦準優勝、バ
ドミントン部が近畿大会に女子ダブ
ルスで進出しました。

陸上競技  サッカー バドミントン
野球 ラグビー テニス 弓道
剣道 卓球 バレーボール
バスケットボール ソフトテニス
ハンドボール

美術 吹奏楽 演劇 茶道 書道
将棋 サイエンス 放送 華道
フォークソング 文芸 情報科学
クリエイト 農業系として､草花
野菜 バイオテクノロジー
情報処理

●制課程（令和２年４月現在） 

 
 

 

◆阪急桂駅から徒歩 分

桂川駅から徒歩 分

◆京都市バス 、 、南１

特南１系統「桂高校前」

地図 

●コースの特徴 

研究コース  
授業＋進学補習＋KRP 課題研究  

文理コース  

専門学科  

国公立大

私立大 
多様な進路選択 

進路状況 

国公立大 
難関私立大 

全日制課程 
普通科 

研究コース / 文理コース 
専門学科 

園芸ビジネス科 
植物クリエイト科 

卒卒業業生生かかららののメメッッセセーージジ 川川田田昴昴平平 
京京都都市市立立西西京京極極中中学学校校出出身身 
進進学学先先：：秋秋田田大大学学 医医学学部部 保保健健学学科科 作作業業療療法法専専攻攻 
高校選択はどこの高校に入るかで迷うのではなく、そ 
こで自分が何をして、どうなっていくのかで悩んだ方が 
建設的だと思います。グローバル化が進むこの世界で 
高校の名前などちっぽけなものです。それ以上に自分 

の人柄などの付加価値を伸ばしていってはいかがでしょうか。さて 
桂高校は、自分のしたい事を見つけている人は応援してくれる仲 
間が、見つかっていない人はそれを一緒に悩み考えてくれる仲間 
が多くいます。また、やりたいことがあれば先生方は全力で応援し、 
支援してくださいます。そのおかげもあり、私は国の人材育成プロ 
グラムの一環でシンガポール研修に参加することができました。 
桂高校は何でも興味を持って、意欲的に物事に取り組めば自分を 
大きく飛翔させることができます。是非桂高校に入学してこれらの 
力を伸ばしていってほしいと思います。 

                              ■探探究究活活動動とと「「研研究究のの桂桂」」 
                            今年度より普通科全クラスで探究活動に取り組み 

  ます。 専門学科のTAFSや研究コースの桂リサーチ 
  プロジェクト（KRP）でこれまで蓄積してきた探究の 
 ノウハウを文理コースにも波及させ、研究コースの 

KRPについても、プログラム内容の更なる充実に取り組んでいます。 
龍谷大学・京都産業大学と包括協定を結び、京都大学をはじめと 
する他研究機関とも連携しながら、「研究の桂」を目指します。 

授 業 ＋ 探 究 学 習   

授業＋TAFS研究活動＋研究発表  

普通科  

普通科  
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○１年普通科
・発展クラス

・標準クラス

○２,３年普通科

・発展コース人文

・標準コース人文

・発展コース理数

○生徒数（令和２年５月１日現在）

京都府立洛西高等学校

学校概要(創立 昭和54年10月)　   全日制課程 進路状況 (現役合格延べ数）

H29 H30 R1
(クラス数) (9) (8) (8)

国公立４年制大学 36 27 20
私立４年制大学 448 416 538
国公立・私立短期大学 28 26 18
専修・各種学校 35 59 40
公務員 2 0 1
就職 2 4 1

男 139 136 159 434
１年 ２年 ３年 計

学校生活（令和２年度入学生）

女 141 142 153 436

部活動（令和２年度設置状況）

２年次

３年次

目指す進路　：　国公立大学・私立大学　等   （四年制大学進学を念頭に置いた教育課程）

学校の特色

教育システム

１年次

放課後の部活動は発展・標準クラスとも一斉に開始

教科書は「地元地域」／目指すのは地域の「再発見」「再創造」

キーワードは「つながり＝ 」 （ ・ ・ ・ ・ ）

「自分たちの生きる地域・社会を再発見し、再創造・再構築を目指す」ことを目的とした探究学習に取り組んでいます。

洛西地域の魅力や課題を調べたり、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸや地域の行事等に参加することで、洛西地域と「つながる」学習活動を深めていきます。

〔平成 令和元 年度：落ち葉や竹を使った堆肥づくり、川の水質調査、竹ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ、公園清掃、ひまわり畑ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 等〕

教育目標 豊かな未来をつくるため、社会に貢献し確かな見通しを持って主体的に行動する、創造力あふれる心豊かな人間を育成する。

「洛西ｽﾀｲﾙ」: 落ち着いた学習環境のもと、ひとりひとりの生徒が学習・学校行事・部活動に一生懸命取り組む。

〒610-1146

京都市西京区大原野西境谷町一丁目12-1･2

Tel. 075-332-0555 Fax. 075-332-0216

♦ＪＲ桂川駅から市ﾊﾞｽ西4、ﾔｻｶﾊﾞｽで約18分
♦阪急桂駅西口から市ﾊﾞｽ西2で約20分

♦阪急洛西口駅から市ﾊﾞｽ西4､ﾔｻｶﾊﾞｽで約15分

１年次…合格発表後の学力診断テスト（国･数･英）と希望調査を総合的に判断してクラス編成

２年次…進級時に希望進路・学力を考慮して、発展コース（人文・理数）・標準コース（人文）を決定

文化系：吹奏楽、軽音楽、ｺｰﾗｽ、ESS、演劇、美術、写真、書道、茶道、放送、ｻｲｴﾝｽ、

ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、食べ物文化研究会

体育系：硬式野球、陸上競技、ｻｯｶｰ、ﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、

卓球、ﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、体操、剣道、ﾀﾞﾝｽ同好会

発展クラス・標準クラス

共通カリキュラム ／ 英語・数学 少人数習熟度別授業 ／ ７限・土曜日の活用＊ ／ 夏・冬休みの進学講習

指す進路 国公立大学 私立大学 等 （ 年制大学進学指 （

発展コース（人文・理数）

文系・理系の国公立・難関私立大学現役合格を実現

学を念頭に置 た教育課程）教育 ）

標準コース（人文）

文系の四年制大学現役合格を実現

○制服 グレーを基調とした落ち

着いたデザイン

平成31（令和元）年度

全国大会出場：書道部 ／ ﾏｰﾁﾝｸﾞ関西大会金賞：吹奏楽部

近畿大会出場：ｿﾌﾄﾃﾆｽ部(女子団体)・体操部(男子団体)

近畿公立高校大会３位：ﾃﾆｽ部(男子団体)

〇主な学校行事の予定

４月：洛西ﾌｨｰﾙﾄﾞｳｫｰｸ(１年)・遠足（２,３年）

９月：洛西ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（文化祭・体育祭）

ｵｰﾌﾟﾝ文化祭

１月：研修旅行（ｽｷｰ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ研修）(１年)

球技大会（２年)

〇授業・学習

全学年のﾎｰﾑﾙｰﾑ教室にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを設置し

てICTを活用した質の高い授業を展開してい

ます。学習習慣の定着を図るため、Learning

Record  (学習記録帳)を活用しています。

自習室、自習コーナーも充実しています。

｢一生懸命｣だからこそ見えるものがある

＊講習・大学の先生による特別講義など

洛西高校には、それぞれが自分の目標に向かって一生懸命頑張れる環境があります。私も文武両道を

目標に洛西高校に入学し、勉強と部活動を両立させるために努力する中で、たくさんのことを学ぶこと

ができました。これは決して自分1人でできたことではありません。生徒思いの先生方や共に頑張る仲

間の存在があったからです。洛西高校では、そんな大切な人たちにも出会うことができます。また、最大

の行事である洛西フェスティバルは楽しく、クラスで団結し3年間でとても良い思い出となりました。全力

で勉強し、全力で部活し、全力で楽しむ。そんな高校生活を洛西高校で送ってみませんか？

♦卒業生からのメッセージ

扇田紗耶さん 〔令和元年度卒業生（ソフトテニス部）京都府立医科大学看護学科 進学（京都市立桂川中学校 出身）〕

国際的視野・課題解決能力・探究心

知的好奇心・学ぶ意欲

主体性・協働性・社会性

洛

西

高

校

で

+α

の

学

び

体

験

！
府立高校特色化事業｢ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ京都｣

探究型学習｢洛再 ｣

高大連携｢洛西ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾁｬﾚﾝｼﾞ講座｣｢洛西ｻｲｴﾝｽﾁｬﾚﾝｼﾞ講座｣

大学の先生方をお招きし、発展ｺｰｽ人文ｸﾗｽ・発展ｺｰｽ理数ｸﾗｽを対象として特別授業を行っています。

〔平成 令和元 年度：京都産業大学、京都教育大学、島根大学、東北学院大学〕

京都府教育委員会から指定を受け、国際社会に貢献できるﾘｰﾀﾞｰの育成を目指した活動を行っています。

〔平成 令和元 年度：国際問題に関するﾚﾎﾟｰﾄ・論文・ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ・英語でのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを準備、ﾈｯﾄﾜｰｸ校参加の交流会で代表者が発表〕

ｺｰｽ決定：
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○生徒数（令和２年５月１日現在）

恵恵ままれれたた通通学学環環境境ののももとと、、様様々々なな地地域域かからら集集ままっったた生生徒徒がが切切磋磋琢琢磨磨ししてていいまますす。。
♦近鉄/京阪 丹波橋駅から徒歩５分 ♦JR桃山駅から徒歩８分 出町柳駅から約20分 / 長岡京駅から約35分

新田辺駅から約20分 / 山科駅から約30分

学学校校生生活活((令令和和２２年年度度入入学学生生))

学学校校のの特特色色

教教育育シシスステテムム

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))

1年 2年 3年 計

女 162 166 161 489
男 198 190 186 574

国公立4年制大学 157 154 175
私立4年制大学 597 694 860

夢夢・・感感動動・・挑挑戦戦　　～～君君ののスステテーージジががここここににああるる～～

H29 H30 R01

学学校校概概要要　　((創創立立　　昭昭和和2233年年1100月月))　　全全日日制制課課程程 進進路路状状況況  ((現現役役生生のの合合格格状状況況：：延延べべ数数））

