
京都府立山城高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

 　近年は、全国大会に弓道部・ダンス部・

　水泳部、ラグビー部が出場しています。

　近畿大会は、男子バスケットボール部・

　水泳部・陸上競技部・テニス部・卓球部

　が出場しています。

○文化系
　　吹奏楽、軽音楽、放送、写真、手話、

○全日制課程（平成28年４月現在） 　　書道、美術、茶道、イラストレーション

普通科 スタンダードコース･アドバンストコース・ 　　

スーパーアドバンストコース ○体育系
文理総合科 　　硬式野球、サッカー、バスケットボール、

○創立 明治40年３月 　　女子バレーボール、ラグビー、テニス、

○生徒数（平成28年５月１日現在） 　　ソフトテニス、陸上競技、卓球、弓道、

1年 2年 3年 計 　　剣道、水泳、山岳、男子ハンドボール、

男 169 143 171 483 　　女子バドミントン、バトントワリング、

女 195 214 229 638 　　ダンス

学校生活 進路状況
○授業

本気モードで、「私」をみがく。

所在地　〒603-8335 京都市北区大将軍坂田町29番地
Tel.075-463-8261  Fax.075-463-8263

※現役生の合格状況（延べ数）○授業
　１～３年 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ　　　　　週30時間授業 H25年度 H26年度 H27年度
　　　　　　 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ           週32時間授業 国公立4年制大学 40 47 53
　　　　　 　ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ　週33時間授業 私立4年制大学 495 507 597
　１～３年 文理総合科　　　　　　週33時間授業 国公立・私立短期大学 30 23 18

65 62 57
○学校行事 4 5 2
　　フレッシャーズセミナー 7 5 6
　　　　（第１学年一泊学習研修：４月）

　　校外学習（第２・３学年：４月）

　　球技大会（６月）、演劇鑑賞（７月）

　　山城祭（９月）、体育祭（10月）

○修学旅行
　　普通科：スキー研修旅行（第１学年：１月）

　　文理総合科：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ海外語学研修

　　　　　　　（第２学年：６月）

　　　　　　　（平成28年度入学生は第１学年：１月）

○制服 地図
　　ブレザー・カッターシャツ・

　　スラックス（男子･女子）・スカート（女子）・

　　ネクタイ・セーター・ベスト

○国際交流

　　姉妹校のフィルダーベンデン校の生徒約15名

　　を２週間程度受け入れ、授業やフィールドワー

　　クを行うとともにホームステイの受け入れを

　　行う。（10月）

　　中国や台湾からの訪日団を受け入れ、授業や

　　交流会などの様々な交流を行う。

※現役生の合格状況（延べ数）

◆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

就職

専修・各種学校
公務員

卒業生からのメッセージ

した。また、授業内でもセンター試験対策はもちろん二次試験や私立対策も十分にしてくださり、

模試の成績も順調に伸び、合格を掴み取ることができました。山城高校は教師と生徒の距離が近

く、職員室前に勉強スペースがあるなど、気軽に先生に質問することができ、苦手科目を苦手なま

まで終わらせないようにしていました。勉強にも部活動にも行事にも一所懸命に取り組むことがで

き、努力することの大切さを教えてくれた山城高校にとても感謝しています。貴重な高校時代であ

る３年間を山城高校で過ごすことができ、本当に良かったです。

平成28年３月卒業 大阪大学 和田あかり

私は高校時代、バトントワリング部に所属し、キャプテンも務めていました。他

の部に比べて引退の時期が遅く、高校３年の９月まで部活動に打ち込んでい

ました。正直、勉強面で周囲に遅れをとっているのではないかと不安になること

も多かったのですが、個人面談や模試の返却の時に励ましてくださったり、具

体的なアドバイスをくださる先生方のおかげで粘り強く頑張ることができま
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設置

学科等

全日制 普通科 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ、ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ

全日制 文理総合科

教育

目標

■グローバル社会で活躍する力を育む

■自主・自立・共生の精神を養う

学
校
の
特
色

■グローバル社会で活躍する力

～ 世界が学びの場 ～

□ 等留学生の受入実績

ドイツ・スイス・ロシア・

タイ・アイスランド・

ノルウェー・ベルギーなど

□ ドイツ姉妹校（フィルダーベンデン）との定期交流

□ 英語指導力向上事業（文科省）の研修協力校

■自主・自立・共生の精神

～ 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』で自己管理

■ハイレベルな文武両道をめざす

～ 個の人間として生きる力を高める ～

□ 質の高い「学力」

京都大学・京都教育大学・立命館大学・

国際日本文化研究センター等との連携

サイエンスダイアログの取組・

「グローバルネットワーク京都」等の研究指定

進学補習・土曜活用講座等で学びを支援

□ 確かな「人間力」

全国レベルの部活動

「山城祭」・スキー研修旅行等の学校行事

教
育
シ
ス
テ
ム

キャリア実現をめざす教育システム

コース

決定

１年次（普通科）…合格発表後の診断テスト（国・数・英）と希望調査を

総合的に判断して決定

京都府立山城高等学校

スクールビジョン

世界中の人が通いたい

理想的な世界基準の

『高校』をめざす

スクールバリュー

百年を超えて

進化し続ける

伝統校

「チーム山城」で

自分みがき！

１年

２年

３年

進路

普通科（コース） 専門学科

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

文理系

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ

文理系

ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ

文理系 文理総合科

週 時間授業

習熟度別授業（英数）

土曜活用講座（希望者）

進学補習（希望者）

週 時間授業

土曜活用講座（希望者）

進学補習（希望者）

週 時間授業

土曜活用講座（必修）

進学補習（必修）

高大連携・国際交流

週 時間授業

土曜活用講座（必修）

進学補習（必修）

高大連携・国際交流

文理系

土曜活用講座

（２年希望者）

進学補習（希望者）

人文系 理数系
土曜活用講座

（２年希望者）

進学補習（希望者）

人文社会系 自然科学系

土曜活用講座（２年必修）

進学補習（２年必修）

高大連携・国際交流

文理総合科

土曜活用講座（２年必修）

進学補習（２年必修）

高大連携・国際交流

海外研修旅行

国公立大学

私立大学等

国公立大学

難関私立大学等

難関国公立大学

難関私立大学

難関国公立大学

難関私立大学

－ 13 －



京都府立 鴨 沂 高等学校

   所在地　〒602-0898 京都市上京区相国寺門前町709

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

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

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍

・水泳部(水球女子):全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第３位
・水泳部(シンクロ):国体少年女子デュエット第７位
・自転車競技部:全国高校総体出場
・放送部:NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ出場

○体育系

鞍馬口校地

○全日制課程（平成28年４月現在）

普通科 ○文化系

○創立 明治５年４月

○生徒数（平成28年５月１日現在） 進路状況
1年 2年 3年 計

男 77 71 62 210 H25年度 H26年度 H27年度
女 163 130 131 424 国公立4年制大学 2 2 6

私立4年制大学 137 133 124

学校生活 国公立・私立短期大学 10 17 22

                             お  う  き

現役生の合格状況（延べ数）

                 ～ 伝統復活！ 躍進する鴨沂 ～

　茶道　吹奏楽　書道　放送　調理　美術
　自然科学　情報処理　演劇　地平線
　軽音楽　合唱　能

　サッカー　バドミントン　フェンシング
　ラグビー　剣道　水泳(水球・シンクロ)
　自転車競技　テニス　バスケットボール
　バレーボール（女子）　硬式野球
　陸上競技　卓球　ダンス　弓道

