
○生徒数（令和４年５月１日現在）

■研修旅行（第2学年）
　　校外学習　文化祭　スポーツ大会　ひろがる心展（芸術発表会） ○文理コース　【台湾】　　　　○英語探究コース　【オーストラリア】

　　　

学校の特色

教育システム

学校生活(令和４年度入学生)

157 151 153
部活動(令和４年度設置状況)
  文化系:吹奏楽、文芸、演劇、書道、茶道、美術工芸、放送、ダンス、ICC（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ）
  体育系:バスケットボール、硬式テニス、バレーボール、ソフトテニス、 野球、サッカー、陸上競技、バドミントン、弓道

■学校行事

461

〒611-0002
宇治市木幡平尾43-2
 Tel.　0774-32-6390
 Fax. 0774-32-6371

専修・各種学校 69

私立4年制大学 367
国公立・私立短期大学 25

落ち着いた雰囲気の学校生活　　実践的な学習活動　　自主性と仲間との協力を大切にする課外活動

就職 3

15

男 108 120 107 335

R元
国公立4年制大学 5

“みらいを明るくできる人”を育てる学校
京都府立東宇治高等学校

9
55

学校概要(創立　昭和49年４月)　全日制課程 普通科 進路状況

0

女

1年 2年 3年 計

R３
7

541
23
49

R２
17

512

教育目標:自主性を基盤に、社会と関わり、課題を解決しようとする「みらいを明るくできる人」を育てる。
高校卒業がゴールではなく、卒業後の進路を見据えて、一人一人を「みらいを明るくできる人」に!

コース決定
○１年次
前期選抜及び、中期選抜合格後の希望
調査と基礎学力診断テストにより決定しま
す。

○２年次
文理コースにおいて、１年次の成績・学習
状況と進路希望等により決定します。

ＪＲ 木幡・六地蔵駅
京阪 木幡・六地蔵駅
地下鉄 六地蔵駅

から徒歩 約15分
（六地蔵駅からはバス約５分）

～卒業生からのメッセージ～
東宇治高校では、３年間のさまざまな経験を通して自分を成⾧させることができたと感じています。部活動は
同級生だけでなく先輩、後輩と関わり合い、コミュニケーション能力やどのようにチーム力を高めるかなど学ぶこと
が出来ました。東宇治高校は、勉強と部活動を楽しく両立させることが出来る場所だと思います。中学生の
皆さんにもこの場所で素敵な高校生活を送って欲しいです。

私立大/医療看護系

英語探究コース（文Ⅰ） ３年間の充実した英語教育

文理コース

着実な学力伸⾧

文系発展コース（文Ⅲ）文系の高度な学習

理系発展コース（理Ⅲ）理数系の高度な学習

文系コース （文Ⅱ）文系科目を多く学習

国公立大学・
難関私立

四年制大学

私立四年制大学
短期大学・専門学校など

女子はスラックスも選択可能

生徒につけたい姿勢

□グローバルネットワーク京都の取り組み 論文コンテスト部門 最優秀賞受賞 （２年度） プレゼンテーション部門 最優秀賞受賞 （元年度）
□部活動の実績 第５４回京都府アンサンブルコンテスト金賞受賞（３年度） 第５３回京都府アンサンブルコンテスト金賞受賞（２年度）

全国高等学校総合体育大会弓道競技の部出場（元年度）

新たな学びへ挑戦! 探究活動でつながる! 仲間と目標に向かって!
英語でのプレゼンテーション
能力だけでなく、休み時間
や放課後などにALTとコミュ
ニケーションを取ることで「生
きた英語」を身につけること
ができます。

地域連携・高大連携のもとで
PBL（課題解決型学習）を進
めています。「持続可能な国際
社会への展望」をテーマに、地
域課題から国際社会での課題
まで段階的に探究します。

仲間と同じ夢を持つこと、とも
に汗を流すことで、感動を共
有する素晴らしい体験をしな
がら、輝き有る高校生活を送
ります。目標に向かって努力し
続ける力を育成します。
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○普通科

〇教養科学科
・人文・社会科学系統
・自然科学系統

◆JR奈良線「JR小倉駅」から徒歩約20分

○生徒数（令和４年５月１日現在）

文化系：吹奏楽、ボランティア、放送、家庭、美術、科学、茶道、演劇、フォークソング、書道

体育系：野球、体操、バスケットボール、女子バレーボール、ハンドボール、サッカー、バドミントン

剣道、弓道、テニス、山楽、ウエイトリフティング

○授業 ○学校行事 ○研修旅行

個性を伸ばし、主体性を育てながら、進路希望を達成します！

☆多数の選択科目、自分で創る時間割、少人数講座  

 

学力を高め、 探究の精神を育み、理想の自分を追求します！

「スポーツ福祉」の実習 教科融合型授業「アートミックス」

☆学ぶ楽しさの実感、探究心の涵養⇒学習意欲 及び 学力の向上 ⇒希望進路の実現

◆は、教養科学科：必須　　普通科：選択

選  抜

<前期選抜＞

募集定員の50%

<中期選抜＞

募集定員の50%

<前期選抜＞
募集定員の100%

◇少人数授業の充実

◇国の指定事業の活用

◆土曜講習

◆長期休業中の集中講習

◇社会人講師等の活用

◇大学・研究機関との連携

◇こだわり学（課題研究）
教養科学科

普通科

学  科

教育システム

平城京跡(奈良女子大学)

進  路

四年制大学

短期大学

専修・各種学校

就職

四年制大学

授業時数

週３３時間

週３４時間

目  標

　 興味・関心や進路希望に応じて、最も適した教科・
科目を主体的に選択して学習することにより、生徒
一人ひとりの多彩な個性の伸長を図ります。

  専門科目や課題研究等を通して、幅広い知識と教
養、学問研究への関心や主体的な探究能力など、
大学や大学院で役立つ資質・能力の育成を図りま
す。

特色ある取組

３年生ゼミ発表会出前授業(サイエンスラボ）化学研究所の見学(京都大学) CALL教室での演習

少人数講座での入試演習　 「発達と保育」の実習

～ Your　future　will　take　off　from　Jonan  Ryoso ～

150 144 450

左が正制服、右が夏のオプションです。女子はリボン以外に
ネクタイも選べます。また、女子用スラックスもあります。

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

学校の特色

「美術Ⅲ」で校外美術鑑賞

○制服（上の写真を参照）

普通科
難関大学はもちろんのこと、幅広い進路にも対応してい
る細やかなカリキュラム
教養科学科
国公立大学や難関私大への進学を中心として、学力の
向上を目指す探求活動を多く取り入れたカリキュラム