京都府立桃山高等学校
〒612-0063
京都市伏見区桃山毛利長門東町８校章

教育目標：★知・徳・体の調和のとれた人格形成 ★新時代を生き抜く独創性と行動力の育成 ★国際社会を生きる資質・能力の涵養

昨年度 近畿 全国大会出場
陸上競技、卓球、弓道、山岳、

吹奏楽、 グローバルサイエンス、

将棋

文化系：吹奏楽、グローバルサイエンス（科学）、茶道、演劇、軽音楽、美術、書道、イベントプロデュース（放送）、

英語、将棋

体育系：硬式野球、軟式野球、テニス、ソフトテニス、陸上競技、卓球、バドミントン、バレーボール、バスケットボール、

ハンドボール、サッカー、ラグビー、剣道、柔道、弓道、山岳

〇普通科

〇自然科学科

〇制服

（（男男子子））

ブレザー、ネクタイ

カッター、ズボン

（（女女子子））

ブレザー、ネクタイ

カッター、スカート
＊女子のリボンタイ・ズボンはオプション

〇〇授授業業・・補補習習

<普通科・自然科学科共通>
◆平日は水曜日を除いて７限授業を実施

◆土曜授業（自然科学科１、２年次、普通科１年次）

◆土曜補習（３年次、希望者）を実施

◆難関大学補習（２年次、希望者）を実施

〇〇学学校校行行事事
４月：遠足（全学年）

６月：球技大会、三者面談

７月：芸術鑑賞、１年宿泊研修、夏期補習

９月：文化祭、体育祭

月：冬期補習、１年自然科学科宿泊研修

２月：２年課題研究発表会 １年探究科目発表会

○○研研修修旅旅行行 （（２２年年生生1100月月実実施施））
普通科

台湾研修（３泊４日）

自然科学科

オーストラリア研修（５泊６日）

自自主主自自律律・・文文武武両両道道
◆ 主体的学習者を育てます。勉強に、部活動に、学校行事に、その他の活動に、生徒ひとりひとりが

高校生活を設計していくことを応援しています。

先先進進的的なな のの取取組組
ススーーパパーーササイイエエンンススハハイイススククーールル３３期期目目

＜これからの時代に求められる普遍的な力の育成＞

◆探究型融合教科の実施

◆発展的な学習を行う高大産連携事業

◆探究力を育成する「課題研究」

充充実実ししたた学学校校行行事事
♦球技大会・文化祭・体育祭・遠足

♦１年宿泊研修・課題研究発表会など

♦普通科：台湾研修旅行

♦自然科学科： オーストラリア研修旅行

【【 普普 通通 科科 】】 ２年次より文系と理系に分かれます。
週４回の７限授業、土曜授業 補習を実施

◆１年生

※共通のカリキュラムで、様々な学びや体験を通して自らの適性や将来の

目標について考えます。

◆２、３年生（文系・理系）

※文系と理系に分かれ、それぞれのカリキュラムで学習を深めます。

【【自自然然科科学学科科】】 理数系専門学科です。理系に特化したカリキュラムです。
週４回の７限授業、土曜授業 補習を実施

◆幅広い学問的背景の上に専門性が育つような特色ある取組を行っています。将来の大学院進学も視野に入れた

高度な学力の養成を目指します。

＜＜卒卒業業生生かかららののメメッッセセーージジ＞＞
ああななたたのの高高校校生生活活、、どどんんななももののをを想想像像ししまますすかか？？勉勉強強にに邁邁進進ししてて自自分分のの世世

界界をを広広げげたたいい？？部部活活動動にに精精進進ししてて周周りりととのの絆絆をを深深めめたたいい？？大大丈丈夫夫、、全全部部叶叶いい
まますす。。桃桃山山高高校校ははみみななささんんがが百百万万馬馬力力のの力力ををももっってて活活躍躍すするるたためめのの舞舞台台でですす。。
わわたたししははここここでで、、ととここととんん挑挑戦戦ししてて、、そそののたたびびにに新新ししいい自自分分をを発発見見ししてて、、ももうう毎毎

日日ががたたままららななくく充充実実ししてていいままししたた。。 ささてて、、ああななたたのの高高校校生生活活、、どどんんななももののをを創創造造
ししまますすかか？？

宮宮崎崎慎慎士士 （（令令和和２２年年 普普通通科科卒卒 大大阪阪大大学学在在学学中中））

文文系系 理理系系

共共通通カカリリキキュュララムム１年

２年

３年
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起業創造科 企画科 情報科学科
文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校

○生徒数（令和２年５月１日現在）

文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校 ○目指す資格 ○学校行事
　『住んでよし、訪れてよし』の   全商簿記１級日商簿記１級 14月：一泊研修（1年）遠足（2･3年）

　　　持続可能都市京都を支える人材育成に関する研究   全商情報処理１級 05月：球技大会

　　　　～京都すばる高校：みんなごと化プロジェクト～   全商英語１級 09月：体育祭

○研修旅行（令和２年度第２学年12月）   基本情報技術者試験 11月：販売学習「京都すばるﾃﾞﾊﾟｰﾄ」

　台湾研修：連携校交流　共同開発商品の販売実習など　   ＩＴパスポート 02月：ロードレース

●大切な『学　び』

規律ある授業における専門的な学びを大切にしています。

●大切な『時　間』

高い目標の部活動。今しか味わえない時間を大切にしています。

●大切な『経　験』

販売学習「京都すばるデパート」を通じたビジネスの経験を大切にしています。

●大切な『場　所』

情報通信機器の設備は日本有数。恵まれた環境の場所を大切にしています。

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

プログラミングで「想像力」を「創造力」に
変える

STEAM教育で「科学」と「技術」を「心」で
結ぶ

ICTで「安心・安全」な超スマート社会を切
り拓く

「簿記会計」を学び大学や企業と連携するこ
とで、世の中を動かす「リアルなお金」の仕
組みを知る

「やってみよう！」と一歩踏み出す、アント
レプレナーシップ（起業家精神）が育つ

私たちが暮らす地域（京都）の課題解決を通
して主体性と創造力が身に付く

「企画」を学ぶことで、発想力・論理的思考
力・表現力が身に付く

新商品開発や海外販売実習を通して、チャレ
ンジ精神が磨かれる

「外国から見た京都」を知ることで、グロー
バルな視点を持てる

ITで社会の発展を加速する

情報科学科
起業家精神で地域社会をデザインする

起業創造科
企画力で京都と世界をつなぐ

企画科

部活動(令和２年度設置状況)

学校生活(令和２年度)

134161
136

135 430男
1年 2年 3年 計

公務員
就職

7

22
79 84
2 5

123 118
18 25国公立・私立短期大学

専修・各種学校

90
4

85

国公立4年制大学
私立4年制大学 163

6

H29

〒612-8156
京都市伏見区向島西定請120番地
   Tel.  075-621-4788
   Fax. 075-621-8997

H30 R1

7

教育システム

女 149145 430

進路状況(現役生の合格状況：延べ数)学校概要(創立　昭和60年4月)　全日制課程

京都府立京都すばる高等学校

学校の特色

81

68

◆近鉄「向島」から徒歩10分

卒業生からのメッセージ （ 企画科卒業 龍谷大学国際学部在学 川野 楓 さん ）

「世界と日本をつなぐ人材」をテーマに、国際人口移動や観光文化論など世界の多様な

文化や社会などを学び日本を知ることで、多面的な文化の理解を深めています。高校で

は、部活動と日常生活の何気ない日々すべてが思い出です。挨拶や身だしなみ、規律あ

る生活といったことが徹底されていて、これらは全て社会に出る上で当たり前のことだと、

今でも大切にしています。情報処理能力、コミュニケ-ション力はとても役立っています。

〇商業に関する専門学科

・起業創造科

・企画科

〇情報に関する専門学科

・情報科学科

〇制服

文化系 ： 吹奏楽 放送 茶・華道 ESS 情報処理 ワープロ 簿記 珠算 情報デザイン
全国大会 ： 吹奏楽 情報処理 珠算 簿記 ワープロ ESS

近畿大会 ： 卓球 女子ﾎｯｹｰ
体育系 ： 硬式野球 サッカー 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ テニス 陸上競技 卓球

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 女子ﾎｯｹｰ 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

教育目標 ☆ 広い教養と豊かな情操を持ち、確かな学力を備えた質実清楚な人を育てます。

☆ 主体的、継続的に学ぶ意欲を持ち、深い専門性と新たな分野への適応力を備えた人を育てます。

☆ 創造力と豊かな国際感覚を持ち、社会に貢献できる人を育てます。

☆ 日本の伝統や文化を重んじるとともに、社会変動の激流の中でも生き抜く体力と知力を備えた人を育てます。

☆ 正しい倫理観と正義感をあわせ持ち、深い他者理解の精神を備えた人を育てます。

○生徒数（令和２年５月１日現在）

生活
の糧

生き
がい

社会
貢献

働
く
こ
と
の
目
的

幸
せ
な
人
生
の
た
め
に

ー 27 ーー 26 ー



～輝け今日よ～

○生徒数（令和２年５月１日現在）

○制服
カッターシャツ
ブレザー
ネクタイ
セーター
ベスト
スラックス
スカート

○普通科
・文コース
・文理コース

60
公務員 1 2 0

京都府立向陽高等学校

819

就職 7

国公立・私立短期大学

13

計

私立4年制大学 141 130

〒617-0006
向日市上植野町西大田
 Tel. 075-922-4500
 Fax.075-933-7200

専修・各種学校 71 59

111 91 109 311

8

男 90 106 89 285

H29 H30 R元

国公立4年制大学 0 1 2

24

3年

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)

学校概要(創立　昭和50年１月)　全日制課程 進路状況　現役生の進路先（延べ数）

1年 2年

132

女

●学力を充実・伸長し、進路希望を叶えます！ 
・希望進路に応じたコースの設置 
・関西大学パイロット校等の高大連携 
 

●自ら学ぶ力や地域を愛する心を育てます！ 
・地域文化や伝統文化等を学ぶ「文化探究」 
・海外現地校との交流やフィールドワーク 
 

●実績と魅力のある豊富な部活動があります。 
・体操競技・自転車競技・女子サッカー等の特色ある部活動 
・陸上競技・男子ハンドボール・サッカー・バスケットボール・女子バレーボール・ラグビー・吹奏楽・合唱・書道などの魅力ある部活動 

 教育目標：社会の有為な形成者として、知・徳・体・美の調和のとれた、心豊かな、創造性あふれる人間の育成をめざす。 

 コース決定：１年次のクラス・・・合格発表後の診断テストと希望調査を総合的に判断してクラスを決定 
          ２年次以降の文理・文コース・・・１年次の２学期に希望進路と学習状況を総合的に判断して決定 