学校生活 国公立・私立短期大学 10 17 22
専修・各種学校 52 49 35

○授業 就職 17 12 11
・基礎・基本の徹底、学力伸長 卒業生数 186 170 147
・１人１人の進路実現への手厚い指導

・大学・研究機関・企業等との連携

・年間12回の土曜日に授業を実施

・総合的な学習の時間「京都文化」

○学校行事
５月　遠足

６月　研修旅行（２年）

９月　文化祭

10月　体育祭

○研修旅行
　　２年次の１学期に関東方面で実施。大学・研究機関・企業の訪問、

　  文化学習をテーマとしたフィールドワーク等による探究的な活動

○トピックス

地図

○制服

◆地下鉄「鞍馬口駅」から
　　　　　　　　　　　徒歩７分

◆市バス「烏丸今出川」から
　　　　　　　　　　　徒歩10分

◆京阪「出町柳駅」から
　　　　　　　　　　　徒歩15分

第１回学校説明会 ６月18日(土)

第２回学校説明会 ８月20日(土)

第３回学校説明会 ９月24日(土)

第４回学校説明会 11月26日(土)

部活動見学・体験

８月20日(土)・21日（日）

体験授業･施設見学

９月24日(土)

中学の時は、高校ではサッカーができればい

いと思っていました。ところが、鴨沂に入学して、

思いもしなかった高い進路目標をたてる気持ち

になりました。最初は、無理だろうなという半信

半疑の気持ちでしたが、毎日の授業を大切にし、

サッカーも頑張り、そして、塾にも行かず、希望

大学に合格することができました。先生方は普

段の授業に加えて入試対策はマンツーマンで指

導してくださいました。自分だけでは挑戦しようと

さえしなかったと思います。鴨沂には、一緒に頑

張れる仲間と、僕たちの夢や目標の実現をサ

ポートしてくださる先生方がいます。みなさんも

是非、自分の夢を持つことができる、そして、か

なえることができる鴨沂高校で、３年間を過ごし

てください。

卒業生からのメッセージ

古和田 光輝
平成27年度卒業

サッカー部

京都府立医科大学

医学部看護学科

西ノ京中学校卒

校舎全面改築

平成30年度

完成予定

（荒神口校地完成イメージ）
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設置

学科等
全日制 普通科 発展コース・標準コース・京都文化コース

教育

目標

伝統に根ざした、不易なる鴨沂の精神を大切にしながら、個性や能力を最大限に伸ばし、京都か

ら世界に向けて発信できる人材を育成します。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

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

２年次…学習状況と希望をもとにコースを決定

   

    

   

京都府立鴨沂高等学校

標準

ｺｰｽ

 

想定される進路先 

研修旅行で文化学習

（国立劇場で歌舞伎鑑賞）

標 準 ・ 文 コ ー ス

発 展 ・ 文 理 コ ー ス

京 都 文 化 コ ー ス

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、就職 

私立四年制大学 

年 ＆ 年 年 

「京都文化」の学び

（華道、茶道など）

標準

ｸﾗｽ

地域等に学ぶ

アクティブラーニング

共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

京都大学等における

特別講義

発展

ｸﾗｽ

 

自転車安全利用

推進員の活動

部活動や「京都文化」

の成果（能の発表）

仏・ジュールゲード国際高校

との姉妹校提携

多 様 な 「 学 び 」 を 通 し て 興 味 ・ 関 心 を 高 め る

小学生と一緒に科学実験

（自然科学部など）

観光客に呈茶

（府庁観桜祭）

多 様 な 「 交 流 」 を 通 し て 「 生 き る 力 」 を 育 む

台湾や中国の高校生

との交流

地域のお年寄りと交流

（室町敬老のつどい）

地域でのインターンシップ

（ホテルでの実習）
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京都府立洛北高等学校
伝統と創造　そして　輝く君がいる

所在地　〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59
Tel.075-781-0020  Fax.075-781-2520

文部科学省指定　スーパーサイエンスハイスクール(SSH) http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/

（第3期　平成24年度～28年度） E-mail　rakuhoku-hs@kyoto-be.ne.jp 

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍(平成27年度）
・男子ハンドボール部　全国高等学校総合体育大会出場　等　

・女子ハンドボール部　全国高等学校ハンドボール選抜大会出場 等

・陸上競技部　日本ユース陸上競技選手権大会女子200ｍ第４位　等

・サッカー部　全国高校サッカー選手権大会京都大会準優勝　等

・文化研究部　高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会C2級準優勝 等

・放送部　ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト　テレビドキュメント部門出場　等

・囲碁将棋部　全国高等学校囲碁選手権大会女子団体戦出場　等

・サイエンス部 　全国高等学校総合文化祭 自然科学部門出場 等

○文化系
サイエンス・吹奏楽・放送・書道・囲碁将棋・美術

写真・料理・茶道・ＥＳＳ・演劇・コーラス・音楽研究

○全日制課程（単位制）（平成28年４月現在） 文化研究

普通科文理コース　　普通科スポーツ総合専攻 ○体育系
（普通科中高一貫コース） 男子ハンドボール・女子ハンドボール・硬式野球

サッカー・女子バレーボール・男子バレーボール

ラグビー・陸上競技・男子バスケットボール

○生徒数（平成28年５月１日現在） 女子バスケットボール・テニス・バドミントン・剣道

1年 2年 3年 計 弓道・女子ソフトテニス・水泳・山岳

男 146 161 151 458 進路状況 　　　　　

女 136 118 127 381 　*現役生の合格状況(延べ数)

学校生活

○創立 昭和25年４月［1870（明治３）年開校の「京一中」が前身］

H25年度 H26年度 H27年度
学校生活
○授業
・１年次は基礎基本を重視
・２年､３年次は文系理系の発展的学習
・文理コース､中高一貫コースはSSH
　「洛北サイエンス」を学びます。

○学校行事
・新入生歓迎会(４月)
・遠足（野外活動等）、団体鑑賞(５月)
・文化祭(９月）
・体育祭(10月)
・持久走大会(２月)など

○修学旅行
・スキー研修旅行(１月) ○制服

○トピックス 地図               

「日英サイエンスワークショップ」、

「筑波サイエンスワークショップ」等

のサイエンスワークショップに参加し

ます。また、希望者を募りハーバー

ド大学、マサチューセッツ工科大学

等にて研修を実施し、グローバルな

人材を育てます。

◆京都市営地下鉄

北山駅から徒歩

12分

卒業生からのメッセージ
私は高校３年間男子バスケットボール部に所属し、勉強と部活動を両立

させて学校生活を送ることができました。私が高校生活で一番意識してい

たことは、授業をしっかり聞き、授業中に理解することです。洛北の先生

方はとても熱心な授業をしてくださり、また、わからないことがあれば理

解できるまで付き合ってくださいました。そのおかげで、私は３年間塾に

通うことなく学力がつき、勉強面での心配はまったくありませんでした。

部活動に関しては、洛北はどの部もとても真剣に、全員が向上心を持って

活動しています。チームメイトと汗水流した３年間、共に厳しい練習を乗

り越え育んできた絆は私の宝物です。受験期においては数多くの人が支え

てくれました。親身になってくれる先生方、同じ悩みを持つ仲間たち、多

くの支えがあって私は進路を実現することができました。

私は洛北高校に入学して本当に良かったと思っています。皆さんも是非、

この洛北高校でたくさんの人と出会い、かけがえのない時間を過ごしてく

ださい。

平成28年３月卒業 山田智哉 (九州大学理学部物理学科)

