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城陽市枇杷庄京縄手４６－１

西城陽高等学校

TEL 0774-５３-５４５５
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishijyouyou-hs/

笑顔 ひたむきさ 感動

そんな言葉が似合う学校

山城通学圏の真ん中、近鉄・ＪＲと交通の便がよい地に位置する、創
立３１年の普通科単独校です。
「部活動の盛んな進学校」として、学習、
部活動、進路面において確固たる地位を築いてきました。
自己の目標を明確にしながら学校生活を送り、大多数の生徒が学習と
部活動を高いレベルで両立させています。卒業生は一万人を超え、地域
社会及び各界で活躍しています。
『笑顔』・・純粋な心を持った、明るく前向きな生徒。
『ひたむきさ』
・・学習や部活動に真剣に向き合い努力する仲間集団。
『感動』・・「本当に楽しいことを大いに楽しむ」本物の努力の結果
に生まれる学校生活。
西城陽高校は、皆さんの成長にとって不可欠な教育の風土を、生徒と教職員の間で共有していま
す。西城陽高校の教育には、西城陽高校の生徒だからこそできる、
「自立した人間づくり」
、
「質の高
い学習活動」そして「本物の感動体験」があります。

運動系・文化系とも活発に活動しています
陸上競技 硬式野球 ソフトテニス(男女)
女子ソフトボール バレーボール(男女) 柔道 剣道
卓球 水泳 バドミントン バスケットボール(男女)
合唱 吹奏楽 美術 文芸 茶道 天文
ESS コンピュータ研究 写真

平成２4 年度

インターハイ出場 陸上競技 男子ソフトテニス 水泳
近 畿 大 会 出 場 陸上競技・男子ソフトテニス・女子バレーボール・水泳・バドミントン・卓球・合唱
ダンスパフォーマンス

ＮＪフェスティバル ＮＪスポーツ大会
遠足(各学年) 演劇鑑賞 学習合宿 NJ ロードレース

ＮＪフェスティバルは演劇、舞台発表、模擬店、ライブ、
ダンスパフォーマンス、文化部発表と内容盛りだくさん。

研修旅行① １年生

研修旅行② ２年生

隠岐諸島・大山で

東京で社会と文化に触れる

マリン体験他

話題のスカイツリーへも

学校公開・説明会
ＮＪオープンキャンパス ６月２３日(日) 学校説明・部活動見学・個別相談
部活動体験 ８月１７日(土) ２４(土) ３１日(土) （各部いずれかの日で実施）
ＮＪオープンキャンパスⅡ １０月２０日(土) 学校説明・入試説明・部活動見学・個別相談
学校説明会 １１月３０日(土)
詳しくは中学校を通じて配布される案内または Web で

新たな可能性へ 学びを深め豊かな人間性を磨く
ＧＳ（
ＧＳ（Global Study ）コース
幅広い学びを深め、センター試験の受験を意識したハイレベルな学びの集団をつくる。
国公立大学・難関私立大学の文系及び理系への進学を目指す。

ＣＳ（
ＣＳ（Club＆Study ）コース
学習と部活動の時間を確保し両立を図る、西城陽ならではの学びの集団をつくる。
「文」と「武」を両立させ、国公立大学・私立大学の文系及び理系への進学を目指す。

ＳＳ（スポーツ 総 合 専 攻 ）コース
真のアスリートを目指すとともに、学習との両立を図る集団をつくる。スポーツにおいて、
全国レベルの活躍と、国公立・私立大の文系・体育系４年制大学への進学を目指す。