校舎写真 

◆阪急「西向日駅」 
  から徒歩13分 

<卒業生からのメッセージ> 
 

部活動や普段の学習の他にも、ボランティア活動などで自分の可能

性を拡げることができます。充実した３年間を過ごしてください。 

                                体育系：陸上競技、体操競技、テニス、卓球、バドミントン、ラグビー、サッカー（男・女）、女子バレーボール、

                                     男子ハンドボール、バスケットボール（男・女）、硬式野球、自転車競技、ダンス、ワンダーフォーゲル 
                                文化系：吹奏楽、写真、書道、華道、パソコン、合唱、放送、美術、英語、フォークソング、演劇 
 

学力伸長クラス 

看護医療系大学・専門学校 私立大学文系学部・短期大学・専門学校・就職 
国公立大学(文・理) 

難関私立大学(文・理) 

文理コース   
選択科目により文系・理系に応じた発展的学習を進

め、大学進学を目指して学力の向上を図ります。看

護医療系の進路にも対応します。 

 

文系科目を中心に「文化探究」などの特色ある科目や実技

科目を学びます。一人ひとりの希望に応じた多様な進路を

目指します。 

１年次 

２進路 

●授業  
・習熟度授業や少人数講座で、一人ひとりを大切にした

教科授業を行っています。 
・高大連携授業で大学の先生の講義が聴けるなど、「学

び」を高める機会も充実しています。 
・ｉＰａｄや電子黒板などのＩＣＴ機器を取り入れています。 

●学校行事 
・遠足(4月) 
・団体鑑賞(2年6月) 
＊劇団四季を鑑賞 
・向陽祭(全学年9月) 
＊文化祭は３日間、 
体育祭は１日で実施 

●研修旅行 
第２学年の２学期に 
海外研修旅行（台湾 
方面）を実施していま 
す。 

全国大会出場：自転車競技部、体操競技部  
          陸上競技部 
近畿大会出場：自転車競技部、体操競技部 
          陸上競技部 

標準クラス 

向陽高校は土曜授業を実施しています！ 

 １年全クラス・２年文理コースでは、土曜日に授業を実施(月２回程度)することにより週当たりの授業時間数(33時間)を確

保しながら、平日の放課後の時間を十分に保障して、部活動や生徒会活動・進学補習や弱点補強等の機会を設けます。 

文コース 2年次 

3年次 

進路 
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普通科
パイオニアコース

アカデミック（文・理）コース

グローバルコース

制服

○生徒数（令和２年５月１日現在）

＊新しくベストも導入！

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事　等 ○修学旅行
●パイオニア・アカデミックコース →「台湾」

●グローバルコース →「オーストラリア」

○国際交流

男 88 77 61 226

2
4

H29 H30 Ｒ元

国公立4年制大学 8

就職 5

11
私立4年制大学

京都府立西乙訓高等学校

　学校概要　(創立 昭和59年４月)　全日制課程

3
174
29
52

〒617-0845
長岡京市下海印寺西明寺41
 Tel. 075-955-2210
 Fax. 075-955-2209

専修・各種学校 41

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

3
215
13

58

　進路状況 （のべ合格者数・現役のみ）

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道
硬式野球・陸上・サッカー・ハンドボール・テニス・弓道・バレーボール・
バスケットボール・バドミントン・卓球・ワンダーフォーゲル

214
国公立・私立短期大学

　部活動　(令和２年度設置状況)

女 93 113 127 333

1年 2年 3年 計

3
公務員 0 1

　教育システム

　学校生活　(令和２年度入学生)

●姉妹校アメリカ・アーリントン高校長期留学プログラム
　アメリカ・シャコピー高校短期留学プログラム

●海外からの高校生の受け入れ（アメリカ・台湾・タイほか）

●落ち着いた環境で「３つのコース」の特色ある学び
●ＩＣＴを利活用した授業
　　（府立学校スマートスクール推進事業）
●クラウドサービス「Classi」の導入
●充実した英語・国際教育（ユネスコスクール認定
校、グローバルネットワーク校、留学プログラムほか）

校外学習、球技大会、文化祭、体育祭、百
人一首大会、英語レシテーション・英語ス
ピーチコンテスト、イングリッシュキャンプ、
英検校内実施、GTEC全員受験、国際交流
プログラム、小学生英語交流授業、伝統文
化講習会、キャリアプランガイダンスほか

　学校の特色

   卒業生からのメッセージ 

   大畑  千裕 （令和元年度卒) 

   京都教育大学 教育学部  

   長岡第四中学校 出身 

教育目標：平和的な国家及び社会の有為な形成者として、新しい時代に向かって主体的に、たくましく生き抜く、創造性あふれた心豊かな人間の育成

に努める。【校是】飛躍・剛健・篤実 

１年次･･･ 合格発表後の診断テスト（国語・数学・英語）と本人の希望等を総合的に判断してコースを決定する。 

２年次･･･ アカデミックコースの生徒は、アカデミック文系かアカデミック理系を選択する。 

吹奏楽部：日本学校合奏コンクール全国大会

「金賞」、アンサンブルコンテスト関西大会出場 
弓道部：近畿大会出場 ほか 
 

進路先 年度 

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

コース決定： 

学びの空間 夢中になれる瞬間 

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道

                   あなたの可能性を伸ばす、魅力ある３つのコース 

阪急「西山天王山駅」より徒歩 約10分 

私は地元で教育に携わりたいと思い、この大学を志望しました。受験勉強で
は成績が思うように伸びず、何度も悔しい思いをしましたが、担当の先生が
一対一で添削指導をして下さったおかげで、無事合格を掴むことができまし
た。ここには本気であなたの夢を応援してくれる先生や仲間がいます。自分
を信じて突き進んでください。 
 

◆阪急長岡天神駅から徒歩8分
◆JR長岡京駅から徒歩12分

◆阪急長岡天神駅から徒歩8分
◆JR長岡京駅から徒歩12分

部活動(令和2年度設置状況)

体育系　硬式野球、陸上競技、水泳、バドミントン、フェンシング、柔道（以上強化部活動）　

　　　　　 剣道、テニス、ソフトテニス、女子バレーボール、バスケットボール　

 　　　　　ワンダーフォーゲル、サッカー、卓球、新体操
学校生活(令和２年度入学生)

学校の特色 教育システム

〇制服～伝統と革新～
　乙訓高校の新しさと伝統を表
現し、府内では斬新なオリジナ
ル詰め襟、セーラージャケット
スタイルです。

学校の特色･教育システム

〇研修旅行～国際感覚の研磨と魂を揺さぶる体験～
2020年度入学生の行き先は
　◎普通科2年次　シンガポール･マレーシア研修
　◎スポーツ健康科学科2年次　グアム島研修
　を予定しています。現地の高校生や大学生との国際
交流や異文化体験等を通じて、生徒の国際感覚や自
主性を育みます。

〇自習室～夢に向かって～個別ブース型で冷暖房も完備。早朝から部活動が終わって以降20時まで、自学自習に集中できる環
境を提供しています。年間を通じて3年生を中心に活気にあふれています。普通教室型も設置しています。

〇学校行事～豊富な感動体験～9月に3日間行う文化祭は1年仮装パフォーマンス、2年小演劇、3年演劇に取り組みます。
また、体育祭は学年対抗の形式を取り、乙訓高校自慢の天然芝のグラウンドで元気いっぱい、1日中笑顔があふれています。
　4月新入生研修(校内･宿泊)、遠足　　5月中間考査、生徒総会、高校総体　　6月団体鑑賞(演劇)、面談週間　　7月期末考査、夏季補習
　9月文化祭、体育祭　　10月中間考査、生徒総会、人権映画鑑賞　　11月海外研修旅行　　12月期末考査、冬季補習、学習合宿(2年)
　1月考査、センター試験　2月スキー実習(スポ健1年)　3月卒業式、学年末考査、春季補習

進路状況 地図

〇授業～学力を伸ばす環境～落ち着いた学習環境の下、教室のユニバーサルデザイン化や、パソコンやタブレット端末をはじ
め全教室に完備されたプロジェクター等のICT機器を活用して「楽しくわかりやすい授業」を展開しています。　また、毎日の朝学
習や土曜活用講座、部活動後の放課後学習講座など、授業以外にも様々な「学力を伸ばす取組」を実施しています。

63 54 59

公務員 6

14 4
専修・各種学校

京都府立乙訓高等学校

学校概要（創立　昭和39年４月）　全日制課程

国公立・私立短期大学

〒617ｰ0843
長岡京市友岡1丁目1-1
 Tel. 075-951-1008
 Fax.075-951-6701乙訓で 鍛える 知力・体力・人間力　乙訓で 創る 君自身の物語（ｽﾄｰﾘｰ)

○普通科
○ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科

10

私立4年制大学 215 303

国公立4年制大学 1 4 3

210

H29 H30 Ｒ1

フェンシング･新体操の全国優勝
や硬式野球部のH29年度甲子園
選抜大会出場をはじめ、陸上競
技、バドミントン、柔道などが全国
大会に出場。文化系部活動も活発
に活動しています。

6 5 8

文化系　吹奏楽、放送、茶道、美術･漫画研究、ESS、写真、生物、囲碁･将棋、百人一首

※現役生の合格状況（延べ数）

就職

2 5

普　　通　　科
        スポーツ
      健康科学科

1
　
　
　
　
年

前半期
（4月～９月）

週32時間
＋土曜活用講座

「高校での学び」の導入と確立
全員が共通教育課程で学習

（クラスは希望コース別・習熟度別学級編成）

1年
週34時間

＋土曜活用講座
高大・産学連携

2年
週34時間

＋土曜活用講座
高大・産学連携

研究発表

週３２時間

3年
週32時間
＋進学補習

                                                                               高大接続コースへ

後半期
（10月～3月）

週32時間
＋土曜活用講座

理系コース
（1年から理系に特化）

課題研究
高大・産学連携

文Ａコース
（文系・発展）

課題研究
高大・産学連携

文Ｂコース
（文系・標準）

習熟度別授業

２年

週３２時間
＋土曜活用講座

工学系
（物理系）

生命科学系
（生物系）

週３２時間
課題研究

高大・産学連携

３年
週３０時間
＋進学補習

週３０時間
＋進学補習

国公立大学・難関私大
国公立大学

難関私大
文系学部

中堅私立大学
文系学部

国公立・難関私立大学
教員養成・健康科学
医療看護・保健栄養

保育・ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ等

機械・電気
建築など

理工系学部

生命・環境
農学など

自然科学系学部

めざす

進路先

週３２時間
＋進学補習

コース･クラスの決定：合格発表後の診断テスト（英･数･国）と本人の希望

を総合的に判断して1年前半クラスを編成し、全員が共通の教育課程で学

習をします。2学期中間考査後、自己の適性や能力、進路希望に応じて

コースを選択して所属クラスを決定します。 

(設置クラス 普通科理系1クラス，普通科文系Aコース1クラス，普通科文

系Bコース3クラス スポーツ健康科学科1クラス  Ｒ元年度) 