年度 年度 年度

74 85 85

309 428 452

3 11 2

21 11 11

0 0 1

0 1 2

3 0 0

71 33 52

公務員

就職

その他(進学準備を含む）

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(予備校等を除く)

文部科学省所管以外の大学校等
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伝統と創造 そして 輝く君がいる 
めざせ！グローバルリーダー

 

設置

学科等
全日制 普通科（単位制） 文理コース・スポーツ総合専攻・中高一貫コース

教育

目標
確かな見通しをもって主体的に生き抜く、創造性あふれる心豊かな人間の育成

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定
◇文理コース、中高一貫コースは２年生から、進路希望に応じた科目を選択します。

３
年

２
年

１
年

『洛北の単位制』
◆学年制を基軸とする単位制

◆京都府内全域から志願可能

◆大学での研修などを単位認定

◆留学等による秋卒業も予定

１
年

２
年

３
年

・洛北サイエンス

・社会人特別講義

・土曜セミナーなど

・卒業生ミーティング

・個に応じた指導など

★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を通して、国際交流をしています。

・部活動加入率は ％超！
強化指定種目 ハンドボール（男女）

サッカー（男） ラグビー（男） 陸上競技（男女）

バレーボール（女） 硬式野球（男）

京都府立洛北高等学校

文部科学省指定 スーパーサイエンスハイスクール 第３期 ～ ）

何事にもチャレンジ

する人を育てる

洛北の教育

はばたけ 世界へ！ 

 

いどめ 国際的リーダーへ！ めざせ 知の創造！ 

★文系の

発展的学習
★理系の

発展的学習 

難関国公立大学・

医学部等へ

・「洛北サイエンス」によ

る発展的な理数教育

・部活動への積極的参加

・ 年次 週 時間授業

文理コース

★基礎基本の徹底を重視

★ による大学連携

スポーツ総合専攻

国公立大学・私立

四年制大学へ

■体育・スポーツに関する

専門的学習や野外活動

の重視

■スポーツ科学に基づい

た研究

■卒業論文の作成

・全国大会への出場者多数

・ 年次 週 時間授業

中高一貫コース

・｢洛北サイエンス｣によ

る発展的な理数教育

高校からの募集はありません。

難関国公立大学・

医学部等へ 

※中高 年間の一貫し

た教育課程と先行学習

の実施

※ による大学連携 

「グローバル人材育成プログラム」にて世界という競技場で勝負する

★希望者を募り、ボストンやサンフランシスコで研修を実施し、グローバルな人材を育てます。

★ は第４期の申請を予定！ 科学的思考力と国際感覚の深化を目指します。

＊洛北高校は湯川秀樹、朝永振一郎博士などを輩出した『京一中』の歴史と伝統を継承しています。
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京都府立北稜高等学校
グローバルな視野をもち主体的に生きる力を

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・競技かるた部 ･放送部

・陸上競技部 ・自転車競技部

・吹奏楽部

○文化系
・競技かるた ・ＥＳＳ

・天文地学 ・吹奏楽

・放送 ・美術

○全日制課程（平成28年４月現在） ・演劇 ・写真

普通科 文理・英語・総合コース ・囲碁将棋

○創立 昭和54年10月 ○体育系
○生徒数（平成28年５月１日現在） ・剣道 ・サッカー

1年 2年 3年 計 ・バスケットボール ・硬式野球

男 147 138 138 423 ・テニス ・ラグビー

女 134 139 131 404 ・バレーボール ・ハンドボール

・バドミントン ・自転車競技

学校生活 ・卓球 ・陸上競技

○授業 《特色ある授業》 進路状況

所在地　〒606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町2105番地
Tel.075-701-2900  Fax.075-722-8400

 北稜エッセイ（総合的な学習の時間）

 通訳演習・ﾘｽﾆﾝｸﾞ特講・Active English H25年度 H26年度 H27年度
 主要科目での演習や特別講座を展開 国公立4年制大学 6 11 6
 総合地球環境学研究所との連携授業 私立4年制大学 293 304 306

国公立・私立短期大学 30 19 27
○学校行事 専修・各種学校 71 67 55
 遠足 文化祭 公務員 4 1 3
 体育祭 スポーツデイ 就職 14 25 18
 芸術鑑賞 狂言ワークショップ その他 14 7 8
 マレーシアデイ マレー語講座

 大学トークフェスタ

○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Ｖセーター・ベスト（白・紺２色） 地図

○トピックス

◇叡山電鉄木野駅徒歩３分　 ◇京都バス北稜高校前徒歩０分

※現役生の合格状況（延べ数）

卒業生からのメッセージ

山地英里香
（洛北中学校出身）

平成28年３月卒業

吹奏楽部 部長

京都府立大学文学部１回生

私は北稜高校に入学し、本当に成長しました。とく

に部活動を続ける中で、技術的な壁や運営面での

壁にぶつかる度に、自分の未熟さを知り、乗り越え

ようとした経験は精神的な強さとなり、受験の時にも

役立ちました。部活動と勉強の両立に悩む人もいま

すが、心配いりません。部活動に費やすエネルギー

の分だけ、自分自身の中にあるエネルギーが増え

るからです。そのエネルギーを少し勉強に回すこと

は簡単です。みなさんも是非、北稜高校で、精一杯

部活動に励みながら希望の進路も実現してほしい

と思います。

7月28日(木) 部活動体験①

8月18日(木) 部活動体験②

8月20日(土) 第１回学校説明会

10月 8日(土) 第２回学校説明会

11月12日(土) 第３回学校説明会

12月 9日(金) 個別相談会①

12月15日(木) 個別相談会②
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設置

学科等

全日制 普通科

文理コース

英語コース

総合コース

教育

目標

「国際理解教育」「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

学
校
の
特
色

 

教
育
シ
ス
テ
ム

コース
決定

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決定します。

その後、様々な文理選択プログラムにより、 年次のコースを再選択できます。

京都府立北稜高等学校

ハイレベルな学習指導を展開

文理コース GAC 
英語によるコミュニケーション力

を徹底指導

一人ひとりの適性・能力に応じた

丁寧な指導

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。入学時

文理コース＋英語コース（３クラス） 総合コース（４クラス）１年生

週 時間授業 週 時間授業

２年生

３年生

国公立大学・難関私立大学の理系・文系 中堅私立大学の文系

●大学トークフェスタ ●大学キャンパスツアー ●キャリア教育講演会

コースを再選択

英語コース GEC 総合コース GIC 

文理選択プログラム

文理コース＋英語コース（３クラス） 総合コース（４クラス）

週 時間授業 週 時間授業

文系・理系

表現活動
文章による表現力を育成

小論文模試

伝統文化学習 等

                                               

国際理解教育
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

環境教育
認証 エコスクール 認証

総合地球環境学研究所連携

環境保全活動 等

グローバルな視野

主体的に生きる力

＊クラス数は平成 年度ベースです
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所在地　〒604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１
Tel.075-841-0127  Fax.075-841-0646
http://www.kyoto-be.ne.jp/suzaku-hs/zen/