４月：学科研修（教養科学科１年）
５月：遠足
７・８月：夏季講習
９月：文化祭（３日間）・体育祭
12・１月：冬季講習、イングリッシュキャンプ
２月：芸術展

10
私立4年制大学 609 737

京都府立城南菱創高等学校

学校概要(創立　平成20年９月)　全日制課程（単位制） 進路状況　*現役生の合格状況（延べ数）

〒611-0042
宇治市小倉町南堀池
 Tel. 0774-23-5030
 Fax. 0774-23-5040

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ3

国公立4年制大学 108 86

◆近鉄京都線「小倉駅」から徒歩約10分

　いま、輝きの瞬間(とき）

112
794

国公立・私立短期大学 6 16

北海道（３泊４日）
農村ホームステイ、自然体験学習等

2年 3年 計

0
公務員 0

男 85 90 91 266

就職 0 0
卒業生からのメッセージ 

教養科学科　杉本匠謙   京都大学　工学部

専修・各種学校 21 12 11
0 0

1年

女 156

教育目標：確かな進路実現 &充実した自主活動 未来志向で、次元の高いことに積極果敢にチャレンジ！

多様性：普通科 → 進路希望に応じて生徒一人一人が「個別の時間割」を作成

専門性：教養科学科 → ２年次より、「人文・社会科学系統」「自然科学系統」のいずれかの系統を選択

城南菱創高校で得られた経験、知識は勉強面だけでなく、精神面においても非常に有意義なものであると思います。

魅力的な点は、3日間の文化祭をはじめとした学校行事が充実していることや、自習室であるスカラールームを含め、

あらゆることに全力で取り組める環境が整えられていることです。この校風のおかげか、個性を持ちながら互いに尊重

し交流しあえるオープンな心を持った友達に恵まれました。先生方にも生徒の自主性を尊重した上で適切なアドバイス

を与えていただきました。私が志望校に合格できたのも、先生方が応援、指導して下さったおかげです。城南菱創高校

は、答えのない問題を十人十色の答えで解決し、互いを尊重しあえる環境が整った高校です。ぜひ皆さんも、城南菱創

高校で自身の勉強面や精神面、さらに様々な面における成長を感じ、驚いてみてください。

ここ数年の実績としては、全国大会に弓道部、放

送部、体操部が出場、また、近畿大会には男女ハ

ンドボール部、男女テニス部（公立校大会）、弓道

部が出場しています。

進路先 年度

普 通 科

教養科学科
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○普通科

〇教養科学科
・人文・社会科学系統
・自然科学系統

◆JR奈良線「JR小倉駅」から徒歩約20分

○生徒数（令和４年５月１日現在）

文化系：吹奏楽、ボランティア、放送、家庭、美術、科学、茶道、演劇、フォークソング、書道

体育系：野球、体操、バスケットボール、女子バレーボール、ハンドボール、サッカー、バドミントン

剣道、弓道、テニス、山楽、ウエイトリフティング

○授業 ○学校行事 ○研修旅行

個性を伸ばし、主体性を育てながら、進路希望を達成します！

☆多数の選択科目、自分で創る時間割、少人数講座  

 

学力を高め、 探究の精神を育み、理想の自分を追求します！

「スポーツ福祉」の実習 教科融合型授業「アートミックス」

☆学ぶ楽しさの実感、探究心の涵養⇒学習意欲 及び 学力の向上 ⇒希望進路の実現

◆は、教養科学科：必須　　普通科：選択

選  抜

<前期選抜＞

募集定員の50%

<中期選抜＞

募集定員の50%

<前期選抜＞
募集定員の100%

◇少人数授業の充実

◇国の指定事業の活用

◆土曜講習

◆長期休業中の集中講習

◇社会人講師等の活用

◇大学・研究機関との連携

◇こだわり学（課題研究）
教養科学科

普通科

学  科

教育システム

平城京跡(奈良女子大学)

進  路

四年制大学

短期大学

専修・各種学校
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四年制大学

授業時数
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週３４時間

目  標

　 興味・関心や進路希望に応じて、最も適した教科・
科目を主体的に選択して学習することにより、生徒
一人ひとりの多彩な個性の伸長を図ります。

  専門科目や課題研究等を通して、幅広い知識と教
養、学問研究への関心や主体的な探究能力など、
大学や大学院で役立つ資質・能力の育成を図りま
す。

特色ある取組

３年生ゼミ発表会出前授業(サイエンスラボ）化学研究所の見学(京都大学) CALL教室での演習

少人数講座での入試演習　 「発達と保育」の実習

～ Your　future　will　take　off　from　Jonan  Ryoso ～

150 144 450

左が正制服、右が夏のオプションです。女子はリボン以外に
ネクタイも選べます。また、女子用スラックスもあります。

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

学校の特色

「美術Ⅲ」で校外美術鑑賞

○制服（上の写真を参照）

普通科
難関大学はもちろんのこと、幅広い進路にも対応してい
る細やかなカリキュラム
教養科学科
国公立大学や難関私大への進学を中心として、学力の
向上を目指す探求活動を多く取り入れたカリキュラム