平成 24 年度合格実績(25 年 3 月卒業)
【進

学】信州大

京都教育大

大阪教育大

滋賀県立大

奈良県立大

青山学院大

中央大

近畿大 龍谷大
【公務員】宇治市消防

和歌山大

鳥取大

島根大

広島大

京都府立大

立命館大

京都産業大

他

明治大 関西大

佛教大

模擬店

他

大自然を満喫

新コースにより力を伸ばす

西城陽高等学校

合唱部

関西学院大 同志社大

他

大阪府警
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京都八幡高等学校

京都八幡高等学校

北キャンパス 八幡市男山吉井 7

℡ 07５-９８１-３５０８

南キャンパス 八幡市内里柿谷 16-1

℡ 07５-９８２-５６６６

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

京都八幡高校はどのような学校ですか？

やる気を 『とことん応援』

みなさんの

人間科学科と介護福祉科（南キャンパス）ではどのような人を育成するのですか？
学科名

八幡市内を通る国道１号線をはさみ、南北２つのキャンパスに分かれています。

人間科学科

北キャンパスは「普通科総合選択制」で、２つのエリアと８つのコースがあり、
皆さんの多様な興味・関心・進路希望に対応した授業を展開しています。
充実した施設の中で、専門性の高い授業を展開しています。

学

習

内

容

教育・福祉・看護・医療系への大学等の進学を目指し、将来、人と関わる職業（学校の
先生・保育士・看護師等）で活躍する人材を育成します。
高齢化社会となった現在、ニーズが高まる福祉現場で活躍する介護のスペシャリストを

基本理念

南キャンパスは、
「人間科学科」と「介護福祉科」の２つの専門学科を設置し、

します！

介護福祉科
ユニバーサルデザイン

育成します。難関資格である「介護福祉士」の国家試験受験資格が取得できます。
※本校の合格率

平成 24 年度 ８７．５％（H23 年

８５．７％）

日常の授業はそれぞれのキャンパスで行いますが、部活動や学校行事は南北キャンパス合同に行う
ことが多く、各々の個性を大切にしながらも一体感のある充実したキャンパスライフを送っています。
また、南キャンパスでは同一敷地内にある八幡支援学校と昼休み交流など日常的に交流を行ってお
り、共生社会を指向する時代のニーズに対応した教育活動を展開している学校です。
小学校での読み聞かせ

普通科総合選択制（北キャンパス）ではどのようなことが学べるのですか？
エリア

コース

アドバンス・コース
への進学対応

大学教授などによる講義やフィールドワークを通じ、より高
度な内容に触れ、高い学力を醸成します。

国公立・難関私立大学

介護実習（介護福祉科）

ここに注目！今春卒業生の主な進路状況

学 習 内 容
国語・英語・地歴公民を中心とした学習を展開するとともに

人文科学コース

八幡支援学校との交流

（人間科学科）

【進学】立命館（文）・京都光華女子（人文）・関西外国語（外）京都産業（理）・佛教（社会福祉）・
花園（社会福祉）・平安女学院（こども）・華頂短大（幼児教育）・大谷大学短大（幼児教育保育）
【就職】（医）清水会・（医）医聖会・（医）健和会・（社）美郷会・（社）愛生会・（社）青谷福祉会

数学・英語・理科を中心とした学習を展開するとともに研究

自然科学コース

機関や大学との連携による実験・観察を取り入れ、より高い
学力を醸成します。

京都八幡高校には、どのような部活動がありますか？
【体育系クラブ】

【文化系クラブ】

社会科学コース

社会とのつながりを重視し、“現代社会”を探究。

表現科学コース

様々な表現スタイルを学び、“コミュニケーション”を探究。

ボール部・女子バレーボール部・男女バスケットボー

書道部・美術部・伝統文化部

進学から就職希望まで

健康科学コース

スポーツ理論や実技を通して、“健康”をテーマに探究。

ル部・サッカー部・男子ハンドボール部・卓球部

文芸部・写真部・科学部

幅広く対応

生活科学コース

衣食住の身近な生活を学び、“豊かな生活”を探究。

バドミントン部・レスリング部・柔道部・剣道部

コンピュータ部・ボランティア部

工芸科学コース

伝統産業が息づく京都文化を意識し、“ものつくり”を探究。

経営科学コース

企業経営に必要な知識・技術を学び、“ビジネス”を探究。

ユニバーサル・コース

硬式野球・陸上競技部・男女テニス部・女子ソフト

吹奏楽部・演劇部・放送部

弓道部・中国武術部

●入学時に２つのエリアに分かれ、２年次に各コースに分かれます。
グリーンカーテン実習

文化祭（舞台発表）

体 育 祭

学校説明会日程
ここに注目！今春卒業生の主な進路状況
【進学】関西（社会安全・総合情報）・同志社女子（現代社会・生活科学）・京都産業（法・経営・外国語）
龍谷（政策）
・佛教（社会）・京都女子（法）・花園（文）・近畿（法・経営）・摂南（薬・経済）
【就職】宝酒造・互応化学工業・佐川急便・山崎製パン・DNP テクノパック関西・タカラ物流システム
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８月

