
○生徒数（令和２年５月１日現在）

強化対象部活動：　自転車競技　硬式野球　吹奏楽　ワンターフォーゲル（スポーツクライミング競技を含む）
その他の部活動：　剣道　男子バレーボール　サッカー　卓球　陸上競技　スポーツシューティング　美術・工芸
　　　　　　　　　　　　放送　女子バスケットボール　女子バレーボール　女子ソフトテニス
　　　　　　　　　　　※　令和２年６月、一部の部活動を再編予定です。再編内容は、決定次第、学校説明会や広報誌等でお知らせします。

11月　耐久走 10月  研修旅行（海外）９月　文化祭（一般公開）・体育祭　　　５月　球技大会　　　　

専修・各種学校

就職

国公立・私立短期大学
私立4年制大学

男

R元

国公立4年制大学

公務員

京都府立北桑田高等学校
みがく。かがやく。

〒601-0534
 京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥15番地

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年年度度実実施施予予定定のの学学校校行行事事))

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))

学学校校概概要要((創創立立　　昭昭和和1199年年４４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：：実実数数））

1年 2年 3年 計

女

普 通 科 

教育目標： 豊かな自然と安心・安全な学習環境の中で、じっくり学習に取り組み、地域の人々・自然・産業・伝統行事 
等との出会いに心を動かされる体験を通して、自らの進路を開拓していく生徒を育てます。 

コース決定：１年次(普通科・京都フォレスト科）、希望調書と中学校からの報告書を総合的に判断して決定します。 
   ２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更が可能です。 

◆JR京都駅から西日本JRバ 
スで周山まで、京北ふるさ 
 とバス乗り換え、京北病院 
前下車すぐ 

◆JR山陰本線（嵯峨野線）で 
    日吉駅または園部駅から、 
   南丹市営バス、京北ふるさ 
   とバス乗り換え、京北病 院 

前下車すぐ 

◆自家用車等で来校する場合の 
ナビゲーションシステム検索は、 

『京都市立京北病院』が便利です。 
※ 北桑田高校は、道路を挟んだ向かい側 

京都フォレスト科 
文理探究コース キャリアデザインコース

週30時間授業  
予備校映像講座(希望者) 
進学補習・模擬試験（希望者） 
高齢者福祉施設・保育実習（選択者） 
海外研修旅行 

週30時間授業  
予備校映像講座(必修) 
進学補習・模擬試験(必修) 
海外研修旅行 

森林探究コース 森林活用コース
週30時間授業  
普通科目を最大限履修して入試対応 
予備校映像講座(希望者) 
進学補習・模擬試験(希望者) 
海外研修旅行 

週30時間授業  
専門科目を最大限履修して技術伸長 
予備校映像講座(希望者) 
進学補習・模擬試験(希望者) 
海外研修旅行 

小規模校だからこそ実現可能な学習形態を編成し、全校生徒が、それぞれ頑張っていることを評価される学

習機会を多く創出することで学力を伸長し、進路第１希望の実現を目指します！
  

 

公式大会可能ボルダリング施設

オール京都産材 学校図書館

全校生徒で創る教育活動が注目されています！  
      

      

全国総合優勝３回 自転車競技部

予備校映像講座 ドローンを活用した森林管理実習 有山寮（男女就学目的寮）

スポーツクライミング 

  全国募集 

男子：ブレザー､ネクタイ､スラックス 
女子：ブレザー､リボン､スカート 

またはスラックス  

○普通科 ○京都フォレスト科

    平平成成3300年年度度・・令令和和元元年年度度  

        北北桑桑田田高高校校がが特特集集さされれたた主主ななテテレレビビ番番組組    
『『行行列列ののででききるる法法律律相相談談所所（（日日本本テテレレビビ））」」  「「京京ここれれ（（ＮＮＨＨＫＫ））」」  

「「BBAACCKK  TTOO  SSCCHHOOOOLL（（フフジジテテレレビビ））」」  「「京京ススポポ（（KKBBSS京京都都））」」   

「「ミミンントト～～学学校校にに行行ここうう～～（（ＭＭＢＢＳＳ））」」  等等    
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○普通科

・スタンダード
・アカデメイア

○普通科　美術・工芸専攻
○探究文理科

（数理科学科） ※延べ合格者数です

（既卒生含まない）

○生徒数（令和２年５月１日現在）

文化系： 軽音楽、写真、華道、茶道、演劇、書道、美術、コミックアート、合唱、放送、吹奏楽、
E.S.S、自然科学、数学研究会

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

ワンダーフォーゲル(以上男女)、硬式野球、ラグビー、サッカー(以上男子)、ソフトボール(女子)