４月：学科研修（教養科学科１年）
５月：遠足
７・８月：夏季講習
９月：文化祭（３日間）・体育祭
12・１月：冬季講習、イングリッシュキャンプ
２月：芸術展

10
私立4年制大学 609 737

京都府立城南菱創高等学校

学校概要(創立　平成20年９月)　全日制課程（単位制） 進路状況　*現役生の合格状況（延べ数）

〒611-0042
宇治市小倉町南堀池
 Tel. 0774-23-5030
 Fax. 0774-23-5040

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ3

国公立4年制大学 108 86

◆近鉄京都線「小倉駅」から徒歩約10分

　いま、輝きの瞬間(とき）

112
794

国公立・私立短期大学 6 16

北海道（３泊４日）
農村ホームステイ、自然体験学習等

2年 3年 計

0
公務員 0

男 85 90 91 266

就職 0 0
卒業生からのメッセージ 

教養科学科　杉本匠謙   京都大学　工学部

専修・各種学校 21 12 11
0 0

1年

女 156

教育目標：確かな進路実現 &充実した自主活動 未来志向で、次元の高いことに積極果敢にチャレンジ！

多様性：普通科 → 進路希望に応じて生徒一人一人が「個別の時間割」を作成

専門性：教養科学科 → ２年次より、「人文・社会科学系統」「自然科学系統」のいずれかの系統を選択

城南菱創高校で得られた経験、知識は勉強面だけでなく、精神面においても非常に有意義なものであると思います。

魅力的な点は、3日間の文化祭をはじめとした学校行事が充実していることや、自習室であるスカラールームを含め、

あらゆることに全力で取り組める環境が整えられていることです。この校風のおかげか、個性を持ちながら互いに尊重

し交流しあえるオープンな心を持った友達に恵まれました。先生方にも生徒の自主性を尊重した上で適切なアドバイス

を与えていただきました。私が志望校に合格できたのも、先生方が応援、指導して下さったおかげです。城南菱創高校

は、答えのない問題を十人十色の答えで解決し、互いを尊重しあえる環境が整った高校です。ぜひ皆さんも、城南菱創

高校で自身の勉強面や精神面、さらに様々な面における成長を感じ、驚いてみてください。

ここ数年の実績としては、全国大会に弓道部、放

送部、体操部が出場、また、近畿大会には男女ハ

ンドボール部、男女テニス部（公立校大会）、弓道

部が出場しています。

進路先 年度

普 通 科

教養科学科

R 1 R ２ R ３
4 3 4

1 7 1 2 3 7 3 6 7
2 9 3 0 1 5

1 0 7 1 1 1 9 2
4 0 2

2 1 2 9

1

11

2 3

1 1 1
1

1

10

文化系

体育系

教 ステム

保護者･地域･教職員で を組み､生徒が将来を見つめ自己実現を果たすための取組｡生徒が将来を設計するために必要な知識

在り方生き方について自ら考え行動し､自ら進路を実現させるための３段階の取組を と題して実施しています。

● 自己の能力適性を的確に判断し､卒業後の進路について

具体的な目標と課題を定め実行に移す

● 理想と現実の葛藤を通して困難を克服するスキルを

身に付ける

● 他者の価値観や個性を肯定的に認め､受容する

● 学習活動を通して､勤労観･職業観を育成する

● 自己の職業的な能力適性を理解し将来設計を図る

● 進路実現に向けた課題を理解し､検討する

● 新しい環境に適応し､他者との望ましい人間関係を構築

● 学習活動を通して自己の能力適性を理解する

● 様々な情報を収集し進路選択の幅を拡げる

− 45 −



笑顔・ひたむき・感動

○ 全日制課程　 ○ 制
ハイレベルな学び ◆ 近鉄「富野荘駅」から約15分

「文」と「武」の両立 ○ 卒業生の声
(スポーツ総合専攻) 畠中功太さん

 硬式野球部

広野中学出身

龍谷大学

○ 生徒数（令和4年5月1日現在） 経営学部進学

部活も勉強も高い意識を持った仲間と

切磋琢磨しながら成長できる学校です。

○ 全国大会出場　　○ 国体選出
　　陸上競技 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ女子　

水泳　写真 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子

ソフトテニス男子

〇 近畿大会出場 陸上競技・水泳

ソフトテニス男子・ソフトテニス女子・合唱

バレーボール男子・バレーボール女子・写真

○ 授業 ○ 学校行事 ○ 研修旅行 3泊４日 九州方面
　掃除の行き届いたきれいな校舎 遠足

　落ち着いた学習環境で NJフェスティバル（文化祭）

　｢文｣と｢武｣の両立を目指す仲間と NJスポーツ大会・・・など

　互いに切磋琢磨しながら学ぶ 行事をみんなで盛り上げ

思いっきり楽しむ

明るく前向きな生徒の「笑顔」
学習や部活動に真剣に向き合い努力する「ひたむき」さ
努力の結果得ることのできる「感動」

西城陽高校は「自立した人間づくり」と「質の高い学習活動」を実践し
「本物の感動体験」を通して人として大きく成長できる
真の｢文｣と｢武｣の両立を目指している学校です

■ NJオープンキャンパス(学校公開)

■ NJクラブチャレンジ(部活動体験)

■ 学校説明会　12月3日(土)

18
33
15
601
18

1
3

69
5
2

スポーツ総合専攻
真のアスリートを目指すとともに、
学習と両立を図る集団をつくりま
す。
スポーツでの活躍と、大学への進
学を目指し、多様な進路希望にも
対応できるよう充実したサポートを
行います。

授業時間と部活動の時間をバラン
スよく確保し、学習と部活動の両立
を図ります。基礎基本を重点的に学
習し、限られた時間を有効に使う工
夫と集中力によって、高いレベルで
「文」と「武」を両立し、進学を目指し
ます。

学習と部活動をバランスよく両立

教育システム

発 展 コース 標 準 コース

4公務員
2

165

○ 文化系
 合唱 吹奏楽
　文芸 美術
　天文 茶道
　ESS 写真
　コンピュータ

○ 体育系
  陸上競技 硬式野球
　ソフトテニス(男女)
　バレーボール(男女)
　バスケットボール(男女)
　ソフトボール女子 水泳
　バドミントン 剣道 卓球

162女

計
144 152 144男

139

1年 2年

8月下旬～9月上旬(予定)

3年

学校の特色

笑顔・ひたむき・感動 －本気が輝く学校－

466
440

学校公開・説明会日程

スポーツコース
スポーツ総合専攻 ６月19日および10月上旬(予定)

ハイレベルな学習と国際感覚
幅広い教養を身につけ、国公立大
学難関私立大学の理系及び文系
への進学を目指します。グローバル
な素養を身につけるとともに、語学
力の向上を図ります。標準コースよ
り高度な学習に取り組みます。

学校生活(令和４年度入学生)

部活動 (令和４年度設置状況)

京都府立西城陽高等学校

学校概要 (創立  昭和58年4月) 全日制課程 進路状況(現役生の合格延べ数)

国公立4年制大学 13 20
533

国公立・私立短期大学

就職

R1 R3

〒610-0117
城陽市枇杷庄京縄手46-1
 Tel. 0774-53-5455
 Fax.0774-53-5459

R2

私立4年制大学 328

専修・各種学校 58
8

教育目標：部活動の盛んな進学校として質の高い教育を実践し、人としての大きな成長を図る

コース決定：発展・標準コースは、合格発表後に希望と診断テストにより、総合的に判断し決定します 詳細は本校Webサイトをご確認下さい

令和４年度より
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ア バンス・ リア

バー ・ リア
京 か バス

松 か バス

の
実数 業生

生 数 業生か の ー 度 大学 学

文化 、 、 、文 、 道、 文化、 、ボランティア、 、

体育 、 ー、 、 フ ボー 、 テ ス、 バ ーボー 、

バス ボー 、 、 道、 スリン 、 ン ボー 、バ ン ン、 道

授業 学校行 研修旅行 に で

か 習熟度別・少人数講座 文化祭

・ 心、 に た学習 ・ ・ な

実習・体験が 実 た ース授業 体育祭

大学や 学校との連携授業 体 を

社会ス を育 授業 の ン ーンシ

学校生活 度 学生

学校の特

教育システム

活 度設 ン ス で活 い す

44 47 42 133
40 63 51 154

39 33

リティ ン アになるため、 の授業と 活で
な で な 、 な と を につ た
学 様 な 験を 研 を たいです 校
人 人の を と る学校です

33

修・ 学校 66 34
0 0

45
2

大学 43 16
・ 大学 7 3

32
12

京都府立京都八幡高等学校(北キャンパス)

大学 1 0

学・共生・

学校 19 全

0

 Tel. 075-981-3508
 Fax.075-981-3509

教育 学・共生・ を ン に、 バー ン(UD)を と た教育活 を 、人と社会

に する た人 を育 する

ア バンス・ リア と バー ・ リア を設 、 学習する とができ す た 、 心や に 、

つの ースか 学びを 、 社会で な を い す

全 大会 スリン

大会 スリン

誰もが学びやすい学習システム
習熟度別・少人数講座できめ細かな指導

共生社会を見つめた学校生活
特別支援学校との交流、地域ボランティア

安心・安全な施設設備
バリアフリーな校舎、多様な実習室

ユニバーサル・エリアアドバンス・エリア

自然科学コース

健康科学コース

工芸科学コース生活科学コースｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

大学 短大 専門学校 就職国公立大

一人ひとり違う可能性に満ちた
あなたの夢を京都八幡高校は
全力でサポートします!!

関関同立

研修旅行文化祭体育祭

人文科学コース

京都大学名誉教授による連携授業

松花堂での茶道体験

経営科学コース
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 ・京阪「樟葉駅」からバスで20分

 ・JR「松井山手駅」からバスで20分

 ・近鉄「新田辺駅」からバスで30分

○生徒数（令和４年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○研修旅行(２年次に３泊４日で沖縄方面へ)

◆１年次から習熟度別・少人数講座 ◆文化祭

◆興味・関心、希望進路に応じた学習 (仮装パフォーマンス・展示)

◆実習・体験が充実したコース授業 ◆体育祭

◆大学や専門学校との連携授業 ◆団体鑑賞(劇団四季を鑑賞)

◆進学補習 ◆ロードレース

　

　

○文化系 ： 吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、伝統文化、美術、ボランティア、ESS、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