学校概要 部活動
○活躍する部活動

○文化系

○全日制課程（平成28年４月現在） ○体育系
普通科

○創立 昭和23年4月

○生徒数（平成28年５月１日）
1年 2年 3年 計

男 115 90 70 275 進路状況
女 125 138 112 375

学校生活
○授業

○学校行事

○修学旅行

○制服 地図

○トピックス

◆JR二条駅から徒歩5分

　京都府立朱雀高等学校　全日制

学んで挑んで未来を拓こう

写真

写真

◎平成28年3月卒業生の進路状況
　四年制大学　36.7％　　　　短期大学 6.7％
　専門学校　31.7％　　　　　 就職　6.7％
　浪人・アルバイト等　18.2％
◎主な合格大学（過去３年間）
　京都府立大学　京都府立医科大学　京都教育大学　山口県立
大学　同志社大学　立命館大学　龍谷大学　京都産業大学　京
都女子大学　京都外国語大学　大谷大学　同志社女子大学　佛
教大学　京都看護大学　関西大学　関西外国語大学　他

卒業生からのメッセージ

写真

卒業生からのメッセージ

朱雀高校に入学して良かったと思うのは、勉強が不得意で

進路にも不安が大きかった私を最後まで熱心に指導し、寄り

添ってくださった先生との出会いです。朱雀高校の先生方は、

いつも生徒と真剣に向き合ってくださり、初めて経験する

様々な事に共に悩み、共に喜んでくださる素敵な方ばかりで

す。また、朱雀高校は、責任ある自由ということを考えさせ

られる場であり、学力だけでなく、思考力が身につく３年間

を送ることができました。 平成26年度卒業生 山田 紗織

「生徒の励みとなる評価」の研究を柱

として、佛教大学等と連携し、全ての教

科で生徒の状況に合わせた授業改革を

推進しています。

朱雀高校では生徒たち自身がともに

考え行動していく過程を大切にしていま

す。これを自主活動と呼び、遠足、球技

大会、文化祭、体育祭など多くの行事

があります。

２年の１２月に沖縄に行きます。沖縄

の歴史や文化について学習し、平和へ

の意識を高めたり、文化について体験

を通して学びます。

本校は自由服です。「学びの場に相応

しい服装」を自分で判断し選択するよう

に自覚を促しています。

全国大会常連のボート部や昨年度優

秀賞を受賞した演劇部など、どの部活

動も短い活動時間を有効に使い、活発

に活動しています。

書道､ 音楽､ 美術､ 演劇､ 写真､ 吹奏

楽､ 軽音楽､ イラストレーション､ ＥＳＳ、

クッキング､ コンピュータ､ 放送局､ 茶道、

文芸

ラグビー (男)､ バレーボール､ サッ

カー､ 体操､ 柔道、卓球､ ソフトテニス､

バドミントン､ バスケットボール､ 硬式野

球 (男)、陸上競技､ ボート､ バトントワリ

ング (女) ､ ダンス、空手道

新しいクラスの最初の行事は遠足

です。

春の暖かな日差しの下、飯ごう炊さ

んやレクリエーションで、楽しくクラス

の親睦を深めます。
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設置 

学科等 
全日制 普通科  

教育 

目標 

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。 

学
校
の
特
色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 

決定 
科目選択によって多様な進路に対応します。  

土曜学習の活用 
☆ 基礎力充実 

☆ 入試演習 

京都府立朱雀高等学校 

視野を拡げ、個性を伸ばします。 
☆「わーくライフヴィジョン」（総合的な学習の時間）では、「いかに生きるか」を
考えるために大学や職場を訪問したり、茶道、伝統工芸、着付けなど伝統文化や産

業に触れる機会や地域とのコラボレーション活動を通して確かな未来をイメージし

ます。 

 

 

 

学習の土台を作ります。 
☆習熟度別講座（数学・英語等）でレベルアップを図ります。 

☆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。 

進路を実現します。 
☆「選択アラカルト」により、進路希望に応じて学びたい科目を自由に

選択できます。 

 

自主活動の充実 
☆ 活発な学友会活動 

☆ みんなで作る学園祭 

一人一人の

特性に配慮

した支援 社会性を 

育む 

自主活動 

あなたの学

びに合った

教育課程 自分らしさ

を表現する

自由服 学び合い 

わかり合う

授業 地域の伝統

文化や産業

と国際交流 

チョット変わった高校

生活送りませんか？ 

２年 

３年 

１年 
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京都府立洛東高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・ランブリング部 … ６年連続全国大会出場

・卓球部 … 男子シングルス全国選抜出場

　　　　　　　　男女とも近畿大会出場

・陸上競技部…棒高跳び種目近畿大会出場

校舎写真
○文化系
フォークソング研究部、放送部、

吹奏楽部、コーラス部、美術・工芸部、

食物部、自然科学部、茶道部

○全日制課程（平成28年４月現在） ○体育系
普通科 陸上競技部、ソフトテニス部、

学力伸長コース、総合探究コース 水泳部、卓球部、サッカー部、

○創立 昭和29年４月 テニス部、ラグビー部、硬式野球部、

○生徒数（平成28年５月１日現在） バドミントン部、バレーボール部(女子)、

1年 2年 3年 計 ソフトボール部(女子)、ランブリング部、

男 142 127 121 390 バスケットボール部、柔道部

女 140 142 131 413 進路状況

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
○授業 四年制大学 84 96 86
・外部からの講師（大学教授や看護師、 短期大学 19 22 14
　保育士など）による講義や実習 専修・各種学校 54 51 53
・「協同的な学び」、「ディベート授業」の実践 看護・医療系専門学校 27 26 22
・月、木曜は７限授業を実施 就職（公務員） 22(0) 21(1) 17(1)
○学校行事 その他 16 24 42
５月に校外学習、９月に文化祭、体育祭が

あります。文化祭では３年生は

東部文化会館で演劇コンクールを実施。

毎年素晴らしい演劇が見られます。

○修学旅行（平成28年度）
学力伸長コースはグアム、

総合探究コースは信州（スキー）へ

行きます。

○制服
冬のブレザー、夏の半袖、カッター、

カーディガンやベストなど

バリエーションは多彩です。

○トピックス 地図

　◆JR山科駅から
　　徒歩７分

「正しく働き、正しく生きる」人間の育成

所在地　〒607-8017 京都市山科区安朱川向町10番地
Tel.075-581-1124  Fax.075-581-1125

※現役生の進路状況（進路先別実数）

写真

・本校部活動の有志部員によるボランティア

団体「野闘籠塁界(やったろうかい)」が

４年連続でボランティア・スピリット

コミュニティ賞を受賞しました。

・自然科学部が『激変星EM Cygの降着円盤』に

ついて京都府高校生理科研究発表会で

研究成果を発表しました。この星の研究は

３年間続けており、今回はその集大成でした。

（H28.2）

京都市内・駅前とは

思えない、自然に包

まれ、落ち着いた環

境です。

☆卒業生からのメッセージ☆
大学では、看護や生物・化学といった専門的なことから、

英語や歴史などの一般教養まで様々なことを学んでいます。

「福祉フィールドワーク」という高校の授業で学んだことと

同じことを大学でも学んでいて、高校で先に学んでいたありがたさを日々感

じています。高校の授業では、障害について学ぶために、校内でアイマスク

をつけて実際に歩く体験をしました。また、在宅看護について学ぶために、

専門学校へ行って、車イス体験等をしました。現場を経験している大学や

専門学校の先生から直接、教えてもらうことができ、現場を知る貴重な経験

となりました。さらに、医療現場の職種についての知識を得たり、看護や介

護の基本的な技術も身につけたりすることができました。洛東高校での授

業は医療従事者を目指す人にとても良い経験になると思います。

平成26年度 普通科総合選択制健康福祉コース卒業 藤井賀歩

（京都府立医科大学 医学部 看護学科）
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設置

学科等
全日制 普通科 学力伸長コース・総合探究コース

教育

目標
「正しく働き、正しく生きる」人間の育成

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

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

判断して決定。 年進級時に若干名のコース変更あり。

京都府立洛東高等学校

充実した

学校生活

地域とつながる

社会性の向上

洛東高校で

成長する自分

身だしなみ指導をはじめ、安全で

安心して成長できる環境づくり

地域に貢献する人間の育成

礼儀正しい行動をする人間の育成

進路補習の組織的な実施

個人の様々な受験形態に対応した指導

可能性を広げる多様な選択科目

学力伸長コース 総合探究コース

学力伸長コース

総合探究コース（下記系列から１つ選択）

 