○授業 ○学校行事 ○研修旅行
・学科・コース別に特色ある教育課程を編成 ・ ６月：体育祭 ・普通科　九州研修旅行（11月）　

・習熟度編成や少人数講座など目的に応じて展開 ・探究文理科　グアム研修旅行(11月)

・土曜講座（探究文理科）やサタデーオープンスタジオ ・ ９月：文化祭、美術・工芸専攻展 ○国際交流
　（美術・工芸専攻）の実施 ・12月：学習合宿(2年)、進学補習 近年は毎年、短期語学留学に参加する生徒が数名います。

大学入試改革で求められる、「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学
びに向かう力・人間性等」の学力の３要素を、バランスよく育成します。

教育システム

コース決定：
探究文理科、普通科（美術・工芸専攻）は入学時に決定済み。
普通科アカデメイア、普通科スタンダードは、合格発表後の診断テスト（国・数・英）と本人の希望を
総合的に判断してクラス編成を行います。

コンピテンシー（人と自分にベストな関係をもたらす力）やリテラシー（知識を活用し
て問題を解決する力）の強化を目標としたジェネリックスキルの育成を図る授業を、総
合的な探究の時間に設定し、３年間を通して学んでいきます。

部活動(令和２年度設置状況)

学校生活(令和２年度入学生)

・ ７月：芸能鑑賞、学習合宿(1年)、進学補習

学校の特色

※Can-Doリスト

社会に通じる要素やマナーについて、項目ごとに目標となる指標を具体的に示した亀高
オリジナルの目標リスト

すべての教育活動をCan-Doリストに照らし合わせ、社会に通じる力を育成します。

1年 2年 3年 計

女 142 137 138 416
男 113 111 115 340

公務員 1 4 6
就職 14 9 10

336 325 ◆JR「亀岡駅」から徒歩10分

専修・各種学校 72 74 54

Ｂｅｙｏｎｄ　ｍｙ　ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ

国公立・私立短期大学 15 16 27

H29 H30 Ｒ元

国公立4年制大学 31 36 31
私立4年制大学 330

学校概要(創立　昭和23年４月)　単位制による全日制課程 進路状況

京都府立亀岡高等学校
〒621-0812
亀岡市横町23番地
 Tel. 0771-22-0103
 Fax.0771-22-0128

普通科

理
系

（
国
公
立
大
）

文
系

（
国
公
立
大
）

教育目標：すべての教育活動を通じて、「社会に通じる力」の育成を目指します。

卒業生からのメッセージ

新しい環境に不安を感じたり、逆にワクワクしたりする人もいると思います。確か

に、高校は中学と比べると少し忙しくなりますが、その分充実感もあります。そんな

３年間は一瞬です。私は周りの人達の影響を受け、新しい経験をすることもできまし

た。自分らしく、自分なりの高校生活を送ってください。

近畿大会に陸上競技部、卓球部、男子ソフト

テニス部が出場。自然科学部が近畿総合文

化祭で発表。美術部が全国高校駅伝大会公

式ﾎﾟｽﾀｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ原画に採用（４年連続）、

全国総合文化祭、近畿総合文化祭に出展。

進路先 年度

リスト

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ･ｽｷﾙ

大学入学共通

テストにも対応

１年

２年

３年

文
系

（
私
立
大
等
）

普通科
（美術・工芸専攻）

専門教科時数

１年：９時間

２年：９時間

３年：９～ 時間

探究文理科

文系・理系双方の教養を広く身

に付けた、今後の社会を牽引す

る資質のある生徒を育成します。

自然科学的、社会科学的テーマ

等について、探究、発表する機

会を設けています。

アカデメイア スタンダード
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 生徒数 （令和２年５月１日現在）

勉強のやる気を引き出す
　総合学科は自分自身の進路、興味・関心に応じて科目を選ぶ学科です。選択科目には学力をつける科目、体験・
実習・フィールドワーク等、興味と意欲を引き出す科目など多くの種類があります。総合学科では科目を自分で選
べるので、意欲をもって学ぶことができ、体験や探究活動を通して学ぶ楽しさを感じられます。