○体育系 ： 硬式野球、サッカー、陸上競技、女子ソフトボール、男女テニス、女子バレーボール、

 男女バスケットボール、卓球、剣道、レスリング、男子ハンドボール、バドミントン、弓道

私立4年制大学 9 5
3 1

公務員 1 2 0
専修・各種学校 9 12 11

67

就職 14 14
卒業生からのメッセージ　田中千咲都さん　奈良佐保短期大学

14

R1 R2 R3

〒614-8236
八幡市内里柿谷16-1
 Tel. .075-982-5666
 Fax. 075-982-5673

教育システム

校章

科学・共生・感動

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

京都府立京都八幡高等学校（南キャンパス）　

学校概要(創立平成19年４月)　     全日制課程 進路状況（実数）

1年 2年 3年 計

国公立4年制大学 0 0 0

人間科学科 介護福祉科

※制服のデザインは北キャ
ンパス普通科総合選択制の
ものと同一です。

学校の特色

4
国公立・私立短期大学 3

男 12 7 11 30
女 20 23 24

多様な進路
４年制大学,短期大学,専門学校,就職

介護福祉科
介護福祉士 国家試験合格

令和３年度の合格率９４．４％！生活習慣の確立・学力の伸長に経験を重ねて、「人間力」を育みます。

基本的生活習慣の確立
挨拶・身だしなみ・言葉遣い
規則の遵守

１年 ２年

生活習慣力

学力

経験 人

間

力

コミュニケーション能力の育成

人権意識の涵養

専門学科の学習をとおして社会に貢献する心豊かな人間を育てます。
自立した

自己の確立

同一敷地内に八幡支援学校

（スクールパートナー）があ

り、渡り廊下でつながってい

ます。授業交流に加え、日々

の昼休み交流や行事交流など、

さまざまな機会をとおして日

常的に交流し、共生社会に向

けた豊かな心を育みます。

教育・福祉・看護・医療系の大学等へ

の進学を目指している生徒を対象とし

て、将来「人の命に関わる職業」で活

躍する人材を育成します。豊富な対人

援助に関する体験授業で「人間関係

力」を伸ばし、進学に向けて「確かな

学力」を身につけることで、夢を叶え

るための「人間力」を育みます。

人間科学科

福祉分野への進学や就職を目指し、福祉

のスペシャリストを育成します。福祉に

関する専門科目の学習と、３年間で57

日間の高齢者施設での介護実習により、

介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、

毎年、全国平均を上回る合格率を誇って

います。さらに大学などに進学し、社会

福祉や医療の各分野などを深く学ぶこと

ができます。

介護福祉科 八幡支援学校との交流

◆全国大会出場･･･レスリング

◆近畿大会出場･･･レスリング

経験を積んで学んで欲しいという先生方の熱い思いがあったから

こそ様々な学習に取り組むことができました。ここでの経験は私に

とって財産で人間科学科でしか学べないことだと思っています。自

分を変えたい、心を磨きたい人はぜひ人間科学科で夢を叶えてみ

ませんか。私は卒業後短大に進学し５歳からの夢である幼稚園教

諭を目指します。皆さんも頑張ってください！応援しています。

ホームページURL
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyotoyawata-hs/

体育的行事特色ある取組 文化的行事

教育目標： 「科学・共生・感動」をコンセプトに、ユニバーサルデザイン(UD)を基本理念とした教育活動を展開し、人と社会に貢献

する自立した人間を育成する。

○普通科

・Ｓ（スタンダード）コース
・Ａ（アカデミー）コース
・P（スポーツ総合専攻）

コース ◆近鉄大久保駅からバス10分

○制服 　　　バス10分（京都京阪バス久御山団地下車）

ﾌﾞﾚｻﾞｰ
○生徒数（令和４年５月１日現在） ｶｯﾀｰｼｬﾂ

ﾈｸﾀｲ
ｾｰﾀｰ
ﾍﾞｽﾄ　等

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

○文化系：吹奏楽、演劇、放送、美術、茶道、オフィス情報、自然科学 ○同好会：なぎなた、ＥＳＳ、将棋

■全国大会等の活躍

○授業 ○学校行事 ○研修旅行（第２学年11月）

１～３年 Ｓ・Ａ・Ｐコース 宿泊研修・校外学習（４月） 　Pコース：グアム研修

学校祭（飛翔祭・スポーツ大会）（９月） Ｓ・Ａコース：沖縄研修

〒613-0033
久世郡久御山町林
 Tel. 0774-43-9611
 Fax.0774-43-9619

専修・各種学校 91 85 76

2
140

国公立・私立短期大学 31 21 25
私立4年制大学 156 129

男 120 113 125 358

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

国公立4年制大学 3 2

就職 12 12

教育システム

校章

自学・自律・自鍛

部活動(令和４年度設置状況)

京都府立久御山高等学校

学校概要(創立　昭和55年１月)　全日制課程 進路状況　（現役生の合格状況：実数）

1年 2年 3年 計

7
公務員 2 2 1

学校生活(令和４年度入学生)

学校の特色

卒業生からのメッセージ（伴海　彩人くん　令和４年３月卒業）　僕はスポーツ総合専攻クラスでサッカー部
に所属し、３年間「文武両道」を目標に勉強、部活動を共に励んできました。小さい頃からの夢である消防
士になるため、部活動と両立しつつ、公務員試験へ向けた勉強や面接練習を友達や先生に助けて貰いな
がら行ってきました。僕が無事消防士になることができたのは、身近にいる友達、クラスメイト、部活動の仲
間の存在が何より大きかったと思います。皆さんも困ったことやしんどい事があれば身近にいる友達に頼
り、自分の目標に向かって、諦めずに頑張ってください！女 112 119 126 357

Ｒ２【剣道部】○京都府高等学校強化錬成会　男子団体優勝（全国選抜大会・近畿選抜大会に出場）　【陸上競技部】○全国高校陸上競技大会2020　男子やり
投げ出場　○第53回近畿高校ユース陸上競技部対校選手権大会　男子やり投げ第２位、第３位　男子砲丸投げ第５位、第７位　【テニス部】○近畿公立高校テ
ニス選手権大会　男子シングルスベスト32　女子シングルスベスト16
Ｒ３【剣道部】○令和３年度京都府高等学校剣道選手権大会　男子団体優勝（全国選抜大会・近畿選抜大会に出場）　女子団体準優勝（近畿選抜大会に出場）
【陸上競技部】○第74回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会　男子砲丸投げ優勝　男子やり投げ優勝、第６位　○第74回全国高等学校陸上競技対校選
手権大会　男子砲丸投げ第５位　男子やり投げ第10位　○2021全国高等学校リモート陸上競技大会　男子やり投げ全国ランキング第１位　○第54回近畿府高
等学校ユース陸上競技対校選手権大会　２年女子やり投げ優勝　２年女子ハンマー投げ第４位　○Ｕ18日本陸上競技大会2021　男子砲丸投げ第３位　女子
やり投げ第３位　女子ハンマー投げ第10位　【女子バレーボール部】○令和３年度近畿高等学校バレーボール優勝大会兼第74回近畿６人制バレーボール高
等学校男女選手権大会出場　【テニス部】○近畿公立高校テニス選手権大会　男子シングルスベスト32

コース決定：

進路先 年度

教育目標：自学・自律・自鍛そして共助を教育の根本に据え、自己実現に向けて積極的に行動し、主体的に社会参画できる教養豊かな人材の育成を図ります。

コース決定：１年次･･･入学前に実施する学力診断テストの結果、希望調査等によりＡ・Ｓコースを決定します。

２・３年進級時･･･学力・希望進路を基にコースの入れ替えを実施することがあります。

普通科

Ｓコース③Ａコース②（週32時間） 同一カリキュラム 同一教科書 共通テストによる統一評価

Ｓコース③（文系）（週32時間）
多様な科目の設置

Ａコース②（理系・文系）（週32時間）
英語・数学の強化

Ｓコース③（文系）（週31時間）
多様な進路に対応する放課後の活用

Ａコース②（理系・文系）（週32時間）
入試科目の単位数増

中堅私大及び多様な進路を目指す 国公立大学及び中堅私大以上の4年制大学進学
を目指す

Ｐコース①（週32時間）（基礎学力の充実）

Ｐコース①（週32時間）
（自学自習を目指した放課後学習）

Ｐコース①（週31時間）
（多様な進路に対応する放課後の活用）

基礎学力を身につけ中堅私大及び多様な

進路を目指す

１年

２年

３年

▼

▼

▼

◆京都トップレベルの部活動

◆部活動加入への強い意識

◆正義・勇気・情熱の体得

◆地域との連携

・ボランティア活動

・開放型地域スポーツクラブの実践

・小・中学校との連携

◆地域創生事業の展開（ ｓ）

◆国際理解教育と人権教育の展開

◆「学び直し」の徹底

◆「分かる授業」の充実

◆ 集中講習・久御山ゼミ

１年

進路
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 ・京阪「樟葉駅」からバスで20分

 ・JR「松井山手駅」からバスで20分

 ・近鉄「新田辺駅」からバスで30分

○生徒数（令和４年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○研修旅行(２年次に３泊４日で沖縄方面へ)