●確かな学力の構築（知力）
 ・ICT活用授業による「わかる授業」の創造
       （全教室にプロジェクター設置＝いつでもICT機器の利用可）　
 ・知的好奇心をくすぐる多様な土曜活用講座
 ・朝テストによる基礎学力の養成・定着及び進学補習による発展的学力の育成

●質の高い部活動の展開（体力）
 ・「運動は頭で理解し、身体で表現するものです。」
       スペシャリストやアドバイザーによる科学的な理論の習得と実践
 ・府下有数の施設設備（芝生グラウンド・多目的室内練習場・全天候型走路等）

 ・府内トップレベルの選手育成 　・部活動加入率85 ％(全校）

●規律正しい学校生活の確立と地域貢献（人間力）
 ・制服の着こなしなど身だしなみの徹底した指導
 ・「遅刻ゼロ」「挨拶励行」の集団づくり
 ・学校行事、地域活動への積極的な参画

確かな学力の構築（知力）

地 域 の 理 系 を 担 う

スポーツ健康科学科生が牽引

学 校 改 革 の確かな 足跡

〇生徒数（令和2年5月1日現在）
1年 2年 3年 計

男 120 140 152 412
女 87 97 81 265
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普通科
パイオニアコース

アカデミック（文・理）コース

グローバルコース

制服

○生徒数（令和２年５月１日現在）

＊新しくベストも導入！

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事　等 ○修学旅行
●パイオニア・アカデミックコース →「台湾」

●グローバルコース →「オーストラリア」

○国際交流

男 88 77 61 226

2
4

H29 H30 Ｒ元

国公立4年制大学 8

就職 5

11
私立4年制大学

京都府立西乙訓高等学校

　学校概要　(創立 昭和59年４月)　全日制課程

3
174
29
52

〒617-0845
長岡京市下海印寺西明寺41
 Tel. 075-955-2210
 Fax. 075-955-2209

専修・各種学校 41

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

3
215
13

58

　進路状況 （のべ合格者数・現役のみ）

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道
硬式野球・陸上・サッカー・ハンドボール・テニス・弓道・バレーボール・
バスケットボール・バドミントン・卓球・ワンダーフォーゲル

214
国公立・私立短期大学

　部活動　(令和２年度設置状況)

女 93 113 127 333

1年 2年 3年 計

3
公務員 0 1

　教育システム

　学校生活　(令和２年度入学生)

●姉妹校アメリカ・アーリントン高校長期留学プログラム
　アメリカ・シャコピー高校短期留学プログラム

●海外からの高校生の受け入れ（アメリカ・台湾・タイほか）

●落ち着いた環境で「３つのコース」の特色ある学び
●ＩＣＴを利活用した授業
　　（府立学校スマートスクール推進事業）
●クラウドサービス「Classi」の導入
●充実した英語・国際教育（ユネスコスクール認定
校、グローバルネットワーク校、留学プログラムほか）

校外学習、球技大会、文化祭、体育祭、百
人一首大会、英語レシテーション・英語ス
ピーチコンテスト、イングリッシュキャンプ、
英検校内実施、GTEC全員受験、国際交流
プログラム、小学生英語交流授業、伝統文
化講習会、キャリアプランガイダンスほか

　学校の特色

   卒業生からのメッセージ 

   大畑  千裕 （令和元年度卒) 

   京都教育大学 教育学部  

   長岡第四中学校 出身 

教育目標：平和的な国家及び社会の有為な形成者として、新しい時代に向かって主体的に、たくましく生き抜く、創造性あふれた心豊かな人間の育成

に努める。【校是】飛躍・剛健・篤実 

１年次･･･ 合格発表後の診断テスト（国語・数学・英語）と本人の希望等を総合的に判断してコースを決定する。 

２年次･･･ アカデミックコースの生徒は、アカデミック文系かアカデミック理系を選択する。 

吹奏楽部：日本学校合奏コンクール全国大会

「金賞」、アンサンブルコンテスト関西大会出場 
弓道部：近畿大会出場 ほか 
 

進路先 年度 

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

コース決定： 

学びの空間 夢中になれる瞬間 

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道

                   あなたの可能性を伸ばす、魅力ある３つのコース 

阪急「西山天王山駅」より徒歩 約10分 

私は地元で教育に携わりたいと思い、この大学を志望しました。受験勉強で
は成績が思うように伸びず、何度も悔しい思いをしましたが、担当の先生が
一対一で添削指導をして下さったおかげで、無事合格を掴むことができまし
た。ここには本気であなたの夢を応援してくれる先生や仲間がいます。自分
を信じて突き進んでください。 
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2211世世紀紀をを自自分分でで歩歩くく国国際際人人ににななるる！！

○生徒数（令和2年5月1日現在）

京京都都市市立立紫紫野野高高等等学学校校

H30 R1

学学校校概概要要((創創立立　　昭昭和和２２７７年年４４月月))　　全全日日制制課課程程

H29

進進路路状状況況((既既卒卒生生をを含含んんだだ合合格格状状況況：：延延べべ数数))

〒〒660033--88223311
京京都都市市北北区区紫紫野野大大徳徳寺寺町町2222
  TTeell..007755--449911--00222211
  FFaaxx..007755--449922--00996688

59 47
540 501

国公立4年制大学
私立4年制大学

33
461

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))　　　　※※部部活活動動実実績績はは平平成成2299年年度度～～令令和和元元年年度度ののももののでですす。。

1年 2年 3年 計
男 132 140 138 410
女 151 144 172 467

学学校校のの特特色色

教教育育シシスステテムム　　

学学校校生生活活((令令和和２２年年度度入入学学生生))

☆☆学学校校説説明明会会[[  55月月3300日日普普通通科科・・アアカカデデミミアア科科 ((中中止止))  //  99月月1122日日アアカカデデミミアア科科 // 1100月月1177日日普普通通科科 ]] ※※申申込込みみ等等詳詳細細ははHHPPににてて 紫野高校

◆市バス「船岡山」 徒歩3分
206・205・204・1・12・M1・北8系統

◆市バス「今宮神社前」 徒歩2分 46系統

紫野高校は、「自分で動きたくなる」良い意味での「自主性」を大切にする

雰囲気があり、全員が平等に輝くチャンスがあります。その中で私が

一番成長を感じることができたのは文化祭です。紫野では生徒自身が

内容をすべて決めるので、行動力や周りの人と調整しあう力が身に付き

ました。また、学習面では、好奇心を引きだすよう工夫された授業が多く

ありました。日々の授業を大切にするクラスの雰囲気や入学時から3年後を
見据えた話をしてくださる先生方など、自分自身の将来を考える上でとても

充実した時間を過ごせました。 ぜひ三年間を思い出深く、大きく成長できるものにしてください。

a  立命館大学 スポーツ健康科学部 武蔵 有貴

文化系：ESS、合唱、茶道、書道、吹奏楽、地学、美術、軽音楽、漫画アニメ、ホームメーキング、放送局、新聞局
☆インターハイ・全国大会出場：ソフトテニス部・体操部・放送局

アメリカンフットボール部チア

☆近畿大会出場：女子バスケットボール部・テニス部・体操部

ソフトテニス部・水泳部・アーチェリー部・放送局

体育系：アーチェリー、アメリカンフットボール・チア、テニス、男子バレーボール、女子バレーボール、バドミントン

男子バスケットボール、女子バスケットボール、体操、卓球、ソフトテニス、サッカー、野球、水泳、陸上

教育目標：「２１世紀を自分で歩く国際人」を育成する 「自由と規律」 「知性と創造」 「参加と協力」

○授業

７限授業週４日/６限授業週１日

英語、数学で習熟度別授業

夏季/冬季進学補習

○制服

自由服。華美なものは避け、高校生

として学習にふさわしい服装。

○海外研修

普通科：マレーシア（３泊５日）

アカデミア科：シドニー/ロンドン・ダブリン

（ホームステイ約２週間）

○学校行事

文化祭・体育祭・球技大会・演劇鑑賞

百人一首大会・英語スピーチコンテスト

☝SD教育の理念に基づく課題探究
他者との議論・討論・交渉を通じて、思考力や協調性を身に付け、、

「持続可能な社会の構築（SD）」をテーマとした、課題探究を行う。

☝９教科と総合的な探究の時間をバランスよく学習
授業や家庭学習をはじめとして自学自習を実践し、基礎的、

総合的な学力を身に付け、将来を描き、個々の進路希望を実現する。

☝豊富な国際交流の機会
高い語学力をつけ、海外研修、留学生交流、短期・長期留学など、

異文化に触れ、自分の世界を広げる。

☝生徒主体の学校生活
自由で明るい校風を大切にし、学校行事や部活動、外部コンテストへ

積極的に参加し、幅広い学びを体験する。

幅広い学びで国際人としての基礎力を身に付ける学科

大学での学究につながる素養を身に付ける学科

普普通通科科

アアカカデデミミアア科科

＊基礎から応用までの汎用能力を育成

＊大学での学びにつながる探究型授業

＊国際理解を深めるための本校独自の教育内容

（700wordsの英語論文作成など）
＊夏季英語集中セミナー

＊海外研修（シドニー or  ロンドン・ダブリン）

＊思考力や表現力の基礎である「論理力」の育成

＊模擬国連を通して、「説得力・交渉力」を育む

＊総合的な探究の時間で「課題設定力」を育む

＊オーストラリア短期留学（夏季休業中希望者）

＊海外研修（マレーシア）

○課外活動（過去３年）

グローバルリーダー育成研修

【ロンドン・フィリピン】派遣

第１３回全日本高校

模擬国連大会出場

高校生即興型英語ディベート

全国大会出場

普普通通科科・・アアカカデデミミアア科科共共通通のの学学びび

注注22 普普通通科科：：生生徒徒のの希希望望とと入入学学前前のの学学習習診診断断テテスストト等等にによよりり総総合合的的にに判判断断ししアアドドババンンスストトととススタタンンダダーードドをを編編成成すするる予予定定でですす。。