年

２年

国公立大学、難関私立大

学への進学に対応した授

業を行います。

考える力を養成します。

・文系 ・理系

人文科学系 … 国語を重視し言語能力の向上を図ります。

医療科学系 … 福祉の心を培い、ｹｱﾏｲﾝﾄﾞの育成を図ります。

こども科学系…子どもの発達や社会との関わりについて学びます。

情報科学系 … 情報活用能力の向上を図ります。

スポーツ科学系 … 運動を分析し、競技力向上を図ります。

芸術造形系 … 豊かな発想力・観察力の育成を図ります。

専門的な内容にふれる選択科目を設置。進学もサポートします。

３年

総合選択制の流れをくむ教育システム 多様な選択科目を設置

進路実現に向

けた学力向上

公共施設を会場に演じる文化祭

ランブリング部、卓球部、野球部、

サッカー部、吹奏楽部、コーラス

部等を中心とした活発な部活動
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　　自律する人間の育成

学校概要 部活動 (平成27年度）

○全国大会での活躍

　　ベスト16

ソフトテニス部　インターハイ出場

○全日制課程（平成28年４月現在） 放送部　ＮＨＫ杯全国コンクール出場

普通科 披講研究部　全国伝統文化ﾌｪｽ出場

普通科（スポーツ総合専攻）
○創立 昭和59年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 　バトントワリング部　関西大会出場

学校生活 進路状況

○授業 すべて現役（のべ数）
　鳥羽式学び（学校で力をつける） H25年度 H26年度 H27年度
　冷泉流披講「鳥羽歌会」（春・秋） 国公立4年制大学
　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) 私立4年制大学
　課題解決型の「思考力コンテスト」 国公立・私立短期大学
○学校行事
　一泊研修（４月）
　遠足（４月）
　れんが祭（９月）、水泳大会（９月）
　鳥羽総体（10月）

○研修旅行（予定）
　　　シンガポール方面海外研修

　　　上海体育学院で研修
○制服
　新入生から制服が変わりました！
　伝統と革新が調和した鳥羽スタイル 地図

○トピックス

　　　◆近鉄東寺駅から徒歩８分、ＪＲ西大路駅から徒歩15分

　バレーボール部（男女）　近畿大会出場

　バドミントン部　近畿大会出場

　卓球部　近畿大会出場

専修・各種学校
就職

○関西・近畿大会での活躍

京都府立鳥羽高等学校

所在地　〒601-8449 京都市南区西九条大国町１

ウエイトリフティング部　　全国高校女子

　　ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会団体優勝

水泳部（水球）　全日本ジュニア水球競技

スーパーグローバルハイスクール

相撲部　全国選抜大会個人戦優勝

陸上競技部　８種競技インターハイ第２位

　（スポーツ総合専攻）

　（スポーツ総合専攻）

　　選手権大会京都府選抜準優勝

硬式野球部  全国高校野球選手権大会

　　　遠泳・ボードセーリング実習

　　　スキー実習、スケート実習
　　　野外活動実習、ゴルフ実習

英語教育スペシャリスト Caballero先生    

平成 年度卒業 山田敦生君 （東京大学文科一類１年生）

僕は塾や予備校には通わず、ワープロ部でゲーム

を作ったりして高校生活を楽しみながら東大現役合

格を果たしました。クラスの友達は志望校は違えど

勉強に真剣で、勉強の話や雑談をすることがモチ

ベーションになりました。僕は鳥羽高校が第一志望

で、入学時は東大なんて全く考えてもいませんでし

たが、鳥羽で与えられた課題をこなしていくうちに

実力がつき、高２の夏ごろから東大を意識し始め一

年半の勉強で合格することができました。勉強だけ

でなく色々なイベントのある学校の日常生活を楽し

みつつ合格できたのも鳥羽に入学したからこそで

すし、鳥羽を選んだ数年前の自分を褒めてあげた

いです！

 

卒業生からの 
メッセージ 

スーパーグローバルハイスクール 
In our classes together, I'd like you to 
learn to express your ideas and propose 
solutions concerning global issues that 
are also pertinent here in Kyoto. I want 
to know what you think!  
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設置

学科等
全日制

普通科 理数人文コース、文科スポーツコース、スポーツ総合専攻

グローバル科 予定

教育

目標

京二中から受け継ぐ質実剛健の校風を礎に、伝統と文化を学び、思考力・表現力・発信

力を育て、スポーツ分野を含むあらゆる分野で国際的に活躍できる人材の素養を育む

学
校
の
特
色

学力伸長と自律を実現する多様な学び

ＳＧＨの学びを深化させた新たな専門学科グローバル科（予定）

◆これからの時代を生き抜くために育む５つの力

価値創造力・協働力・突破力・寛容力・教養力

◆海外インターンシップ、海外研修、多文化交流

◆アクティブラーニングで育てる思考力・判断力・表現力

◆冷泉流和歌を詠み、代表作を披講

◆未生流笹岡による「花の哲学」講義とパフォーマンス

◆オリンピアン、プロアスリート、関取を輩出

◆徹底した文武両道による人格形成

◆３人に１人が１年間無遅刻・無欠席表彰（ 年度全学年）

◆互いを高め合える落ち着いた学習環境

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

年次･･･理数人文コースと文科スポーツコースは合格発表後の診断テスト（国・数・英）

と希望調査をもとに総合的に判断して決定します。

スポーツ

総合専攻

文科スポーツ

コース

グローバル科

予定

京都府立鳥羽高等学校

理

数

人

文

理数人文

コース

文系科目の学習 文系科目の学習 二
・
三
年
次

一
年
次

（申請予定）

グローバルな視野をもって社会に貢献する自律した人間

前期選抜・中期選抜前期選抜

理

数

文部科学省指定「スーパーグローバルハイスクール」 

平成 年

４月スタート 

人

文

日本文化の真髄にふれる学習 

世界・全国レベルの競技実績 

個を活かし、個を育てる集団 

未来を生き抜く幅広

い教養と深い専門性
質の高い学習で

身につける応用力 
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 

前期選抜

週 時間
（土曜授業含む） 

週 時間
（土曜授業含む） 

週 時間 週 時間 
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　　京都府立嵯峨野高等学校　　スーパーサイエンスハイスクール