◆１年次から習熟度別・少人数講座 ◆文化祭

◆興味・関心、希望進路に応じた学習 (仮装パフォーマンス・展示)

◆実習・体験が充実したコース授業 ◆体育祭

◆大学や専門学校との連携授業 ◆団体鑑賞(劇団四季を鑑賞)

◆進学補習 ◆ロードレース

　

　

○文化系 ： 吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、伝統文化、美術、ボランティア、ESS、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

○体育系 ： 硬式野球、サッカー、陸上競技、女子ソフトボール、男女テニス、女子バレーボール、

 男女バスケットボール、卓球、剣道、レスリング、男子ハンドボール、バドミントン、弓道

私立4年制大学 9 5
3 1

公務員 1 2 0
専修・各種学校 9 12 11

67

就職 14 14
卒業生からのメッセージ　田中千咲都さん　奈良佐保短期大学

14

R1 R2 R3

〒614-8236
八幡市内里柿谷16-1
 Tel. .075-982-5666
 Fax. 075-982-5673

教育システム

校章

科学・共生・感動

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

京都府立京都八幡高等学校（南キャンパス）　

学校概要(創立平成19年４月)　     全日制課程 進路状況（実数）

1年 2年 3年 計

国公立4年制大学 0 0 0

人間科学科 介護福祉科

※制服のデザインは北キャ
ンパス普通科総合選択制の
ものと同一です。

学校の特色

4
国公立・私立短期大学 3

男 12 7 11 30
女 20 23 24

多様な進路
４年制大学,短期大学,専門学校,就職

介護福祉科
介護福祉士 国家試験合格

令和３年度の合格率９４．４％！生活習慣の確立・学力の伸長に経験を重ねて、「人間力」を育みます。

基本的生活習慣の確立
挨拶・身だしなみ・言葉遣い
規則の遵守

１年 ２年

生活習慣力

学力

経験 人

間

力

コミュニケーション能力の育成

人権意識の涵養

専門学科の学習をとおして社会に貢献する心豊かな人間を育てます。
自立した

自己の確立

同一敷地内に八幡支援学校

（スクールパートナー）があ

り、渡り廊下でつながってい

ます。授業交流に加え、日々

の昼休み交流や行事交流など、

さまざまな機会をとおして日

常的に交流し、共生社会に向

けた豊かな心を育みます。

教育・福祉・看護・医療系の大学等へ

の進学を目指している生徒を対象とし

て、将来「人の命に関わる職業」で活

躍する人材を育成します。豊富な対人

援助に関する体験授業で「人間関係

力」を伸ばし、進学に向けて「確かな

学力」を身につけることで、夢を叶え

るための「人間力」を育みます。

人間科学科

福祉分野への進学や就職を目指し、福祉

のスペシャリストを育成します。福祉に

関する専門科目の学習と、３年間で57

日間の高齢者施設での介護実習により、

介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、

毎年、全国平均を上回る合格率を誇って

います。さらに大学などに進学し、社会

福祉や医療の各分野などを深く学ぶこと

ができます。

介護福祉科 八幡支援学校との交流

◆全国大会出場･･･レスリング

◆近畿大会出場･･･レスリング

経験を積んで学んで欲しいという先生方の熱い思いがあったから

こそ様々な学習に取り組むことができました。ここでの経験は私に

とって財産で人間科学科でしか学べないことだと思っています。自

分を変えたい、心を磨きたい人はぜひ人間科学科で夢を叶えてみ

ませんか。私は卒業後短大に進学し５歳からの夢である幼稚園教

諭を目指します。皆さんも頑張ってください！応援しています。

ホームページURL
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyotoyawata-hs/

体育的行事特色ある取組 文化的行事

教育目標： 「科学・共生・感動」をコンセプトに、ユニバーサルデザイン(UD)を基本理念とした教育活動を展開し、人と社会に貢献

する自立した人間を育成する。

○普通科

・Ｓ（スタンダード）コース
・Ａ（アカデミー）コース
・P（スポーツ総合専攻）

コース ◆近鉄大久保駅からバス10分

○制服 　　　バス10分（京都京阪バス久御山団地下車）

ﾌﾞﾚｻﾞｰ
○生徒数（令和４年５月１日現在） ｶｯﾀｰｼｬﾂ

ﾈｸﾀｲ
ｾｰﾀｰ
ﾍﾞｽﾄ　等

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

○文化系：吹奏楽、演劇、放送、美術、茶道、オフィス情報、自然科学 ○同好会：なぎなた、ＥＳＳ、将棋

■全国大会等の活躍

○授業 ○学校行事 ○研修旅行（第２学年11月）

１～３年 Ｓ・Ａ・Ｐコース 宿泊研修・校外学習（４月） 　Pコース：グアム研修

学校祭（飛翔祭・スポーツ大会）（９月） Ｓ・Ａコース：沖縄研修

〒613-0033
久世郡久御山町林
 Tel. 0774-43-9611
 Fax.0774-43-9619

専修・各種学校 91 85 76

2
140

国公立・私立短期大学 31 21 25
私立4年制大学 156 129

男 120 113 125 358

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

国公立4年制大学 3 2

就職 12 12

教育システム

校章

自学・自律・自鍛

部活動(令和４年度設置状況)

京都府立久御山高等学校

学校概要(創立　昭和55年１月)　全日制課程 進路状況　（現役生の合格状況：実数）

1年 2年 3年 計

7
公務員 2 2 1

学校生活(令和４年度入学生)

学校の特色

卒業生からのメッセージ（伴海　彩人くん　令和４年３月卒業）　僕はスポーツ総合専攻クラスでサッカー部
に所属し、３年間「文武両道」を目標に勉強、部活動を共に励んできました。小さい頃からの夢である消防
士になるため、部活動と両立しつつ、公務員試験へ向けた勉強や面接練習を友達や先生に助けて貰いな
がら行ってきました。僕が無事消防士になることができたのは、身近にいる友達、クラスメイト、部活動の仲
間の存在が何より大きかったと思います。皆さんも困ったことやしんどい事があれば身近にいる友達に頼
り、自分の目標に向かって、諦めずに頑張ってください！女 112 119 126 357

Ｒ２【剣道部】○京都府高等学校強化錬成会　男子団体優勝（全国選抜大会・近畿選抜大会に出場）　【陸上競技部】○全国高校陸上競技大会2020　男子やり
投げ出場　○第53回近畿高校ユース陸上競技部対校選手権大会　男子やり投げ第２位、第３位　男子砲丸投げ第５位、第７位　【テニス部】○近畿公立高校テ
ニス選手権大会　男子シングルスベスト32　女子シングルスベスト16
Ｒ３【剣道部】○令和３年度京都府高等学校剣道選手権大会　男子団体優勝（全国選抜大会・近畿選抜大会に出場）　女子団体準優勝（近畿選抜大会に出場）
【陸上競技部】○第74回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会　男子砲丸投げ優勝　男子やり投げ優勝、第６位　○第74回全国高等学校陸上競技対校選
手権大会　男子砲丸投げ第５位　男子やり投げ第10位　○2021全国高等学校リモート陸上競技大会　男子やり投げ全国ランキング第１位　○第54回近畿府高
等学校ユース陸上競技対校選手権大会　２年女子やり投げ優勝　２年女子ハンマー投げ第４位　○Ｕ18日本陸上競技大会2021　男子砲丸投げ第３位　女子
やり投げ第３位　女子ハンマー投げ第10位　【女子バレーボール部】○令和３年度近畿高等学校バレーボール優勝大会兼第74回近畿６人制バレーボール高
等学校男女選手権大会出場　【テニス部】○近畿公立高校テニス選手権大会　男子シングルスベスト32