注注11 普普通通科科：：自自然然科科学学ココーースス（（理理系系））ににつついいててはは、、再再編編をを検検討討中中でですす。。
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○生徒数（令和２年５月１日現在）

学学校校のの特特色色

教教育育シシスステテムム

学学校校生生活活((令令和和22年年度度入入学学生生))　　※※普普通通科科・・人人間間探探究究科科・・自自然然探探究究科科共共通通

部部活活動動((令令和和22年年度度設設置置状状況況))

進進路路状状況況  ※※ののべべ合合格格者者数数

1年 2年 3年 計

女 123 132 104 359

学学校校概概要要((創創立立  昭昭和和2233年年  1100月月))　　          全全日日制制課課程程

京都市立堀川高等学校
すべては君の「知りたい」からはじまる

〒604-8254
京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622‐2

 Tel. 075-211-5351
 Fax.075-211-8975

男 126 119 133 378

教育目標： 校訓「立立志志・・勉勉励励・・自自主主・・友友愛愛」に示された自立，独立の人間形成を図るため，多様な生徒たちが互いに学びあう｢豊かな学校｣を

構築し，｢｢自自立立すするる18歳歳｣｣を育成する。

コース決定： 1年の秋に文理選択，2年生より各学科・コースに分かれる。

普通科 人文探究コース・理数探究コース
探究学科群 人間探究科・自然探究科

※ （）内は現役合格者（内数）

◆京都市バス「堀川蛸薬師」すぐ

「四条堀川」徒歩2分

◆京都市営地下鉄

烏丸線「四条」から徒歩12分

東西線「二条城前」から徒歩10分

◆阪急京都線「大宮」から徒歩5分

◆JR嵯峨野線「二条」から徒歩14分

◆京福嵐山線「四条大宮」から徒歩5分

陸上競技部(近畿IH出場・近畿ユース2
位) , テニス部(近畿公立校大会出場), 
放送局(全国NHK杯出場) ※令和元年度

H29 H30 R1
国公立大学 203(131) 213(127) 233(157)
私立大学 343(179) 540(241) 534(275)
短期大学 1(1) 0(0) 0(0)
専修・各種学校 2(2) 0(0) 1(1)
大学校・海外等 2(2) 3(2) 3(2)

人文探究
コース

１年

２年

３年

基礎・基本を踏まえて高度な活
用能力を身につけるとともに，
探究能力を伸ばし幅広い教養を
身につける学科

普通科

大学での専門研究につながる学
習をすすめるとともに，探究活
動の実践を通じて探究する能力
と態度を伸ばす学科

探究学科群

希望によりコース選択

理数探究
コース

人間
探究科

希望により学科選択

自然
探究科

HOP（１年前期）
STEP（１年後期）

JUMP（２年前期）

�探究基礎����
※普通科・人間探究科・自然探究科共通

——探究の「術」を身につける

——探究の「型」を学ぶ

——探究の「道」を知る

すべ

卒業生からのメッセージ・・・堀川高校は学びの場であると同時に，実社会のミ二チュアでもあると思います。実社会では，利害の調整や共通の目
的の達成のために協力することが必要です。堀川高校では，行事，ス夕ッフ活動など，生徒主体で協力して行うことが多いです。これらの活動で
得られる経験は，実社会に出て直接活きるはずです。探究基礎などの経験も大学生活や就職後役立つと思います。うまくいかないス卜レスや失敗を
恐れ，積極的に参加しないこともあるでしょう。僕自身も機会があったにもかかわらず，臆病になって挑戦しなかったこともありました。しかし，
挑戦をしないと成功は得られません。堀川高校は実社会と違い，失敗が許されます。素晴らしい経験が得られるのに挑戦しないのは勿体ないことだ
と思いませんか？ 挑戦する志をもつ人にとって，堀川高校での3年間は充実したものとなるでしょう。（18期生 齋川 幸浩 京都大学 法学部）

文化系：英語・演劇・茶道・食物・文芸・吹奏楽・電算機研究・美術・邦楽・
軽音楽・自然科学・コーラス(同好会)・ユネスコクラブWITH(同好会)

体育系：剣道・サッカー・山岳・ソフトボール・テニス・バレーボール(男子・女子)・
バスケットボール(男子・女子)・バドミントン・硬式野球・陸上競技

生徒会：執行部・新聞局・放送局
他にも，年度毎に生徒が専門的な学問分野を極めたり，
社会に貢献するための活動をすすめたりする「自主ゼ
ミ」という枠組みがあります。

〇授業 毎日50分×７時間。学問
の奥深さに触れることのできる，夢
の実現に向けた高度できめ細やかな
授業を展開します。高みをめざして
主体的に学ぶ姿勢を獲得するための
工夫も。また，夏季・冬季には特別
授業があります。

〇学校行事 人間は取組を通し
て成⾧します。海外研修・文化祭・
体育祭・講演会・祇園祭ボランティ
アなど，多くの経験を積む機会を充
実させています。各種スタッフ活動，
自主ゼミなど，生徒主体の取組も盛
んです。

〇探究基礎 探究の型を学び，
一人一人が課題を設定し，仲間や教
職員と対話しながらポスター発表と
論文の形で学びを結実させます。生
徒によって構成される探究基礎委員
会を中心に運営され，堀川高校での
学びの核となっています。

〇海外研修 学校が用意するも
のは「飛行機」「宿泊場所」「安全
の半分」。残りの安全の半分と研修
内容は，生徒による海外研修委員会
を中心に，1年をかけて用意していき
ます。この経験が現地での学びをよ
り厚みのあるものにします。
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エンタープライジング科
自然科学系コース

社会科学系コース

男
女 ※ 合格者延べ数。括弧内は現役生の数。

◆陸上競技部は京都市教育委員会強化指定部です。 野球・陸上競技・剣道・サッカー・水泳・ソフトボール・卓球・ソフトテニス・テニス・男子バスケットボール

令和元年度　実績　全国インターハイ [女子] 400m 2位 女子バスケットボール・バレーボール・バドミントン・柔道

全国インターハイ [女子] 4×400m 7位，国民体育大会 [女子] 400m 3位　など イラスト・クッキング・軽音楽・コンピュータ・茶道・吹奏楽・ダンス・理学・インターアクト・新聞・放送・競技かるた・ＥＳＳ・演劇

○特色ある授業 ○海外フィールドワーク 〇トピックス
・英語運用力の育成 　 京都府立医科大学・岡山大学・東北大学 推薦入試 合格《《勉勉強強もも部部活活もも新新たたななスステテーージジへへのの挑挑戦戦をを》》

・情報活用力の育成 ダダンンスス部部がが全全国国大大会会にに初初出出場場

・社会人力の育成

○学校行事
《《2211世世紀紀型型学学力力ををははかかるる新新たたなな入入試試》》

京京都都大大学学特特色色入入試試  44名名合合格格

　 京都府立医科大学・岡山大学・東北大学 推薦入試 合格

〒604-8437
 京都市中京区西ノ京東中合町１
 Tel.075-841-0010
 Fax.075-822-5702

190(138) 212(147) 197(149)

体育系

京都大学
大阪大学

H29

30(23)

  進取　　　敢為　　　独創

25(23)

19(9)

H30

25(22)

31(23)

32(24)

R1

28(19)

22(18)

22(15)

京都市立西京高等学校

学学校校概概要要  ((創創立立  明明治治1199年年55月月))　　      全全日日制制課課程程 進進路路状状況況

アジア地域を中心とする7コース
をフィールドに，生徒自身が行き
先を決めるコース選択制を実施
しています。

令和2年度実施予定地域
シンガポール，マレーシア，タイ，
ベトナム，インドネシア，上海，グアム

受験勉強だけではなく，西京高校独自の特別
活動や部活動において，熱心にかつ楽しんで
取り組んだ生徒が合格しています。

第12回日本高校ダンス部選手権に，西京高校のダン
ス部が初めて出場しました。全国のライバルたちを相
手に，日ごろの練習成果を見事に発揮していました。

学学校校生生活活((令令和和22年年度度入入学学生生))

130
156

117
161

139
138

386
455

令和元年度　東京大学　５名合格

部部活活動動((令令和和22年年度度設設置置状状況況))

アクティブラーニング
　　　　　　　　　コモンズ
後方の壁が一面白板（電子
黒板対応）であったり，机と
椅子が自由に動いたりと，生
徒の活動が活発に行える教
室です。