　文化系
　・美術部・吹奏楽部・ＥＳＳ部・簿記部
　・茶道部・書道部・ボランティア部
　・演劇部・放送部・科学部
　・工学クラブ・家庭科同好会
　・合唱同好会・華道同好会

授業
　100以上の選択科目から、進路希
望や興味･関心に応じて選べる自由
度の高い教育システムです。
　本校独自の学校設定科目を40以
上設置し、実習や体験、フィールド
ワーク、運動等を主とした科目から
進学への科目まで幅広く学べます。
工業科目も設置し、より幅広く、将
来の進路に向かって学べます。

　学校行事
  ４月　入学式・遠足・宿泊研修
  ６月　球技大会
  ９月　文化祭
  10月　体育祭
  11月　研修旅行
　　　（２年生）
  ２月　総合学科
　　　　発表会
  ３月　卒業式・南丹キッズパーク

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))

　＜ソフトボール部＞　京都府予選優勝 近畿公立高校女子ソフトボール大会出場
　＜体操競技部＞　　　３年女子 京都大会個人総合４位　近畿大会出場
　＜陸上競技部＞　　　１年男子 円盤投 京都高校ユース陸上対校選手権３位 近畿大会出場
　　　　　　　　　　　駅伝男子 第70回近畿高校駅伝大会出場

　修学旅行(予定)

　２年次の秋に国内（九州北部）
または、海外（台湾）から選んで
実施

総合学科
　南丹高校は総合学科を設置していま
す。総合学科は、普通科、専門学科に並
ぶものとして、文部科学省が導入した第
３の学科です。生徒が選んで学べる科目
が多く、進路に関する教育を重視し、将
来を見通した学びが特徴です。

大学進学に対応
　教育課程には普通科と同様の科目に加
え、進学対応の学校設定科目を設置して、
大学進学を目指す
生徒をサポートし
ます。少人数講座
が多く、きめ細か
い指導も特徴です。

充実した施設、設備
　情報科目、商業科目も学べる多数の
コンピュータがあります。
　また、工業科目を学べる機械や設備
の充実した工業実習棟もあります。
　さらに広いグラウンドと体育館もあ
り、部活動も盛んです。

専修・各種学校 51 64 64

48

公務員 2 5 0

就職 50 42

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

　体育系
　・硬式野球部・男女バレーボール部・サッカー部
　・男女バスケットボール部・剣道部
　・男女ソフトテニス部・陸上競技部
　・男女バドミントン部・卓球部
　・ソフトボール部・体操競技部

2年 3年 計

男 69 102 94 265

女 68 66 57 191

国公立・私立短期大学 15 9 20

私立4年制大学 43 39

～選べる科目　選べる未来～

〒621-0008

　 亀岡市馬路町中島1
　　Tel. 0771-24-1821
　　 Fax. 0771-24-1868

京都府立南丹高等学校

0

31

学学校校概概要要((創創立立  昭昭和和5544年年44月月))　　全全日日制制課課程程 進進路路状状況況（（現現役役生生実実数数））

H29 H30 R01

国公立4年制大学 0 0

全国大会等の活躍

進路先 年度

アクセス
JR千代川駅から１km 

（徒歩約13分）

京都縦貫道千代川ＩＣ

東へ２km 

総合学科

〇総合知的探究系列

〇人間科学系列

〇テクニカル工学系列

〇スポーツ健康系列

〇ビジネス情報系列

制服

～卒業生からのメッセージ～
南丹高校の先生方はとてもフレンドリーで、生徒との距離感も近いです。その

ため不安や悩みを相談したい時には、生徒にとって最適な環境だと思います。

僕自身、英語に関しては塾や英会話教室などには一切行かず、放課後になると

毎日、南丹高校の先生に教えてもらっていました。その先生の教えのおかげで、

現在、大学で高いレベルで英語を学び、留学をしています。

生徒の背中を精一杯押してくれる、そんな南丹高校だったから自分が成長でき

たのだと思います。 京都先端科学大学 中川 峻樹

海外研修旅行 国内研修旅行

野球部 書道部

大井IC

至 京都

千代川IC

南丹高校
至 園部

千代川駅

並河駅

亀岡駅

文化祭
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普通科（令和3年度入学生予定）

○生徒数（令和2年5月1日現在）

○授業 ○学校行事 ○海外研修旅行

丁寧な「わかる授業」 台湾方面3泊4日

現地学生とのフィールドワーク

学校交流

企業訪問

◆国際理解I・II

◆東大から就職まで

◆台湾研修旅行
研修旅行も貴重な探究の場に

◆Global Thinking

◆多彩な国際経験プログラム
オーストラリア語学研修（2週間）
米国交換留学（８週間）
フィリピン海外奉仕活動
ホストファミリーなど

世界と身近な地域にある課題
を見いだし、実践的に考える探
究活動

世界を4つに区切った地域の特徴を大
学の先生と学ぶ。

◆「Area Study」
　　(京都産業大学と連携)