　　　   スーパーグローバルハイスクール

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

●放送部

○文化系

○全日制課程(平成28年４月現在）

普通科

京都こすもす科 ○体育系

○創立 昭和25年４月

○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 154 156 146 456

女 172 173 183 528 進路状況
既卒生を含んだ合格状況（延べ数）

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
○授業 国公立4年制大学 187 186 197

（内　京都大学） 20 19 12
（内　大阪大学） 21 20 32
私立4年制・短期大学 689 730 793

16 8 9
○学校行事 0 0 0

67 77 69

○修学旅行

○制服

地図

◆JR太秦駅から徒歩５分、京福常盤駅下車すぐ

１年生の１月に４泊５日の日程でシンガポールに
研修旅行に行きます。現地高校生との交流や市
内観光、フィールドワークなどを行います。

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。

京都こすもす科は、普通科目を基礎として、それ
を深く発展させた専門教育を行います。京都大
学等と連携し、ラボやフィールドワークなど多様
な教育活動を展開します。普通科は、京都こす
もす科に準じた高度な授業を行います。 専修・各種学校

就職・公務員

４月に１年生はステップアップセミナーで高校生
としての基本的な心構えを学びます。２・３年生
は野外活動に出かけクラスの親睦を深めます。
９月に「とこのは祭(文化祭・体育祭)」を行いま
す。また、６月に演劇鑑賞、１月に古典芸能鑑賞
を実施します。

その他（進学準備）

平成27年度全国高等学校総合体育大会登山大会出場

写真
☆近畿大会出場

剣道・水泳・ソフトテニス・卓球・バトントワリング

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、ディスカッション、
ＪＲＣ（青少年赤十字）、囲碁同好会、
小倉百人一首かるた同好会

写真

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、空手道

●ワンダーフォーゲル部

所在地　〒616-8226 京都市右京区常盤段ノ上町15番地
Tel.075-871-0723　Fax.075-871-0724

☆全国大会出場

第62回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト出場

●将棋部・美術部

第39回全国高等学校総合文化祭出場

コンテストや資格試験にも積極的にチャレンジ！

僕は小学校の頃からやってきたサッカーを高校でも続け、学習と

両立させることを目標にして３年間過ごしました。嵯峨野高校には、

高い志を持った人が多くいて、学習面でも部活面でもたくさんの刺

激をもらうことができます。自分が壁にぶつかった時も励みになっ

たのはそのような友達の存在でした。

本校生徒は、アカデミックラボやスーパーサイエンスラボでの

活動や、授業を通じて身につけた力を、コンテストや資格試

験で発揮しています。

◎第９回全日本高校模擬国連大会出場

◎第10回科学地理オリンピック日本選手権 兼 第13回国際

地理オリンピック選抜大会 銅賞

◎実用英語技能検定 １級・準１級 合格

卒業生からのメッセージ

また、僕は入学した頃には、特に興味のある学問などありませんでしたが、嵯

峨野高校での様々な経験を通じて将来やりたいことを明確にすることができまし

た。みなさんもぜひ嵯峨野高校で一生ものの友達と出会い、自分のやりたいこ

とを見つけてみませんか。 （中村友哉 京都大学 工学部）
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設置
全日制 普通科 自然科学コース・人間科学コース

学科等 全日制 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）

教 育 京都から世界へ
目 標 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てます。

育てたいのは「志」です
◆最高水準の「知」の獲得
○高度で知的好奇心あふれる授業
○ラボ活動で知的感動を体験
○難関国立大学、国公立大学医学部にチャレンジ

◆世界に拓くＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）
○全校生徒を対象にした論理的学習プログラム
○京都大学・京都工芸繊維大学等と連携し、最先端の科学を探究
○グローバル時代に通用する英語スキルと豊かな国際性の育成

◆地球規模の視野を育むＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）
○京都大学・大阪大学等と連携した、グローバル課題についての探究
○アメリカ・カナダ等の海外パートナー校とのコラボレーション授業
○課題設定・解決能力の向上と英語でのポスターセッション

◆創造性を育む体験へのチャレンジ
○部活動加入率90％ －質の高い諸活動を通してリーダーを育成
○国内外のワークショップやコンテストで自らの可能性を追求
＜タイ・日本学生サイエンスフェア参加【主催タイ王国】（Ｈ２７）＞

１年 ▶▶▶ ２年 ▶▶▶ ３年

専
修
コ
｜ ★３年間一貫の高度な理数教育を行うコース

ス ○スーパーサイエンスラボ

[理系]

共
修

★自然科学を深化させ、トップレベルの学力を育成
コ
｜

◇自己の適性に応じた
[文系]

ス 進路をじっくり選択

◎アカデミックラボ ★人文・社会科学を深化させ、トップレベルの学力を育成

[理系]

★自然科学を深化させ、高度な学力を育成

[文系]◇京都こすもす科に
準じた教育内容

★人文・社会科学を深化させ、高度な学力を育成◎アカデミックラボ

コース
◇京都こすもす科の「専修コース」と「共修コース」は希望に基づき選抜時に決定します。

決定
◇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」は本人の希望及び学力・適性を考慮して決定します。

京
都
こ
す
も
す
科

普
通
科

文理共通の
カリキュラム

文理共通の
カリキュラム

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

京都府立嵯峨野高等学校

自然科学コース

人間科学系統

自然科学系統

自然科学系統専修

人間科学コース
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京都府立北嵯峨高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍(平成27年度)

・陸上競技部
　全国高等学校陸上競技選抜大会他　出場

・生物部

校舎写真 ・放送部

・男子バレーボール部
　国体出場（京都選抜メンバーとして）

○文化系
　吹奏楽・合唱・ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ・美術・書道・

　工芸・写真・演劇・放送・生物・文芸・

○全日制課程（平成28年４月現在） 　郷土研究・茶道・囲碁将棋・JRC・地学

　普通科 （人文科学コース　自然科学コース ○体育系
　　　　　　　文科科学コース   スポーツ科学コース） 　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（男女）・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（男女）・

○創立 昭和50年４月 　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男女）・ｿﾌﾄﾃﾆｽ（男女）・