学学校校のの特特色色・・教教育育シシスステテムム

○生徒数（令和２年５月１日現在）

個人持ちPCでの授業英語でのポスター発表

1年 2年 3年 計 国公立大学計
神戸大学

文化系

   文化祭 体育祭

こちらから

学校ホームページを

ご覧いただけます。

京都市営地下鉄東西線

「西大路御池駅」3番出口すぐ

教育目標：「進取・敢為・独創」の校是のもと，「社会人力」を育成し，将来その力を十分に発揮し，社会に貢献し活躍できるグローバルリーダーを育てる。

○制服
Ms. Hanai Yukikoのデザインによる

スクールユニフォームです。女子生徒

用のパンツルックも選択できます。

アユタヤ遺跡にて

*「社会人力」とは，深い知の世界に

興味を持ち続け他者を理解する

ことを尊重し，社会に参画するこ

とができる力を意味します。

Collaboration
社社会会ととかかかかわわるる力力
社社会会をを知知るるここととにによよっってて

「「学学ぶぶ」」意意義義をを考考ええまますす

Communication
人人ととつつななががるる力力

英英語語運運用用ととICT活活用用をを

学学びびまますす

Challenge
果果敢敢にに知知とと向向きき合合うう力力
深深いい知知のの世世界界にに挑挑戦戦しし続続けけ

自自分分をを磨磨ききまますす

エンタープライジング科 11期生

大塚 沢音 京都市立樫原中学出身

（大阪大学外国語学部外国語学科日本語専攻4回生）

西京は，学ぶことの大切さや面白さを教えてくれ，豊富な経験をさせてくれた素

敵な高校です。西京での充実した高校生活は，私の人生の中でも本当に輝かしい

3年間でした。西京で得た経験や学びは今でも活かされているいることが多く，特

に海外フィールドワークでタイに行った経験は，今の学部を選び，タイへの長期留

学を決めたきっかけでもあります。学生生活はあっという間です！ぜひ，様々な

チャンスがたくさんある西京で多くのことに挑戦し，たくさんの力を身につけ，豊か

な人生を送ってほしいです。みなさんが青春を心から楽しめるように願っていま

す！

卒卒業業生生かかららののメメッッセセーージジ

内内閣閣府府ププロロググララムム
京都大学の緒方広明教授の研

究室が参画されているSIP（内閣

府プログラム）の，実証研究校に

なっています。e-ラーニングシス

テムで，教科書のデジタル化，

学習データのログの収集など，

自宅学習を含めた学習の質の

向上に取り組んでいます。

学学習習ササポポーートト
◎細かな確認テストと

補習

◎進路ノートを用いた

生徒の学習習慣の

交流・サポート

◎卒業生の講演や体

験談の配布 等

ささままざざままなな「「知知」」
◎物理チャレンジ 全国

大会３年連続出場

昨年度 銀賞受賞

◎数学甲子園 全国大

会初出場

昨年度 特別賞受賞

◎トビタテ!!留学ジャパ

ン日本代表プログラ

ム 京都府内での

採用者数

３年連続１位 等

協協働働
エンタープライズ（総合

的な探究の時間）をは

じめ，様々な授業でグ

ループワークやディス

カッションを積極的に

取り入れて，協働の中

でそれぞれのリーダー

シップを発揮する活動

に注力しています。

ココーースス選選択択

１１年年生生
共共通通カカリリキキュュララムム

エエンンタターーププラライイジジンンググ科科入入学学

自自然然科科学学系系ココーースス
理系科目を中心に高い学力を身につける

社社会会科科学学系系ココーースス
文系科目を中心に高い学力を身につける

◎１年次に化学・生物・物理を全て学習し，
２年よりコースに分かれます。

◎卒業生が「文理選択・学部学科選択座
談会」を開き，生徒の文理選択をサポー
トします。

そそののほほかかににもも，，個個別別相相談談，，進進路路ガガイイダダンンスス，，各各種種講講演演会会，，

保保護護者者懇懇談談等等をを行行いい，，文文理理選選択択にに臨臨みみまますす。。
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日本画・洋画・彫刻・ 国公立4年制大学

漆芸・陶芸・染織 私立4年制大学

デザイン・ファッションアート 国公立・私立短期大学

専修・各種学校・その他

松松尾尾  奈奈保保  (平成28年3月卒  現在 広島市立大学大学院 芸術学研究科造形芸術専攻2年生  木津川市立山城中学校卒）

○○授授業業 ○○学学校校行行事事 ○○研研修修旅旅行行

○○制制服服

教教育育目目標標
〇多様なものごとに触れ 美しさや本質を見出す「感じる心」を豊かにする

〇主体的に取り組み 広い視野で柔軟に深く思考できる「考える力」を伸ばす

〇幅広い美術の知識や技能を学び 自分の思いや考えを形にする「表現する力」を高める

◆少人数によるきめ細かな教科指導 ◆充実した施設・設備

入学後、１年をかけて自分にあった専攻を探します。

専攻に所属して深く学びます。 基礎実技力・表現力を伸ばします。

卒業後の未来に向けてコースを選択し、進路実現を目指します。

美美術術工工芸芸科科（令和2年4月現在）

〒604-0902
京都市中京区土手町通竹屋町下る
鉾田町542番地
 Tel. 075-211-4984  Fax. 075-211-8994

4

30

5
※２年次より専攻に分かれます

49

アートで輝く！　私の個性！

学学校校生生活活((令令和和22年年度度入入学学生生))

学学校校概概要要((創創立立  明明治治1133年年７７月月１１日日))全全日日制制課課程程 進進路路状状況況

3
14

5
9
2

こちらから学校
ホームページを
ご覧いただけます。

H29 H30 H31

京都市立銅駝美術工芸高等学校

※現役合格者数・複数合格含む

29 19
74 49

・３年間で学ぶ広く深い美術の世界
・力をつける７時間授業
・２期制を活用した効果的な教育課程
・進路希望別のコースを設置し、多様な
　科目に対応
・iPad（1人1台）活用によるアクティブ
　ラーニング

・美術入門研修(１年春)・美術見学(秋)
・体育祭（５月）文化祭(７月)
・インターンシップ(８月)
・美工作品展(3年 10月京都市京セラ美術館)

・美工作品展(1,2年 10月日図デザイン博物館)

・アートフロンティアコース後期作品展
　(２月堀川御池ギャラリー)

学学校校のの特特色色

服装規定はありますが、制服は指定されて
いません。授業・実習に相応しい服装で学校
生活を過ごします。

１年生で3泊4日の美術研修旅行を実施していま
す。鑑賞や見学・ワークショップを通じて、設定され
た課題を探究する研修を行います。

部部活活動動((令令和和22年年度度設設置置状状況況))

0その他

生生徒徒会会活活動動　　～～生生徒徒会会をを中中心心ににアアーートトをを通通じじたたボボラランンテティィアア活活動動～～

2

◆高校で広がる美術・

　    工芸・デザインの世界

教教育育シシスステテムム

大学入学共通テストの受験が必要な国公立美術系
大学などを目指すためのコース。学科・実技ともに、
入試に向けた演習授業が充実しています。

私立美術系大学や専門学校等を目指すための
コース。専攻以外の多様な実習も選択でき、幅広
い力を身につけます。

８分野
ガイダンス

専攻決定
希望に応じて
３分野を選択、

順次学習

２分野に
絞り込み
並行学習

●●アアーートトパパイイオオニニアアココーースス ●●アアーートトフフロロンンテティィアアココーースス

教教育育理理念念
自由快活な校風のもとで 多様性を尊重し共に高め合い 美の精神をもって

広く社会に貢献できる 高い理想をもった創造性豊かな自立した青年を育成する

バレーボール部・バスケットボール部・フットサル部・ワンダーフォーゲル部・ダンス

部・バドミントン部・陸上競技部・剣道部・演劇部・フォークソング部・異文化研究部・

映画研究部・漫画研究部・園芸部・合唱部・全制作部・ストリートパフォーマンス部

自然災害などの復興支援として、生徒オリジナル缶バッジを作成し、募金

活動を行う取組や乳幼児・保護者との工作ワークショップ、地域の小学生と

のアートワークショップなどの取組を行っています。

日本画･洋画･彫刻･漆芸･陶芸･染織･

デザイン･ファッションアートの８分

野を有します。基礎実技も充実。

１クラス３０人、基礎学力の定着に

向けた取り組み。英語や数学ではさ

らに少人数の習熟度別講座を展開。

全校WiFi環境の整備など、iPadを用

いた主体的・対話的・協働的な深い

学びを実現する学習施設が充実。

４月～５月 ６月～９月 １０月～ ２月１年

２年

３年

１・２年

○生徒数（令和2年5月1日現在）

1年 2年 3年 計
男 11 12 16 39

計 92 92 89 273
女 81 80 73 234

私は、制作とは制作に関わるもの全てと自分との対話、コミュニケーションのようなものだと思っています。例えば絵画だと、

描くモチーフと自分の間で、どうしてそれを描きたいのか、どうすれば自分の言いたいことを表現できるかを考えながら制作を

進めます。時には材料や道具を自分の手足のように扱う技術が必要になるかもしれません。そうやってやり取りしたことが、

自分にしかできない、作品の一番大切な核となるのではないでしょうか。それは素直に誠実に自分と、または周りの世界と

向き合わなければできないことです。こういった姿勢は，銅駝美術工芸高等学校での毎日で身に着きました。

新新校校舎舎イイメメーージジ図図

○現中学３年生は、高校３年次に最新の施設・設備を有した魅力

あふれる新校舎に移り、教育活動を行います。

○新校地は、アクセスがよく、JR京都駅・京阪七条から徒歩５～８

分圏内。鴨川のそばに立地し、東山が望めます。

●本校は、2023年（令和5年）4月、京都駅

東部に新築移転し、新たなスタートを切ります。
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○生徒数（令和２年５月１日現在）

○授業 充実した講師陣による徹底した個人指導、世界的音楽家・音楽指導者による特別レッスン ○海外研修旅行　
重唱・重奏、合唱やオーケストラ等の学習　万全の進学指導（第一志望の実現をめざす)

○学校行事

文化祭でのクラスミュージカル→ 

部活動
○第73回全日本学生音楽コンクール全国大会高校の部 フルート部門第1位　○
同全国大会声楽部門第2位　○同全国大会ピアノ部門「横浜市民賞」　○日本ト
ロンボーン協会コンペティション独奏部門高校生以下の部第１位　○第29回日本
クラシック音楽コンクール声楽部門優秀賞・神戸新聞社賞　　ほか多数

コンクール（平成元年度実績）

～限りない夢と響きを求めて～

◎国内最高水準の音楽環境：すべてのレッスン
　 室に、冷暖房・グランドピアノ完備

H29 H30 R01

国公立4年制大学 23 15 20

学校概要(創立昭和23年10月)　全日制課程 進路状況 （現役合格者延べ数）

京都市立京都堀川音楽高等学校
〒604-0052
京都市中京区油小路通御池
押油小路町238-1
 Tel.075-253-1581  Fax.075-213-3631

39

私立4年制大学 25 32 38
海外留学(準備含む) 1 2

○制服
  端正清潔な
グレーを基調
に、落ち着き・
調和・高貴さ
等を表してい
ます。

計
男 7 4 6 17

1年 2年 3年

女 26 35 34 95

演奏会[定期演奏会（公開実技試験）、オーケストラ定期演
奏会、ピアノコンサート、京都城巽音楽フェスティバル、卒
業演奏会] 、文化祭、体育祭、遠足 など

学校生活

学校の特色

　69期卒業 松井くるみ

東京藝術大学3年
  西院中学校出身

教育システム

欧州研修旅行として、
ウィーン、ブルノ等で本
場のクラシック音楽を
学び（個人レッスン、演
奏会開催、オペラ鑑
賞）、夢を育みます。 上） チェコ  ヤナーチェク

   音楽院でのレッスン

下）ウィーン 　カールス
　　教会でのコンサート

専修・各種学校 1
卒業生数 39 39

○文化系 オーケストラ、弦楽アンサンブル、管楽アンサ
ンブル、ピアノ重奏、重唱、音楽研究、写真、園芸、ＥＳＳ、
読書倶楽部 ○体育系 ワンダーフォーゲル、スポーツ