自分の意見や考えを表現する
　　　　　　　「パフォーマンス課題」

個々の力に応じた「わかる授業」と
手厚い個別指導

◆英語は専任外国人教員とAET
による高度かつ実践的な授業

文化祭・体育祭・ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

芸術鑑賞･生徒実践発表会週33時間の授業

学校の特色

球技大会･学習合宿

オーストラリア語学研修

学校生活(令和２年度入学生)

女 65 78 75 218
男

教育システム

世界の今を知り明日の世界を考える園
部高校独自科目

Global ＆ Aware　～世界へ、思いやりをもって～

専修・各種学校
国公私立短期大学
私立4年制大学

・GC（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｼﾁｽﾞﾝ）ｺｰｽ

・中高一貫ｺｰｽ

・GA（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ）ｺｰｽ

部活動(令和２年度設置状況)

学校概要(創立　明治20年７月)　全日制課程 進路状況

3年 計

国公立4年制大学 28 20

就職 11 16 14

9 5 7
72

公務員

H29 H30 R1

〒622-0004
南丹市園部町小桜町97
 Tel. 0771-62-0051
 Fax.0771-62-0116

1 2 1
27 41 28

14

京都府立園部高等学校

67

66 65 55 186
1年 2年

57

射撃部 国民体育大会出場

全国高等学校ﾗｲﾌﾙ射撃競技選抜大会出場

吟詠剣詩舞部・合唱部・ｻｲｴﾝｽ部

全国総合文化祭出場

「園部高校」で検索

教育目標：「 」国際感覚と広い視野を持ち、「 」受容力を兼ね備えた人材の育成

コース決定：入学時に希望と診断テスト（国・数・英）を

総合的に判断して決定。２年次からのコース変更も可能

卒業生からのメッセージ

進路先 年度

ＧＡ（グローバル アカデミック）

国際教育を受けながら4年制大学を受験

国公立大学など難関大学への文系・理系進

学に対応。

進学補習、面接・小論文対策も充実。

ＧＣ（グローバル シチズン）

多様な選択科目で、自分にあった進路を実現

それぞれの個性と興味・関心に合わせた授業と

進路指導を通して、就職にも専門学校・文系私

立大学進学にも対応。

中高一貫

附属中学校から６年間一貫コース

国公立大学をはじめとした難関大

学への進学に対応。

進学補習も充実。

「京都国際科」の経験と資産を、すべての生徒に提供するため、令和２年度から新しく生まれ変わりました。

充実の「授業」「学力の伸長」 多様かつ高度な国際教育

卒業生からのメッセージ

私は元々英語が好きで、公立高校で２人もＡＥＴが常駐しているところに魅力を感じ園部高校を選びました。

部活では硬式野球部のマネージャーとして、挨拶や礼儀、その他社会に通用する力を身につけ、主体的に

行動できるようになりました。また、園部高校はオーストラリアの高校と姉妹校提携を結んでいて、留学生と

の交流が多く、海外研修旅行などでも積極性やコミュニケーション能力を身につけられました。園部高校でし

かできない様々な経験が私を成長させてくれました。今後も自分の夢の実現に向かって頑張っていきたいと

思います。 （令和２年３月卒業 藤田 みゆ 亀岡市立亀岡中学校出身）

◆JR園部駅から徒歩約20分

◆JR園部駅からｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ５分

◆JRバス園部大橋バス停

下車徒歩約10分

◆京阪京都交通バス園高前

バス停下車

文化系：吹奏楽･吟詠剣詩舞･美術･書道･茶道･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･合唱･放送･華道

ESS･ｻｲｴﾝｽ･写真

体育系：陸上競技･硬式野球･射撃･男女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾎｯｹｰ・ｻｯｶｰ･ﾃﾆｽ・

剣道･男女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･男女ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･男女ｿﾌﾄﾃﾆｽ