コース決定：

進路先 年度

教育目標：自学・自律・自鍛そして共助を教育の根本に据え、自己実現に向けて積極的に行動し、主体的に社会参画できる教養豊かな人材の育成を図ります。

コース決定：１年次･･･入学前に実施する学力診断テストの結果、希望調査等によりＡ・Ｓコースを決定します。

２・３年進級時･･･学力・希望進路を基にコースの入れ替えを実施することがあります。

普通科

Ｓコース③Ａコース②（週32時間） 同一カリキュラム 同一教科書 共通テストによる統一評価

Ｓコース③（文系）（週32時間）
多様な科目の設置

Ａコース②（理系・文系）（週32時間）
英語・数学の強化

Ｓコース③（文系）（週31時間）
多様な進路に対応する放課後の活用

Ａコース②（理系・文系）（週32時間）
入試科目の単位数増

中堅私大及び多様な進路を目指す 国公立大学及び中堅私大以上の4年制大学進学
を目指す

Ｐコース①（週32時間）（基礎学力の充実）

Ｐコース①（週32時間）
（自学自習を目指した放課後学習）

Ｐコース①（週31時間）
（多様な進路に対応する放課後の活用）

基礎学力を身につけ中堅私大及び多様な

進路を目指す

１年

２年

３年

▼

▼

▼

◆京都トップレベルの部活動

◆部活動加入への強い意識

◆正義・勇気・情熱の体得

◆地域との連携

・ボランティア活動

・開放型地域スポーツクラブの実践

・小・中学校との連携

◆地域創生事業の展開（ ｓ）

◆国際理解教育と人権教育の展開

◆「学び直し」の徹底

◆「分かる授業」の充実

◆ 集中講習・久御山ゼミ

１年

進路

− 49 −



○普通科（令和４年４月現在）

○生徒数（令和４年５月１日現在）

○学校行事
１年オリエンテーション／１・２・３年校外活動

信州方面(スキー／スノーボード研修)

専修・各種学校 83 80

 ・アドバンストコース
 ・スタンダードコース

24 18

教育システム

○きめ細かく丁寧な学習指導
 補講・補習が充実しています。
 資格取得・検定合格へ向けた授業もあります。
○挨拶から始まる堅実な生活指導
 活発な生徒会活動と朝の校門で挨拶運動。
 落ち着いた環境で授業を行っています。
○希望進路を主体的に選択できる進路指導
 様々な進路希望に対応した進学補講を実施しています。
 学年進行で、個々に応じた進路指導を行っています。

  ○制服

学習合宿／課題研究発表会

○研修旅行

 R５年度より、制服デザインの
変更を検討しています。

 御期待ください！

学校の特色

芸術鑑賞／体育祭／文化祭／研修旅行

徒歩５分

徒歩10分

インターンシップなど

男 187 161 172 520

6

文化系：吹奏楽／軽音楽／放送／写真／美術／華道／茶道／演劇／文芸／合唱／自動車／機械工作／電気研究／鉄道研究／無線／情報処理／ダンス

体育系：硬式野球／ラグビー／サッカー／陸上競技／男子バレーボール／女子バレーボール／男子バスケットボール／女子バスケットボール／自転車競技
    男子ハンドボール／女子ハンドボール／バドミントン／テニス／ソフトテニス／卓球／柔道／ワンダーフォーゲル／ウエイトリフティングﾞ

 近年、全国大会に陸上競技部が出場。近畿大会にはウエイトリフティング部が出場。

100 275

就職 97 81 70 アクセス
公務員 1 1

近鉄新田辺駅

JR京田辺駅

R1 R2 R3

京都府立田辺高等学校 HPサイト⇒〒610-0361      TEL：0774-62-0572
京田辺市河原神谷２４   FAX：0774-62-0573

19
私立4年制大学 134 113
国公立4年制大学 1 1 2

国公立・私立短期大学

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

学校概要(創立 昭和38年４月)        全日制課程 進路状況 ※現役生の進路状況（進路先別実数）

1年 2年 3年 計

女 90 85

アクセス

○工業に関する専門学科
 工学探究科／機械技術科

  電気技術科／自動車科

93

84

教育目標：「人間力のある人を育てます」

コース決定：普通科は希望と学力診断テストの結果でコース分けをします。（２年次で変更可）

田辺高校は
普通科と工業に関する専門学科
の併設校です。

普通科 工学探究科／機械技術科／電気技術科／自動車科

進学へのステップアップ ものづくりのスペシャリスト

理工学系大学進学へのステップアップ

○普通科(令和5年度入学生予定)

・特進エリア

・探究エリア

○システム園芸科

○情報企画科

○生徒数(令和４年５月１日現在)

【校外学習】全学年 専門学科連携行事

【文化祭】 【体育祭】 【ABCマーケット】

１年教室展示 ｼｽﾃﾑ園芸科×情報企画科

２年ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ⇒生産・加工した商品を販売

３年舞台発表 【研修旅行】２年生

京都府立木津高等学校

　学校概要(創立　明治３４年５月)　全日制課程 現役生の進路状況（進路先別実数）

1年

39 55

〒６１９－０２１４

木津川市木津内田山３４
Tel 0774-72-0031
Fax 0774-72-0032

専修・各種学校

君の未来をプロデュースする！

86 103 57

0

15

男 122 80 88 290

R1 R2 R3

国公立4年制大学 1 1

就職 50

国公立・私立短期大学 14
私立4年制大学 52 54 66

14

1

　教育システム

　学校生活

2年 3年 計

ソフトテニス・ラグビー・陸上競技・バドミントン・男子バレｰボール
女子バレーボール・野球・アーチェリー・男子バスケットボール
女子バスケットボール・卓球・剣道・サッカー・カヌー・なぎなた

将棋・簿記パソコン・科学・書道・合唱・漫画研究・放送・茶道
ボランティア・美術・園芸・写真･吹奏楽･ﾀﾞﾝｽ同好会

学校全体の行事

＜卒業生からのメッセージ ＞
　僕は野球部に所属し、部活動を最後までやりきったことで、引退
後は意識を切り替えて受験勉強に集中できました。連携コースで
は答えがない問いを協力して考えることなど、大学に入ってから
役立つようなことを学ぶことができました。

　部活動(令和４年度設置状況)

⇒ここ２年は学年別
 ｽﾎﾟｰﾂ大会実施

女 88 63 75 226

　学校の特色

公務員 6 3

＜R３年度の主な成績＞

なぎなた部 第43回京都府高等学校総合体育大会なぎなた競技団体の部 準優勝

第42回京都府高等学校なぎなた選手権大会団体試合 準優勝

ｱｰﾁｪﾘｰ部 第23回上田杯全京都ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会30ｍﾘｶｰﾌﾞ部門男子 優勝