地図

教育目標：人間尊重の精神を基盤に、心豊かで自立した人間を育てるとともに、将来広く音楽専門家として

活躍し、文化の発展に貢献する人を育成します。

設置学科：音楽科 ＜入学時より音楽の専攻に分かれ、専門的に演奏技術や演奏表現を学びます＞

京都市営地下鉄 東西線

二条城前駅 下車 徒歩 2 分

京都堀川音楽高校では、同じ志を
持った仲間たちと、実技の練習も、
ソルフェージュや楽典の勉強も、さら
にはオーケストラや合唱の授業まで、
思う存分取り組むことができます。
つまり、最高水準の設備、素晴らし
い先生方、切磋琢磨し合える仲間た
ち、それらが全て揃っているのが、こ
こ「堀音」なのです。

受験を決意したときや入学前など、
「本当にここで良いのか」「3年間うま
くやっていけるのか」と不安もありま
したが、今では高校生という10代の
大切な時期を堀音で過ごすことがで
きて良かったと、心から思っていま
す。そして私だけでなく、堀音の卒業
生みんなが「堀音」という名前に誇り
を持ち、それぞれの道を歩んでいる
のだと思います。
音楽を心から愛する皆さん、ここ京

都堀川音楽高校で音楽と真剣に向
き合ってみませんか。きっと充実した
素晴らしい高校生活と、経験したこ
とのないような感動があなたを待ち
受けていますよ。

　 室に、冷暖房・グランドピアノ完備
■音楽ホール301席■レッスン・ソルフェージュ室36室
■グランドピアノ65台（スタインウェイ5台を含む）

<R01年度(R02入試)合格実績>

(国公立)京都市芸大14、東京藝大5、大阪教育大1

(私 立)大阪音大16、同志社女子大8、東京音大4、

桐朋学園大2、神戸女学院大1、名古屋音大1 他

(海 外)スコラ・カントルム1，タスマニア大学1

←ホーム

ページ

はこちら
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○生徒数（令和２年５月１日現在）

教教育育シシスステテムム

京都市立日吉ケ丘高等学校
〒605-0000
京都市東山区今熊野悲田院山町5-22
 Tel.  075-561-4142
 Fax. 075-551-9046日日吉吉ケケ丘丘でで目目指指そそうう「「世世界界ををつつななぐぐ越越境境者者」」！！

就職・公務員 0 2 5

専修・各種学校 48 53 28
海外の大学等 3 5

学学校校のの特特色色

男 71 75 71 146

H29 H30 H31

国公立4年制大学 18 14 11

2

私立4年制大学

3年

女 171 160 159

学学校校概概要要((創創立立  昭昭和和２２４４年年４４月月))　　全全日日制制課課程程

〇文化系　　ESS  美術・工芸　茶・華道　生物　放送　料理　書道　吹奏楽　漫画研究
〇体育系　　弓道　男女剣道　硬式野球　サッカー　ソフトテニス　相撲　バドミントン　ダンス　男女テニス　男女バスケットボール　男女バレーボール
　◆大会等の活躍　第２５回全日本高等学校書道コンクール（優秀賞）　　全国高等学校相撲選抜大会（個人５位）　　全国高等学校剣道選抜大会（ベスト１６）

○授業

　◆７限授業（週４日）と多彩な選択科目により，個々の進路希望に応じた学習ができます。大学受験に対応した科目も充実しています。
　◆「総合的な探究の時間」を中心に，「世世界界ををつつななぐぐ越越境境者者」に必要な力を身につける活動を行います。
　　 【世界をつなぐ越境者とは，社会に存在する様々な「境」（年齢，性別，世代，文化，思想，地域，国家など）に新しい価値を求めて越え，両側の世界の掛け橋となる存在。】

　

◆ＪＲ「東福寺」および京阪
 「東福寺」から徒歩約１０分

◆市バス「東福寺」または
 「泉涌寺」から徒歩約６分

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))

進進路路状状況況（（既既卒卒生生をを含含んんだだ合合格格状状況況：：延延べべ数数))

1年 2年 計

319

370 278 375
国公立・私立短期大学 25 30 20

　◆  遠足（5月），球技大会（6月），サマーディキャンプ（7月：2年次希望者），進学対策講座（7月～8月），文化祭・体育祭（9月），ウインターキャンプ（12月：1年次Gコース）

     　 海外語学研修（3月：1年次Gコース），海外修学旅行（3月：1年次A・Lコース） ・その他：校内模擬試験（全員受験 1，2年次約8回，3年次約6回），校外模試（通年:希望者）

○学校行事

学学校校生生活活((令令和和２２年年度度入入学学生生))

教育目標：「「自自律律・・協協働働・・創創造造」」のの精精神神をを基基盤盤ににししてて「「世世界界ををつつななぐぐ越越境境者者」」をを育育ててるる

ｺｰｽ決定：

普通科

・ 国際コミュニケーションコース

・ アクセラレイティッドコース

・ リベラルアーツコース

＊本校ホームページは

こちら→

卒卒業業生生かかららののメメッッセセーージジ 日吉ケ丘高校での学びは楽しく英語が身につくことだけではありません。

私は海外研修旅行，留学生との交流，ALTとの会話や英語村でのイベント等を通して大きな刺激を

受け，様々な国の人と話すことで知らなかった世界を学び、3年間で視野を大きく広げることができ

ました。この高校でなければできない経験ができて良かったと心から思っています。

（令和２年３月卒業生 国際コミュニケーションコース 吉岡菜美 大阪大学 外国語学部）

創造
国国内内外外ととのの姉姉妹妹校校提提携携

・・東東京京都都立立国国際際高高校校 （（東東京京都都））

・・NNoooossaa高高校校 （（オオーースストトララリリアア））

・・ジジョョーージジ・・ココシシュュブブッックク高高校校

（（ルルーーママニニアア））

英英語語村村
(HELLO Village)

・・英英語語をを公公用用語語ととすするる国国内内留留学学

施施設設（（全全国国公公立立高高校校初初））

・・常常駐駐英英語語ネネイイテティィブブとと自自由由にに

英英会会話話がが楽楽ししめめるる！！

・・楽楽ししくく自自然然にに英英語語がが身身ににつつくく

多多彩彩ななイイベベンントト。。

海海外外修修学学旅旅行行
(A・・Lココーースス対対象象））

◆◆22ココーースス（（各各55日日間間程程度度））かからら選選択択

・・ビビジジッットトココーースス

（（ママレレーーシシアア・・シシンンガガポポーールル））

一一般般家家庭庭訪訪問問・・学学校校交交流流ななどど

・・ホホーームムスステテイイココーースス （（ハハワワイイ））

一一般般家家庭庭22日日滞滞在在・・学学校校交交流流ななどど

海海外外研研修修旅旅行行
(Gココーースス対対象象））

◆◆オオーースストトララリリアアででののホホーームムスステテイイ

とと語語学学研研修修（（約約33週週間間））

・・現現地地一一般般家家庭庭にに滞滞在在

・・現現地地講講師師にによよるる英英会会話話レレッッススンン

・・姉姉妹妹校校生生徒徒ととのの交交流流

，，オオーースストトララリリアア文文化化体体験験ななどど

総総合合的的なな探探究究のの時時間間

IICCTT機機器器，，アアククテティィブブララーーニニンン

ググのの手手法法をを積積極極的的にに取取りり入入

れれ，，「「自自律律」」・・「「協協働働」」・・「「創創造造」」

のの精精神神をを育育みみ，，教教科科のの枠枠をを越越

ええたた課課題題にに主主体体的的にに取取りり組組むむ

ここととでで，，「「世世界界ををつつななぐぐ越越境境

者者」」をを育育ててまますす。。

留留学学制制度度・・留留学学生生受受入入
◆◆日日吉吉ケケ丘丘かからら海海外外へへ

・・オオーースストトララリリアア姉姉妹妹校校（（３３ヶヶ月月））

・・ググロローーババルルリリーーダダーー（（約約２２週週間間））

◆◆海海外外留留学学生生のの受受けけ入入れれ

・・年年間間約約５５名名（（豪豪州州・・米米国国・・カカナナダダ））

・・ホホスストトフファァミミリリーーととししてて留留学学生生をを

自自宅宅にに受受けけ入入れれるるこことともも可可能能。。自律

協働

Globy（（ググロローービビーー））

「吹き出し」の顔と「地球(globe）」

の体で、コミュニケーションと世

界との一体感を象徴している。

英語村キャラクターであるととも

に、令和元年度からは「越境者」

のロゴとしても採用！

創造

２２年年次次 ３３年年次次１１年年次次

ココーースス決決定定：前期選抜A方式合格者・・・希望のコースを選択できます。 ・前期選抜B方式合格者・・・リベラルアーツコースとなります。

中期選抜合格者・・・・・・・・希望をもとに入学前に行う学習診断テストの結果等を総合的に判断してコースを決定します。

３３
つつ
のの
ココ
ーー
スス

国国際際ココミミュュニニケケーーシショョンンココーースス（（ＧＧココーースス））

アアククセセララレレイイテティィッッドドココーースス（（ＡＡココーースス））

リリベベララルルアアーーツツココーースス（（ＬＬココーースス））

英語を徹底的に学習したい！

3週間海外ホームステイで自立心と国際感覚を身につけたい！

発展的に学習して将来の視野を広げ，大学に進学したい！

難関大学を目指して発展的にバランスよく取り組みたい！

理系分野に進んで世界で活躍したい！【2年次に文理選択】

海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！

大学進学に必要な学力をきちんと身につけたい！

卒業後を意識した多様な選択科目を学びたい！

海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！

「「キキャャリリアアゼゼミミ」」でで自自分分をを知知るる・・世世のの中中をを知知るる

全全員員補補習習（（夏夏季季・・冬冬季季）） 進進学学対対策策講講座座

PDCAササイイククルルでで実実力力アアッッププ（（模模擬擬試試験験のの活活用用））

進進路路希希望望にに合合わわせせたた授授業業選選択択

「「
世世
界界
をを
つつ
なな
ぐぐ
越越
境境
者者
」」
とと
しし
てて

そそ
れれ
ぞぞ
れれ
がが
選選
んん
だだ
進進
路路
へへ

日日々々のの授授業業をを通通ししててすすべべててのの活活動動のの基基盤盤ををつつくくるる

進進学学型型単単位位制制普普通通科科

様様々々なな選選択択科科目目のの中中かからら，，

自自分分のの興興味味・・関関心心やや進進路路希希

望望ににそそっっててよよりり良良いい科科目目をを選選

択択すするるここととががででききまますす。。

（（選選択択科科目目はは22年年次次とと33年年次次にに

用用意意さされれてていいまますす。。））

ー 35 ーー 34 ー



○学科

・教育みらい科
・普通科
　特別進学ｺｰｽ、普通進学ｺｰｽ

○制服

○生徒数（令和２年５月１日現在）

〒601-8348
京都市南区吉祥院観音堂町41番地
 Tel. 075-681-0701
 Fax.075-682-7107

専修・各種学校 64 78 44

14
318

国公立・私立短期大学 27 16 19
私立大学 293 255

女 144 128 109 381

就職 3 3 4
公務員 7 3 0

2年 3年 計
男 97 110 127 344

H29 H30 R元

国公立大学 13 7

学校の特色　　～「なりたい自分」を探し，深める～

◆JR西大路駅から徒歩20分

教育システム

校章

府内高校初のコミュニティスクール

学校生活(令和２年度入学生)