年間を見通した教育を行います。

◆パフォーマンス課題
個性を発揮し、多様な

価値観を共有
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令和２年度学科改編　新たな農芸高校へ!！

・ 入学時
　農業学科群…1年次共通

○生徒数（令和２年５月１日現在）

学校生活(令和２年度入学生)

部活動(令和２年度設置状況)

京都府立農芸高等学校

学校概要(創立　昭和57年12月)　　全日制課程 進路状況　(実数)

1年 2年 3年 計

42
公務員 1 4 3

44

学校の特色

校章

女 15 16 13
男 73 47 48 168

H29 H30 R1

国公立4年制大学 1 0

就職 40 41

新しい農芸の未来へのチャレンジ　　　(令和２年度入学生より新学科・新コースで)

○設置学科　(コース)

〒622ｰ0059
南丹市園部町南大谷
 Tel. 0771ｰ65ｰ0013
 Fax. 0771ｰ65ｰ0006

専修・各種学校 21 16 20

0
23

国公立・私立短期大学 0 1 0
私立4年制大学 18 16

環境創造科 

園芸技術科 

農業生産科 

２年生・３年生 

   教育目標： 質実剛健の校訓のもと、高等学校における普通教育と農業に関する専門教育を施すことにより、社会人基礎力を養い、農業教育で培った 

       知識、技術を活かし、生命の尊厳を尊び、農業の発展及び環境保全に貢献する意識と実行力を備えた、社会の発展に寄与できる人材を育成する。 

 ｺｰｽ決定：1年生の1学期に、希望調査、コース体験を行い、成績や志望理由を判断し決定します。コース学習は1年生10月から始まります。 

進 学 龍谷大学、京都先端科学大学、花園大学、酪農学園大学、南九州大学、京都 
文教大学、京都精華大学、明治国際医療大学、日本大学、東京農業大学、摂南大学、 
帝京科学大学、中部大学、長浜バイオ大学、福井工業大学、京都外国語大学、 
吉備国際大学、南丹看護専門学校                                                   （H30・R1年度卒業生 抜粋） 
就 職 南丹市職員（土木)、(株)虎屋、山崎製パン(株)、(株)湖池屋、創味食品(株)、ユニチカ

(株) 、阪急電鉄(株)、西日本高速道路エンジニアリング関西(株)  （H30・R１年度卒業生 抜粋） 
 

パワーリフティング部   世界大会入賞・18年連続出場   
畜産部  セントラルジャパンホルスタインショウ  優秀学校賞他入賞多数 
造園部 若年者ものづくり競技大会・技能五輪 入賞多数    

○文化系 合唱 茶道 
○体育系 硬式野球 サッカー 陸上競技   バドミントン  バスケットボール   剣道  
       硬式テニス 卓球 パワーリフティング 
○農業クラブ専門部    草花 畜産 造園 環境 情報処理   植物バイオ 野菜 

 講義で得た知識をもとに実習すると、多くの 
発見ができ、さらに学びたいという意欲が高ま

ります。また、理論と実験・実証を並行して学

習することで、思考・判断・解決などの能力を

身につけます。 

 
  

６月  体育祭・校外研修・農業鑑定競技会 
11月 芸術鑑賞、農芸祭 
12月 修学旅行(沖縄方面)、台湾研修旅行(希望者) 
１月  課題研究発表会 
２月  学習成果発表会(予定) 

 男子生徒は、船南寮で１年間の全寮制教育 
を受けます。寮生活を通じて正しいものの見方 
や考え方を体得することで、現状を理解し自己 
実現のために努力する姿勢を育みます。２年次 
からは希望により入寮することができます。 

 ○授業  ○寮生活（男子寮）  ○学校行事など 

○学びの機会に満ちています。 
 授業時間はもちろん、普通教科や専門教科に係わる資格学習、放課後の実習や研究活動、専門技術や知識を用いた地域連携 
のボランティア活動など、他校では決して経験できない主体的に取り組める学習の機会があります。進学補習や学習合宿なども 
含めて、農業学科だからこそできる深い学びによって関連学部進学や農業関連企業、公務員などの進路実現を図ります。 

○京都府で唯一の農業科の専門高校・学習のための寮を持ちます。 
 全ての生徒が農業に関わる学習をしています。同じ目標を持つ生徒が互いに協力して農業の学びを深めることができるのは 
農芸高校だけです。また、男子1年生は寮生活を送ります。毎日の学習時間が設定され、学習課題も課されるのも寮生活の特徴 
です。これによって学力向上を目指します。さらには、規律や責任感、協調性や自律心を学び、社会人基礎力の養成を目指します。  
 (寮生活は月～木曜日までです。金曜日には原則として、各家庭に帰省します。) 