剣道部 第40回京都府高等学校剣道大会 第３位

合唱部 第41近畿高等学校総合文化祭 奨励賞

情報企画科 第21回京都府高等学校生徒商業研究発表大会 最優秀賞

第21回全国高等学校生徒商業研究発表大会近畿地区大会 出場

地図

校舎写真

進路先 年度

特進エリアでは、仲間と切磋琢磨し確かな学力を身につ

けます。探究活動にも取り組みます。

探究エリアでは、基礎的な学力を身につけ、探究活動を

通して自分を見つめ課題解決力を身につけます。

校内には日本遺産に認定された茶畑や茶工場があり、

専門性を高めながら持続可能な未来の農業を学びます。

「荒茶」製造工程は国際基準適合の証であるグローバル

ＧＡＰ認証を受けています。

「持続可能な社会」の創り手となるために、エシカルな

思考と行動を身につけます。人間力を高め、確かな専

門的知識と技術をもった社会で必要とされる「人財」を

めざします。

ビジネスの力で持続可能な社会を創る目指せ!!農業のスペシャリスト なりたい自分になるために何を学ぶか

普通科システム園芸科 情報企画科

普
通
科

特進

エリア

探究

エリア

システム

園芸科

情報企画科

普通科目

普通科目

１年次は共通カリキュラム

２つのコースから文理選択

特文コース／特理コース

自然探究ｺｰｽ／観光探究ｺｰｽ／芸術探究ｺｰｽ

生活探究ｺｰｽ／スポーツ探究ｺｰｽ

普通科目＋農業基礎科目
２年２学期より３つの専攻から選択

茶業専攻／野菜専攻／草花専攻

２つのコースから選択

会計ｺｰｽ／実務ｺｰｽ

３年次さらに進路に

応じて科目選択

四年制大学への

進学を目指します

大学・専門学校・

就職など、多様な

進路を実現します

専門性を生かしながら、

大学・専門学校・就職

など多様な進路を実現

します

文化系:

体育系:

割石 空良（関西大学）

R３普通科ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ ｴﾘｱ卒

学年別スポーツ大会 研修旅行 （広島） PLANTでの販売実習
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○普通科（令和４年４月現在）

○生徒数（令和４年５月１日現在）

○学校行事
１年オリエンテーション／１・２・３年校外活動

信州方面(スキー／スノーボード研修)

専修・各種学校 83 80

 ・アドバンストコース
 ・スタンダードコース

24 18

教育システム

○きめ細かく丁寧な学習指導
 補講・補習が充実しています。
 資格取得・検定合格へ向けた授業もあります。
○挨拶から始まる堅実な生活指導
 活発な生徒会活動と朝の校門で挨拶運動。
 落ち着いた環境で授業を行っています。
○希望進路を主体的に選択できる進路指導
 様々な進路希望に対応した進学補講を実施しています。
 学年進行で、個々に応じた進路指導を行っています。

  ○制服

学習合宿／課題研究発表会

○研修旅行

 R５年度より、制服デザインの
変更を検討しています。

 御期待ください！

学校の特色

芸術鑑賞／体育祭／文化祭／研修旅行

徒歩５分

徒歩10分

インターンシップなど

男 187 161 172 520

6

文化系：吹奏楽／軽音楽／放送／写真／美術／華道／茶道／演劇／文芸／合唱／自動車／機械工作／電気研究／鉄道研究／無線／情報処理／ダンス

体育系：硬式野球／ラグビー／サッカー／陸上競技／男子バレーボール／女子バレーボール／男子バスケットボール／女子バスケットボール／自転車競技
    男子ハンドボール／女子ハンドボール／バドミントン／テニス／ソフトテニス／卓球／柔道／ワンダーフォーゲル／ウエイトリフティングﾞ

 近年、全国大会に陸上競技部が出場。近畿大会にはウエイトリフティング部が出場。

100 275

就職 97 81 70 アクセス
公務員 1 1

近鉄新田辺駅

JR京田辺駅

R1 R2 R3

京都府立田辺高等学校 HPサイト⇒〒610-0361      TEL：0774-62-0572
京田辺市河原神谷２４   FAX：0774-62-0573

19
私立4年制大学 134 113
国公立4年制大学 1 1 2

国公立・私立短期大学

学校生活(令和４年度入学生)

部活動(令和４年度設置状況)

学校概要(創立 昭和38年４月)        全日制課程 進路状況 ※現役生の進路状況（進路先別実数）

1年 2年 3年 計

女 90 85

アクセス

○工業に関する専門学科
 工学探究科／機械技術科

  電気技術科／自動車科

93

84

教育目標：「人間力のある人を育てます」

コース決定：普通科は希望と学力診断テストの結果でコース分けをします。（２年次で変更可）

田辺高校は
普通科と工業に関する専門学科
の併設校です。

普通科 工学探究科／機械技術科／電気技術科／自動車科

進学へのステップアップ ものづくりのスペシャリスト

理工学系大学進学へのステップアップ

○普通科(令和5年度入学生予定)

・特進エリア

・探究エリア

○システム園芸科

○情報企画科

○生徒数(令和４年５月１日現在)

【校外学習】全学年 専門学科連携行事

【文化祭】 【体育祭】 【ABCマーケット】

１年教室展示 ｼｽﾃﾑ園芸科×情報企画科

２年ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ⇒生産・加工した商品を販売

３年舞台発表 【研修旅行】２年生

京都府立木津高等学校

　学校概要(創立　明治３４年５月)　全日制課程 現役生の進路状況（進路先別実数）

1年

39 55

〒６１９－０２１４

木津川市木津内田山３４
Tel 0774-72-0031
Fax 0774-72-0032

専修・各種学校

君の未来をプロデュースする！

86 103 57

0

15

男 122 80 88 290

R1 R2 R3

国公立4年制大学 1 1

就職 50

国公立・私立短期大学 14
私立4年制大学 52 54 66

14

1

　教育システム

　学校生活

2年 3年 計

ソフトテニス・ラグビー・陸上競技・バドミントン・男子バレｰボール
女子バレーボール・野球・アーチェリー・男子バスケットボール
女子バスケットボール・卓球・剣道・サッカー・カヌー・なぎなた

将棋・簿記パソコン・科学・書道・合唱・漫画研究・放送・茶道
ボランティア・美術・園芸・写真･吹奏楽･ﾀﾞﾝｽ同好会

学校全体の行事

＜卒業生からのメッセージ ＞
　僕は野球部に所属し、部活動を最後までやりきったことで、引退
後は意識を切り替えて受験勉強に集中できました。連携コースで
は答えがない問いを協力して考えることなど、大学に入ってから
役立つようなことを学ぶことができました。

　部活動(令和４年度設置状況)

⇒ここ２年は学年別
 ｽﾎﾟｰﾂ大会実施

女 88 63 75 226

　学校の特色

公務員 6 3

＜R３年度の主な成績＞

なぎなた部 第43回京都府高等学校総合体育大会なぎなた競技団体の部 準優勝

第42回京都府高等学校なぎなた選手権大会団体試合 準優勝

ｱｰﾁｪﾘｰ部 第23回上田杯全京都ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会30ｍﾘｶｰﾌﾞ部門男子 優勝