３日（土）
２４日（土）
１０月１２日（土）
１０月１９日（土）

検索

京都八幡

専門学科説明会Ⅰ（南キャンパス）
学校説明会
（北キャンパス）
普通科説明会
（北キャンパス）
専門学科説明会Ⅱ（南キャンパス）
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久御山高等学校

久御山高等学校

久世郡久御山町字林
TEL 0774-４３-９６１１

豊かな教養と確かな学力を目指して
平成２３年度入学生は、２年時、Standard CourseとPhysical Courseの生徒は沖縄への研修旅行、
Academy Courseの生徒はグアムへの海外研修旅行を実施しました。

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

沖
縄

グ
ア
ム

「勉強と部活動の両立 -久御高は頑張るあなたを待っています！久御高は頑張るあなたを待っています！-」

学校長
学校長杉本
杉本憲一
憲一

本校は昭和５５年に開校し、今年で第３４期目の入学生を迎えました。

本校は、校訓に『自学（知）、自律（徳）、自鍛（体）』をかかげ、開校当初より文武両道の実践を柱として次代
校訓に『自学（知）、自律（徳）、自鍛（体）』をかかげ、開校当初より文武両道の実践を柱として、次代を担う若者の育成に取り組
を担う若者の育成に取り組んでいます。
んできました。
部活動では、全国高校選手権準優勝のサッカー部、近畿大会優勝の剣道部を始め、すべての運動部が近
平成２０年度から京都府の高校改革を先取りして、学習の習熟度と進路希望に基づいた本校独自のコース制によるクラス編成
畿・全国大会への出場と活躍を目指して日々活躍しています。また、吹奏楽部・茶道部が『国民文化祭・京都

を行い、特色のある教育課程を実践してきました。その一つとして、中学の学習内容で高校の学習や大学などの受験につながる

2011』や地域のイベントに積極的に参加するなど、部活動加入率は全校生徒の70％を超えています。

重要な基礎基本を再学習する、｢学び直し｣を英語の授業に取り入れました。この取組が中堅四年制大学合格者数の増加に結び

学習面では、英語科目で実施している「学び直し」（＝中学時の学習内容を再点検し、基礎基本の定着をは

つきました。今年度からは、国語・数学科目でも｢学び直し｣の授業を実施して更に基礎学力の定着を図っています。

かる）授業等の取組によって、国公立大学、中堅四年制大学合格者を増加させています。今後、国語、数学

部活動では、全国高校選手権準優勝のサッカー部、近畿大会優勝の剣道部をはじめ、すべての運動部が近畿・全国大会での活

でも「学び直し」授業の実施を予定しています。

学校説明会

躍を目指して日々活動しています。また文化系部活動においても、吹奏楽部、茶道部、演劇部は、地域のイベントやボランティア

中学生の皆さん！同じ一人の人が、勉強と部活動などの特別活動を両立する、真の文武両道の学校生活

等に積極的に参加しています。

を送れる久御山高校で燃えてみませんか！

・部活動体験

８月２４日／９月２１日／１０月２６日(土)

・学校説明会

９月２１日／１０月２６日(土)

・個別相談会

９月２１日／１０月２６日／１１月２３日(土)

中学生の皆さん！ 同じ一人の人が、勉強と部活動などの活動を両立する、真の文武両道を久御山高校で実現してみません
か！ このパンフレットやホームページ、学校説明会で本校の魅力をよく知っていただき、皆さんにとって『入学したい高校』になれ
詳しくは本校の HP をご覧ください。

ることを期待します。
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