○「企業や大学、関連機関」と連携を促進します。 
 「京都府 農林水産部」や「京都府 南丹広域振興局」などの関係機関、「京都府豆腐油揚商工組合」や「株式会社虎屋」、「里山の 
休日 京都・烟河」などの団体や企業、京都先端科学大学、地域の小学校、幼稚園、保育所などの教育機関と連携事業を継続的に 
行い、その活動を通じて社会性、科学的な判断力、集団の中での指導力を高めます。

作   物コース 

草      花コース 

野      菜コース 

生物工学コース 

農業土木コース 

造      園コース 

畜産流通コース 

動物資源コース 

１年生10月  

農 

業 

学 

科 

群 

入学時 ポイント1 
 高い専門性の獲得へ 
 新しいシステム 

「ACCESS」 

 「ACCESS」はコース学習

を、これまでより半年早め、

３年生での高い専門性獲

得を狙うシステムです。こ

れにより、確実な進路目

標達成を目指します。 

ポイント２ 
農芸高校は 
    新しい学科へ 

「３学科体制」 

 ８つのコースは技術の

進歩や社会の変化へ対

応するため、新しく変わ

ります。名前が変わらな

いコースも、学習内容を

変え、進化させます。ま

た、機動性を持って専門

的取組を進めるために、

３学科編成とします。 

ポイント３   
  深い学びを進路実現へ 

  「発展系」   

 大学入試改革に伴い、一般入試

でも、これまでの推薦入試やAO入試

のような志望理由書や学習経歴、諸

活動の記録提出が求められます。

農芸高校では、これまでに推薦入試

などの高い進学実績があります。 
 学力向上も普通教科を多く学習す

る「発展系」を選択し、放課後補習を

組み合わせ、さらに、手厚い「個別

指導」を受けることで実現できます。 

令

京都府立農芸高等学校校章

JR亀岡駅より 
 園部駅西口行きバス 40分 
 
JR園部駅より 
 亀岡駅行きバス 30分 

Agricultural Course-Centered  
  Education Smart System 

・２年生～ (R2入学生) 
 農業生産科 ( 作物、畜産流通、動物資源 )    
 園芸技術科  ( 草花、生物工学、野菜 ) 

 環境創造科 ( 造園、農業土木 ) 

・２年生～ (H31、R１入学生) 
 農産バイオ科( 草花、作物、畜産、動物バイオ 

           植物バイオ、野菜 ) 

 環境緑地科    ( 造園、農業土木 ) 
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○普通科

○食品科学科

○生徒数（令和２年５月１日現在）

体育系 : ホッケー部(男女)、硬式野球部、バスケットボール部(男女)、陸上競技部、ソフトテニス部、バドミントン部、剣道部
文化系 : 木日会(美術部)、吹奏楽部、写真部、茶道部 

○授業 ○学校行事 ○須高感謝祭
１組：食品科学科 　球技大会(４月)
２組：普通科スタンダード 　校外学習(６月)
３組：普通科アドバンス文理 　学習合宿(７月下旬)
☆各クラスとも、少人数教育で授業を展開して 　須高祭文化の部(９月)
　きめ細かい指導を行っています。 　須高祭体育の部(９月)
☆３組の10名程度がスーパーアドバンスで、 食品科学科の販売実習
　難関大学に対応した授業を展開しています。 　(毎月1回程度校内で実施) ○国際交流
☆進学希望者を対象に、サタデースクールを 進路学習(学年単位)
  実施しています。 収穫感謝祭(食品科学科11月)

◎普通科(2クラス) ◎食品科学科

「地域創生推進校」として「土から食卓までを結ぶ」
農業の6次産業化を担う人材の育成をめざします。

◎最近の主な進路先(平成30年度・令和元年度卒業生)