部活動(令和２年度設置状況)

京都市立塔南高等学校

学校概要(開校　昭和38年4月)　   全日制課程 進路状況 （現役のみ，延べ人数）

1年 教育みらい科では、教師を目指す私たちのために特色ある取り組みがあります。

タイ研修旅行では、ホームステイ等を通して言語が違っても「伝えられる」ことを実

感しました。学校現場実習では、教育現場に入って小学生と関わるなど、将来に生

かせる経験を積むこともできました。同じ夢を持つ仲間と共に、多く教育と向き合う

機会が多くある教育みらい科で、皆さんも夢を追いかけてみませんか？

教育目標：知性を尊び個性を伸長する教育を通して、高い学力と豊かな人間性を身に付けさせ、社会で活躍・貢献できる有為な人材を育成する。

普通科のコース決定：１年生では、前期選抜A方式１型の合格者は特別進学コースとなります。前期選抜A方式２型の合格者と中期選抜の合格者は特別進学

コースと普通進学コースの２つのコースからの選択となります。２年生以降は、１年秋に進路希望を考えたうえで選択します。

卒業生のメッセージ 〔令和元年度卒業生 浅野遥花（京都教育大学入学，西京極中学校出身）〕

文化系：吹奏楽部、書道部、華道部、茶道部、美術部、科学部、演劇研究部、新聞部、放送部

体育系：硬式野球部、陸上競技部、弓道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部 、

女子バスケットボール部、バドミントン部、サッカー部、剣道部、水泳部、テニス部、ソフトテニス部

令和元年度は吹奏楽部と陸上競技部が全

国大会に出場。近年では、弓道部などが全

国大会に出場、硬式野球部が京都大会でベ

スト4に進出。

○キャリア教育

総合的な探究の時間を中心に、

「なりたい自分」を探し、考えを深

め広げます。２年生では、大学や

研究所、企業と連携し、生徒の

希望に応じたキャリアフィールド

ワークを展開し、進路探究に取り

組みます。

○学校行事
５月に、クラスの親睦を深める

ための遠足があります。９月に

は文化祭があり、演劇や展示

など趣向を凝らしたプログラム

で盛り上がります。10月には、

体育大会でチームワークを競

い合います。

○研修旅行（１月下旬）
普通科では、１年生に関東地

方で企業や研究所を訪問する

キャリア研修を行います。教育

みらい科では、１年生にタイで、

現地の高校生とホームステイを

含めた交流事業を実施します。

・国内外の学校等との交流を通して、文化の多様

性を理解し、自己を表現する力を身に付ける

・京都や日本の伝統文化や芸術に触れ、その魅

力を発信する

・各種大会等に参加し、科学的な知見・考え方や

プレゼンテーション能力を高める

個性の伸長

教師になるための素質・能力のベースとなる「知性」･「志」･

「実践力」を、豊富な専門科目を通して育成します。

基礎学力の充実をはかるとともに、大学進学に対応する選択

科目を設置し、２年生から文系の学習を行います。

難関大学進学に対応したカリキュラム編成と充実した授業を

展開し、２年生から文系・理系に分かれて学習します。

教育みらい科

特別進学コース

教育系大学や

国公立大学への進学

国公立大学や難関

私立大学への進学

中堅私立大学への

進学

普通進学コース

普

通

科

学力の向上
・始業前の英語朝学習で、基礎学力を高める

・学科別、コース別の授業で進学に必要な基礎

力を身に付ける

・土曜学習、長期休業中の集中学習会などで、

進学に必要な応用力を身に付ける

キャリアパスの構築
（大学，企業，地域等との連携）

新普通科系高校（令和５年度開校予定）

〇現中学３年生は、高校３年生のときに最新の施設・設備を

有した魅力あふれる新校舎に移り、学習活動を展開します。

〇新校地は、アクセスがよく、JR西大路駅から徒歩５分圏内

豊かな人間性の育成
・すべての活動の中で、自ら考え行動できる

力と主体性を育む

・ボランティア活動などを通して、社会に貢

献する志を育む

・部活動などの諸活動により、創造力、企画

力、集中力、団結力などを育む アクティブラーニング教室で
iPadを活用した特色ある授業を展開
（英語ではGlobal Classmatesを実施）

小学校で先生を体験
する学校現場実習

高大連携事業による
大学への研究室訪問
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○生徒数（令和２年５月１日現在） ホームページ

○授業 ○学校行事

◆フロンティア理数科：理工系大学への進学をめざして、数学・理科・英語を中心に プレSEMIオリエンテーション（5月）、文化祭（6月）、工学展（10月）、体育

科学技術に関する知識を学びます。また、先進的な施設・設備を活用し、STEM教育 祭（10月）など生徒の主体的な参加による体験的活動を行うことによって、

を軸とした学習活動を展開し、大学での学びにつなげます。 学校生活に規律とリズムを与え、集団への帰属感や連帯感を深めます。

◆プロジェクト工学科：工業に関する専門的な知識と技術の定着を図り、 ○研修旅行

 まちづくり・ものづくりを通じて社会の発展に寄与する担い手を育みます。 研究施設の見学等、高度な専門的・先端的な知識と技術を学びます。

55

　国公立大学
　私立4年制大学
　私立短期大学
　専修・各種学校

　就職（学校斡旋）
　公務員

R1

17(3)
211(35)

1
30(3)
20(1)

H30（　）：既卒生・内数

～科学技術で社会に貢献する～

学校生活(令和２年度入学生)

部活動(令和２年度設置状況)

京都市立京都工学院高等学校

22

32

1年
卒業生からのメッセージ：小西　菜月（１期生・京都大学医学部）

京都工学院は専門性の枠を越えて学べる新たな理工系の専門高校です。それぞ
れのアイデアや技術を活かして学びを深めます。京都工学院でしか体験できない
プロジェクト活動をぜひ楽しんで取り組んでほしいと思います。その経験値は受験
や就職といった当面の課題だけでなく、きっとその先に活かされます。

2年 3年

学校概要(創立・平成28年４月)　  全日制課程 進路状況（延べ人数）

〒612-0884
京都市伏見区深草西出山町23
 Tel. 075-646-1515
 Fax.075-646-1516

陸上競技部が全国大会に初出場を果たし，ボート部は
全国インターハイ優勝を収めました。ラグビー部も花園
での全国優勝を合言葉に熱戦を繰り広げています。

教育システム

学校の特色

工学系：アーキテクト（建築探究）、サイエンス（科学探究）、シビル（都市探究）、電子・機械工作

文化系：新聞、吹奏楽、茶華道、鉄道研究、美術、放送、模型

体育系：剣道、硬式テニス、硬式野球、サッカー、卓球、バスケットボール、バレーボール、ボート、ラグビー、陸上競技、ダンス

7
23

20
147

女 29 30 91

75

計
男 209 204 621208

教育目標：豊かな人間性、確かな技術を身につけ、京都から社会の発展と人類の幸福に貢献する

◆フロンティア理数科 ⇒ 国公立大学及び難関私立大学の理工系学部への進学をめざした学習内容に特化

◆プロジェクト工学科 ⇒ まちづくり分野、ものづくり分野ごとにスタートし、2年次よりそれぞれの領域（専攻）を選択

◆京阪電車「龍谷大前深草

駅」から徒歩13分
◆JR奈良線「稲荷駅」から
徒歩15分

新しい学びのスタイル

○ [目的遂行・結集型のものづくり]
環境・エネルギー・防災など、地域社会の問題解決のために、全学科・全領域の各専門分野の技術とアイデアを結集させる！

キーワードは 貢献・結集・連携・継続

○ ［科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学（Mathematics）の一体教育］

関連が強い４分野を系統立て一体的に学ぶことで、新たな発見や柔軟な発想力、問題解決力を身につける！

キーワードは 理論と実践をつなぐ

求める生徒像

理工系に特化した新しい高校！
◎科学・技術・工学・数学に興味関心があり、将来の夢を実現したい生徒

・最先端で活躍する研究開発者をめざす⇒フロンティア理数科

・最前線で活躍するエンジニアをめざす⇒プロジェクト工学科

◎先進的な施設・設備の中、まちづくり・ものづくりを探究したい生徒

・一人１台のタブレット端末活用による学びの深化

プロジェクト工学科

※各学年週32時間授業

フロンティア理数科

まちづくり ものづくり

都市インフラ

環境・防災

住宅計画

環境・防災

機械加工

機械制御

電気，通信

プログラミング

都市
デザイン

建築
デザイン

メカトロ
ニクス

エレクト
ロニクス

機
械
加
工

ロ
ボ
ッ
ト

電

気

電
子
情
報

分野

領域

専攻

２年

１年

３年

２年

１年

３年

ものづくり・まちづくりの課題を

探究し、プロトタイプ製作を通

してイノベーションを創出する

ものづくり・まちづくりに触れな

がら理工系分野の広がりや、

分野を超えた視点をつかむ

科学技術基礎

プロジェクトゼミ

進学後を意識した理工系分

野の探究心を養う

フロンティアゼミ

数

学

・

理

科

※各学年週34時間授業

進路保障の取組
・大学入試共通テストと

個別試験対応のカリ

キュラム

・土曜活用講座

・長期休業中の学習会

・学習合宿

・ＪＡＸＡや日本電産㈱

との連携協定に基づく

校外学習 など

■フロンティア理数科

■プロジェクト工学科

・まちづくり分野

・ものづくり分野
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