　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（男女）・卓球（男女）・

○生徒数（平成28年５月現在） 　硬式野球（男）・ｻｯｶｰ（男）・

1年 2年 3年 計 　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ（女）・陸上競技（男女）・

男 155 164 180 499 　剣道（男女）・山岳（男女）

女 205 196 177 578 進路状況

『人を育て、心を育む』

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

※現役生の合格状況 （延べ数）

　日本学生科学賞　全国中央審査京都府代表選出

　NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ(ｱﾅｳﾝｽ部門)出場

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
○授業 国公立4年制大学 12 7 13

私立4年制大学 435 334 335
国公立・私立短期大学 29 39 21

97 91 98
○学校行事 2 2 3

一泊研修・校外研修・団体鑑賞・ 16 18 11
26 38 26

ごせます。

○修学旅行

○制服

地図

　 ◆京都バス・市バス大覚寺
○トピックス 　　　　　             徒歩5分

◆市バス嵯峨嵐山駅前

                       徒歩10分

◆JR嵯峨嵐山

                       徒歩12分

公務員
専修・各種学校・大学校

７限授業、進学補習

土曜は補習を実施しています。

※現役生の合格状況 （延べ数）

（長野県戸狩温泉スキー場）

伝統ある北嵯峨ブラウンを継承しながら

    洗練されたデザインにモデルチェンジ。

開校記念駅伝競走大会・大覚寺吟行句会

☆季節に応じた学校行事が多く、仲間

と協力しながら充実した学校生活を過

就職
その他学習合宿・文化祭・体育祭・

球技大会・高齢者福祉施設訪問・

１年スキー研修旅行

写

真

ー学校説明会ー
第1回 5月 8日（日）

第2回 9月17日（土）

第3回 11月20日（日）

第4回 12月10日（土）

平成23年度卒業生

山口 拓哉

兵庫教育大学

（西ノ京中学出身）

高校時:硬式野球部

北嵯峨高校を卒業して良かったことは、学力や体力はも

ちろんのこと、挨拶や言葉づかい、課題を解決するための

頑張り方といった今になっても必要な、人としての土台の

部分を成長させてもらえたことです。

北嵯峨高校で学んで、一番役に立ったことは、“しんど

さ”や“逆境”に立ち向かう経験を得られたことです。高校

生当時に努力を教わったからこそ、今また教育の舞台に

戻りたいと思うことができます。

高校生活はきっと楽しいことばかりではありませんが、

北嵯峨はそれを時に厳しく、時に優しく支えてくださる先生

ばかりです。そして共に頑張れるたくさんの仲間がいます。

ぜひ皆さんも北嵯峨で大きく成長してください。

卒業生からのメッセージ
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設置 

学科等 
全日制 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 

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」教育を目指しています。 

学
校
の
特
色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

クラス

決定 
１年次・・・合格発表後の診断テスト（英・数・国）と希望調査を総合的に判断して決定 

  

人を育て、心を育む 

確かな学力の定着を図り、夢や希望の実現に向

けて“未来への扉を開く力”を身につけます。 

 歴史的・文化的環境を活かした特色ある授業 

 ICT機器を活用したアクティブラーニングの推進 

 学習合宿、長期休業中及び土曜日のセミナーによ

る自学自習習慣の確立 

独創質実 独創質実 

京都府立北嵯峨高等学校 

人を育て、心を育む 

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  

部活動との両立を図り、ハイレベルな学習に取り組みな

がら、国公立大学や私立大学文系への進学を目指します。 

部活動との両立を図り、ハイレベルな学習に取り組みな

がら、国公立大学や私立大学理系への進学を目指します。                                                                  

学習と部活動との両立を図り幅広い進路に対応できる基礎

学力を築き、文系 4年制大学及び多様な進路実現を目指しま

す。 

入学後のクラス選択と第２学年進級時のコース選択により、生徒のニーズに合わせたコース選択が可能 

スポーツ科学コース 

周りの人と協力・共生することで人や社会と 

“つながる力”を身につけます。 

スポーツ教育をベースに人格の形成を図り、文系・体育

系 4年制大学進路実現を目指します。 

部活動や学校生活における様々な活動を通し

て、何事にも“挑戦する力”を身につけます。 

 様々なコンテストやコンクールに挑戦 

 文化部・運動部とも、ほとんどの部活動が全国

大会を目標 

 部活動で身につけた力を学習面で活用 

 校外研修・文化祭・体育祭・球技大会・スキー研修旅

行・駅伝大会等、集団で取り組む活動が充実 

 嵯峨嵐山・有栖川の清掃ボランティア活動 

 高齢者福祉総合施設訪問による高齢者の方々と交流 

歴史的風土特別保存地区に隣接する恵まれた歴史的・文化的環境の中で

四季のうつろいを感じながら、高校生活を過ごすことができます。 

 

日本を代表する歴史的・文化的環境 

英知 

共生 挑戦 
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京都府立桂高等学校（SSH指定校）

学校概要 部活動
○活躍する部活動

○文化系

○体育系

○創立　 昭和23年４月

○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

※現役生の進路状況

学校生活
○授業

○学校行事

○修学旅行

○制服

○トピックス 地図

◆阪急桂駅から徒歩10分，JR桂川駅から徒歩20分

「地域に根ざし地域に愛される学校」

国公立4年制大学

○全日制課程（平成28年４月現在）

所在地　〒615-8102　京都市西京区川島松ノ木本町27
　　　　　Tel.075-391-2151   Fax.075-391-2153

　美術、吹奏楽(写真)、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、
クリエイト
　また農業系として､草花､野菜､
バイオテクノロジー、情報処理

　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
スト等あります。

　陸上競技部、ラグビー部、弓道
部、放送部が全国大会に出場して
います。また、バトミントン部が近
畿大会に出場しています。

　　  普通科（理数研究・人文研究コース、文理コース）
　　  植物クリエイト科　園芸ビジネス科

関西大・関西学院大・
同志社大・立命館大

　全学科で土曜授業（年間17回）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を展
開しています。

　野外活動は６月頃、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(写真)。その他、文化祭、
体育祭、芸術鑑賞があります。

　28年度は２年生の１月下旬に実施
し、スキーと札幌観光をします。北海道
の大自然を満喫します。

41人（年間・延べ数）

　陸上競技、ラグビー(写真)、サッ
カー、野球、ハンドボール、卓球、
バドミントン、弓道、柔道、剣道、バ
レーボール（男女）、バスケット
ボール（男女）、テニス、ソフトテニ
ス

京都産業大学・近畿大学・
龍谷大学・佛教大学

109人（年間・延べ数）

3年間（H25～H27）平均

10人（年間・実数） 　

         ■ 卒業生からのメッセージ

年度卒 石平 あんりさん

京都府立大学 生命環境学部

農学生命科学科

桂高校専門学科での３年間は本当に充実していました。私は植物や

農業への興味から植物クリエイト科への入学を決めましたが、当初の想

像をはるかに超える、他の学校や普通科ではできなかったであろう特別

な経験を沢山させていただきました。特に という課題研究授業は、

大学のゼミ形式の授業で、興味のある研究班を選択して約２年間研究活

動に励みます。私はノシバの研究班に所属し、東北地方での復興支援な

ど大きな研究に携わることができました。毎日の活動では大変なことも

ありましたが、全力で取り組んできたことは大学入試でのアピールポイ

ントとしても活かされ、自分の大きな財産になったと思います。

第３回 課題研究成果発表会

専門学科では、将来の科学者を育成する

「TAFS」というプログラムがあり、それぞれの班

に分かれて研究活動を実施しています。全国

の高校からの参加者を交えて行われ、それぞ

れの研究班（専門学科 班・普通科 班）が、

プレゼンテーション及びポスターセッションの

形式で研究発表をしました。 
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設置

学科等

全日制 普通科 ●理数研究コース ●人文研究コース ●文理コース

全日制 専門学科 ●植物クリエイト科 ●園芸ビジネス科

教育

目標

学力の向上と調和のとれた人格の育成

―知・徳・体のバランスのとれた学校をめざします－

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定
合格発表後、入学前の診断テスト（国・数・英）と希望調査を総合的に判断して決定

指定で研究活動充実

土曜授業を全校体制で実施

部活動が全国大会へ

単位で

充実した授業

授業や補習で

入試問題演習も

国
公
立
大
学

平日は６限まで

部活動時間確保

希望進路に応じて
科目選択可能

難
関
私
立
大
学

英語教育の充実

国際コンテスト

普通科目も充実

様々な進路に対応

四
年
制
大
学

■週 時間の理数研究・人文研究コースの設置 

■大学研究室スタイルでの授業（TAFS） 「学術英語」など英語で科学教育 

■昨年度：陸上競技部・弓道部が全国総体、放送部が全総文に参加  

※２年生で文系理系の選択 

理数研究

京都府立桂高等学校

人文研究

文理

植物ｸﾘｴｲﾄ

園芸ﾋﾞｼﾞﾈｽ
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京都府立洛西高等学校
   　　　 宿せ！『 明朗なる真昼の精神 』