★４年制大学(国公立大学) ： 滋賀大学　静岡大学　鳥取大学　京都府立大学　福知山公立大学

★４年制大学(私立) ： 龍谷大学　京都産業大学　京都女子大学　東京農業大学　京都先端科学大学　京都橘大学　花園大学　天理大学　　

 　　京都光華女子大学　京都ノートルダム女子大学　京都看護大学　朝日大学　駿河台大学　大阪青山大学など　

★専門学校など ： 京都栄養医療専門学校　京都ＩＴ会計法律専門学校　京都第二赤十字看護専門学校　京都医療福祉専門学校など　

★就職 ：  公務員(京丹波町・自衛隊)　㈱石井食品丹波工場　雪印メグミルク㈱　クロイ電気㈱　㈱創味食品　サンダイコー㈱など

○本校は、明治9(1876)年にアメリカからジェームス・オースチン・ウィード氏を主任教員に迎え、京都府農牧学校として創設されました。日
本三大農業教育発祥地の一つと言われています。昭和23(1948)年に京都府立須知高等学校となり現代に至っています。標高約184ｍに
位置し、146,890㎡という広大な校地に緑があふれ、ポニー、羊、ヤギが放牧され、ウサギや犬が飼育されるなど、豊かな自然環境に恵ま
れた高校です。小規模校の特性を活かして個々の生徒に手厚く対応し、学習活動と部活動との両立を保障する環境をつくり、希望進路
の実現をサポートする体制を整えています。

教教育育シシスステテムム　　　　須須知知高高校校はは少少人人数数教教育育ででああななたたのの夢夢をを実実現現ししまますす。。

国公立・私立短期大学 3 1 3

学学校校のの特特色色　　　　　　リリススタタ須須知知　　夢夢無無限限大大∞∞　　～～伝伝統統のの継継承承とと改改革革・・未未来来創創造造    ～～

○京都府教育委員会から「地域創生推進校」の指定を受け、その実践テーマに、「リスタ須知　夢・無限大∞」を掲げ、学力向上に取り組
んでいます。テーマ「リスタ須知」の「リスタ」は、新たなスタート・出発を意味しています。また、「夢・無限大∞」は、本校に学ぶ皆さんが、
将来への目標・志を固め、社会自立に向けた確かな進路を切り拓くことを目指したものです。広大な敷地とさわやかな自然環境の中で、
２１世紀のグローバル社会に貢献できる人材育成と、「人間としての在り方・生き方」を学ぶ教育を重視しています。

18 23

学学校校生生活活((令令和和２２年年度度入入学学生生))

○男子ホッケー部は平成11年度全国高校総体準優勝、女子ホッケー部は平成19年度全国高校総体優勝など須知高校ホッ
ケー部は輝かしい成果を収めてきました。ここ数年の戦績は男子ホッケー部は３年連続全国高校総体・全国高校選抜大会に
出場、女子ホッケー部は近畿高校選手権大会に出場し、令和元年度国体少年女子の部の京都府代表に３名が選出され優勝
の原動力となりました。

公務員 1 2 0

私立4年制大学

22 14 20

2
14

男 32 39 35 106

H29 H30 Ｒ１

国公立4年制大学 1 3

就職

〒622-0231
京丹波町豊田下川原166-1
   Tel. 0771-82-1171
   Fax.0771-82-0017

専修・各種学校

リスタ須知夢無限大∞～伝統の継承と改革・未来創造～

部部活活動動((令令和和２２年年度度設設置置状状況況))　　令令和和２２年年度度よよりりホホッッケケーー部部員員((男男女女))はは全全国国かからら生生徒徒をを募募集集ししてていいまますす。。

   京都府立須知高等学校

学学校校概概要要　　明明治治９９((11887766))年年1100月月創創立立　　全全日日制制課課程程 進進路路状状況況

1年 2年 3年 計

12

　○ＪＲ和知駅から町営バスで約20分

　☆丹波自然運動公園から約700ｍ

　○ＪＲ園部駅からＪＲバスで約20分

18 22

10月下旬から11月上旬に須知高校を開放して実施しま
す。須知高校食品科学科の生徒たちが生産した農作物
や食品を販売したり、普通科の学習発表、部活動の発
表や取り組みに加えて、ＰＴＡの方々の協賛で模擬店を
開店するなど、オール須知高校で取り組む行事です。

台湾(中華民国)やオーストラリアの高校生との交流を継
続して行ってきました。

女 23 18 25 66

室幸作君(令和２年３月卒業)から「私は硬式野球部に所属していました。３年生の

夏の大会が終わってから本格的な受験勉強に取り組みました。須知高校では受

験対策が担当の先生と１対１で行ってもらえます。そのおかげで、小論文・英語・

面接としっかりと指導していただくことができました。」(滋賀大学経済学部へ進学) 

 

進路先 年度 
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