剣道部 第40回京都府高等学校剣道大会 第３位

合唱部 第41近畿高等学校総合文化祭 奨励賞

情報企画科 第21回京都府高等学校生徒商業研究発表大会 最優秀賞

第21回全国高等学校生徒商業研究発表大会近畿地区大会 出場

地図

校舎写真

進路先 年度

特進エリアでは、仲間と切磋琢磨し確かな学力を身につ

けます。探究活動にも取り組みます。

探究エリアでは、基礎的な学力を身につけ、探究活動を

通して自分を見つめ課題解決力を身につけます。

校内には日本遺産に認定された茶畑や茶工場があり、

専門性を高めながら持続可能な未来の農業を学びます。

「荒茶」製造工程は国際基準適合の証であるグローバル

ＧＡＰ認証を受けています。

「持続可能な社会」の創り手となるために、エシカルな

思考と行動を身につけます。人間力を高め、確かな専

門的知識と技術をもった社会で必要とされる「人財」を

めざします。

ビジネスの力で持続可能な社会を創る目指せ!!農業のスペシャリスト なりたい自分になるために何を学ぶか

普通科システム園芸科 情報企画科

普
通
科

特進

エリア

探究

エリア

システム

園芸科

情報企画科

普通科目

普通科目

１年次は共通カリキュラム

２つのコースから文理選択

特文コース／特理コース

自然探究ｺｰｽ／観光探究ｺｰｽ／芸術探究ｺｰｽ

生活探究ｺｰｽ／スポーツ探究ｺｰｽ

普通科目＋農業基礎科目
２年２学期より３つの専攻から選択

茶業専攻／野菜専攻／草花専攻

２つのコースから選択

会計ｺｰｽ／実務ｺｰｽ

３年次さらに進路に

応じて科目選択

四年制大学への

進学を目指します

大学・専門学校・

就職など、多様な

進路を実現します

専門性を生かしながら、

大学・専門学校・就職

など多様な進路を実現

します

文化系:

体育系:

割石 空良（関西大学）

R３普通科ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ ｴﾘｱ卒

学年別スポーツ大会 研修旅行 （広島） PLANTでの販売実習
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    京都府立南陽高等学校 〒619-0224 

～進取・敬愛・雄健～ 木津川市兜台６丁目２番地

Tel.
Tel.0Fax.

学校概要（創立　昭和６１年４月）　全日制課程 進路状況
　■普通科 R元年度 R２年度 R３年度

　■サイエンスリサーチ科 118 87 86
822 1040 868

2 8 10

26 6 11

0 0 0

0 0 1

3 0 0
■生徒数（令和４年５月１日現在）

1年 2年 3年 計 男女比 ■卒業生からのメッセージ　（菅野　直生　大阪大学法学部）

男 156 125 131 412 49.8%
女 120 150 146 416 50.2%

部活動（令和４年度設置状況）
■文化系 ■体育系

 書道  美術  文芸  ＥＳＳ  マジック  ソフトボール  バスケ  バレー  卓球  サッカー  陸上競技

 吹奏楽  自然科学  放送局  新聞局  伝統文化  テニス  剣道  なぎなた  硬式野球  バドミントン

学校生活（令和４年度入学生）
■授業 　■学校行事 　■研修旅行

学校の特色

南陽では、「自分の頭で考え、他者と協働し、

新たな価値を創造する人」を育てたいと考え、

部活動、ボランティア活動、国際交流、コンテスト

教育システム

■

■

■

0774-72-8730
0774-72-8647

※現役生の合格状況（延べ数）

就職

その他（大学校等）

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

高校では中学生の時よりもはるかに多くの人と出会い、自分の世界が広がって行く喜びが待ってい
ます。真面目な人、お茶目な人、博識な人、何かのマニアな人、よく笑う人...。ぜひ南陽高校でたくさ
んの人と出会い、そしてともに自分たちだけの貴重な経験を積んでみてください。

これら４分野への参加を「４つの奨励」として

取り組んでいます。

ともに苦労と感動を分かち合う楽しさ

主体的に考え、新しいことに挑戦し様々な人と

３年次には、高い進路目標の実現を目指し、普通科・サイエンスリ
サーチ科がともに学ぶ「スパートゼミ」があります。

自習室を開放し、生徒の主体的な学習に取り組むための時間とし
ています。

　文化祭（予定）
　　地域の企業とコラボ商品開発
　　入場自由

  遠足・体育祭・芸術鑑賞　他

普通科の文理別クラス選択、サイエンスリサーチ科のコース選択
は生徒の希望によって決まります。

■学びに真摯な

学びたい生徒が心置きなく学べる文化

伝統を重んじ、規律ある生活をおくる風土

実験・実習やグループ・ワーク、大学や研
究所などとのコラボレーションを積極的に
取り入れ、知的好奇心をくすぐるアクティブ
な授業を展開しています。

(華道)
(将棋）

(競技かるた)

　 普通科・サイエンスリサーチ科（中高一貫クラス）

　 サイエンスリサーチ科（高校入学クラス）

　　　→シンガポール・マレーシア

　　  →オーストラリア

近鉄「高の原」駅からバス５分・徒歩15分

京

普

通

科

サ
イ
エ
ン
ス

リ
サ

チ
科

３年２年１年

ともに苦労と感動を分かち合う楽しさともに苦労と感動を分かち合う楽しさ

自習室を開放し、生徒の主体的な学習に取り組むための時間とし

文実験・実習やグループ・ワーク、大学や研
究所などとのコラボレーションを積極的に究所などとのコラボレーションを積極的に究所などとのコラボレーションを積極的に

伝統を重んじ、規律ある生活をおくる風土伝統を重んじ、規律ある生活をおくる風土

学びたい生徒が心置きなく学べる文化

な

　　入場自由

サイエンス

自然科学

実コース

人文・ 会科学

実コース

通クラス

自然科学

実コース

人文・ 会科学

実コース

通クラス
理系クラス

文系クラス

理系クラス

文系クラス

３年次には、高い進路目標の実現を目指し、普通科・サイエンスリ
サーチ科がともに学ぶ「スパートゼミ」があります。

サイエンス

これら４分野への参加を「４つの奨励」として

部活動、ボランティア活動、国際交流、コンテスト

中高一貫クラス

実コース

中高一貫クラス

実コース

中高一貫クラス

○生徒数（令和４年５月１日現在）

　　　　　　　  10月  研修旅行

3
86

11月　耐久走

69

就職 7
公務員

25

1

男 41 33 27 101

R元 R２ R３

国公立4年制大学 3 7 6
11

学校の特色

教育システム

学校生活(令和４年度実施予定の学校行事)

部活動(令和４年度設置状況)

学校概要(創立　昭和19年４月)　    全日制課程 進路状況（現役生：実数）

1年 2年 3年 計

女 16

21
国公立・私立短期大学 2

 10月  研修旅行９月　文化祭（一般公開：調整中）・体育祭５月　球技大会

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
 Tel. 075-854-0022  Fax.075-854-0310

1 3
私立4年制大学 21 20

専修・各種学校 14 20
6

28

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勇気と学力を伸長します。

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

日吉駅から、南丹市営バス

と京北ふるさとバスを乗り

継ぎ、京北病院前下車すぐ

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）

研修旅行 ※当面、国内研修

週32時間授業
予備校映像講座(必修)
進学補習・模擬試験(必修)
研修旅行 ※当面、国内研修

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)
研修旅行 ※当面、国内研修

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)
研修旅行 ※当面、国内研修

小規模校だからこそ実現可能な学習プログラムを用意し、全校生徒が、個々に頑張っていることを評価さ

れる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

全国総合優勝３回

予備校映像講座 校外ログハウス建築実習 有山寮（就学目的寮：男女）

○普通科 ○京都フォレスト科

※専修・各種学校は、京都府立林業大学校を含む

◆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。

男子：ブレザー､ネクタイ､スラックス

女子：ブレザー､リボンまたはネクタイ

スカートまたはスラックス

全国募集対象部活動：自転車競技 ワンダーフォーゲル（スポーツクライミング競技）

その他の部活動：硬式野球 剣道 男子バレーボール 卓球 陸上競技 サッカー 女子バスケットボール 放送 吹奏楽

女子ソフトテニス 女子バレーボール スポーツシューティング 美術・工芸 フリースポーツクラブ

※フリースポーツクラブは、複数の体育系種目から週２日程度、登録制によりスポーツを楽しむ部活動です。
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