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍（平成27年度）

　・全国大会出場 書道 写真

　・近畿大会出場 体操

　・関西大会出場 吹奏楽
校舎写真 ○文化系

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

○全日制課程（平成28年４月現在） 食べ物文化研究会

１年　    
２年 ○体育系

３年 硬式野球 陸上競技
○創立 昭和 54 年 10 月 ラグビー 　テニス

ハンドボール
○生徒数（平成28年５月１日現在） 体操   卓球

1年 2年 3年 計 バスケットボール
男 164 185 194 543 柔道   剣道

女 156 172 160 488 進路状況

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学 61（7） 52(7) 46(4)

○授業 私立4年制大学 468（42） 544(51) 545(25)
国公立・私立短期大学 40 38 21

77 66 56
2 1 2
8 11 7

○学校行事 46 31 35
遠足 ４月28日（木）

　・体育祭

　・文化祭

（１年生）

○制服 地図
　グレーを基調とした落ち着いた制服です。

○トピックス

　授業が勝負。開始のベルとともに始まる
質の高い授業を軸に学力を育むのが洛西
高校です。落ち着きのある文化的な学習環
境で学ぶことができます。

専修・各種学校
公務員
就職

　平成29年１月24日(火)～１月27日(金)

その他

洛西フェスティバル
９月27日(火)
９月５日(月）～７日（水）

　・オープン文化祭 ９月10日（土）

○修学旅行（スキー研修）
長野県　北志賀高原

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　〒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

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

　　　　　卓球、ソフトテニス　

普通科（発展クラス･標準クラス） イラストレーション　インターアクト

普通科（人文発展･標準クラス、理数発展クラス）

普通科（人文発展・標準クラス・理数発展クラス）

※既卒生を含んだ合格状況（延べ数）、(　）内は既卒生

　　女子ソフトボール

　　サッカー
　　ソフトテニス

　　女子バレーボール

　　バドミントン

磯部 慎之介

ＪＲ桂川駅から市バス西４系統､ヤサカバス②系統等で約18分
阪急桂駅西口駅から市バス西２系統で約20分
阪急洛西口駅から市バス西４系統､ヤサカバス等で約15分

卒業生からの

メッセージ

洛西高校は学習と部活動の両面において頑

張っている学校です。文武両道を可能にするた

めに私が特に心掛けていたことは復習です。私

は何か特別な勉強をしていたわけではありませ

んし、特別に何か必要ではないと思います。学

校での毎日の授業や課題、予習や復習といった

基本的なことを地道に続けることが進路実現へ

の近道になる、と洛西で教わり実践しただけで

す。洛西で充実した高校生活を楽しんでほしい

です。皆さんを応援しています。平成27年度卒業生

神戸大学 理学部 数学科 １回生（コーラス部）

グローバルネットワーク京都

での取組が結実！
平成28年２月、京都府立大学で開催さ

れた「グローバルネットワーク京都交流

会」において、英語によるプレゼンテー

ションを情感豊かに披露し、みごと最優

秀賞を受賞しました。
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設置

学科等
全日制 普通科 理数コース（発展）・人文コース（発展･標準）

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も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。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

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

京都府立洛西高等学校

落ち着いた学習環境 規律ある学校生活 充実･感動の行事

洛西スタイル

発展クラス・標準クラス

部活動は発展・標準とも一斉に開始

目指す進路 （国公立大学・私立大学 等）

理数コース

発 展

人文コース

発 展・標 準

コ
ー
ス
選
択

「明朗なる の精神」真昼

時間授業を発展・標準ともに実施

１年次

２年次

３年次

～公正明朗な校風のもとで、かげりのない充実した高校生活を～

ハイレベルな指導で、理系の

国公立大学現役合格を実現

学 習

可能性を最大限に伸ばし、文系の国公立・

私立大学現役合格を実現

質の高い授業で希望進路を実現する教育システム

部活動 行 事

進
路
決
定
へ

共通カリキュラムで週３４時間授業 土曜授業実施

 

２年次は、理数コース・人文コースとも週３４時間授業 土曜授業実施

～１人１人が学習、部活動、

 行事をすべてがんばる～
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学校概要 部活動
○活躍する部活動

〈昨年度、近畿/全国大会出場〉

弓道・卓球・陸上競技・山岳

将棋・グローバルサイエンス・美術

校舎写真 ○文化系

吹奏楽・グローバルサイエンス・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・ボランティア同好会

○体育系

硬式野球・軟式野球・テニス・ソフトテニス

○全日制課程（平成28年４月現在）　　普通科・自然科学科 陸上競技・卓球・バドミントン・バレーボール

○創立 昭和23年10月 バスケットボール・ハンドボール・サッカー

○生徒数（平成28年５月１日現在） ラグビー・剣道・柔道・弓道・山岳

1年 2年 3年 計
男 進路状況
女 ※現役生の合格状況（延べ数）

H25年度 H26年度 H27年度

学校生活 国公立4年制大学
○授業・補習 私立4年制大学
平日は水曜日を除いて、７限授業実施（普通科/自然科学科） 国公立・私立短期大学
土曜授業/補習・難関大補習・センター試験対策補習など実施

○学校行事
1,2,3年遠足、1年自 Camp(4月)

球技大会、三者面談(6月)

芸術鑑賞、1年自 Science English Camp(7月)

1年普 GP/SS Camp、夏期補習(7月)

文化祭、体育祭(9月)、2年自 課題研究発表、冬期補習(12月)

2年普 課題研究発表(1月)、1年自 課題研究発表(2月)

1年普 GS BASIC発表会(2月)、1年普 グアム研修旅行(3月)

○修学旅行
　普  通  科 　－沖縄研修（３泊４日、２年生10月）   　

　自然科学科 －オーストラリア研修（ｼﾄﾞﾆｰ方面　５泊６日、２年生10月）　　

○制服 地図
　（男子）上着・ネクタイ・カッター・ズボン

　（女子）上着・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

  　◆近鉄・京阪丹波橋駅から徒歩5分／JR奈良線桃山駅から徒歩8分

　京都府立桃山高等学校

所在地　〒612-0063 京都市伏見区桃山毛利長門東町８
　　　　　　　　　　　　　　Tel.075-601-8387  Fax.075-601-8388

　　　夢・感動・挑戦　～君のステージがここにある～

卒業生からのメッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

皆さんは桃山高校に対してどのような印象を持っています

か？桃山高校では、個性的なクラスメイトに出会えます。｢物理

が一流｣、｢英語大好き｣、｢毎日元気一杯｣などあげたらきりが

ありません。多くの仲間たちと楽しい毎日を過ごすことができる

と思います。もちろん、勉強のレベルは高く、進度も速いですが、

部活動、研修旅行や国際交流など、楽しい活動も盛りだくさん

です。私も様々な行事に積極的に参加しましたが、外国の高

校生と交流し、日本を世界的な視点で実感できたことは今でも

忘れられません。勉強との両立は大変ですが、悩みや不安な

ことがあっても先生方が全力でサポートしてくださいます。 
｢やりきった！｣ ３年後にはそう気持ちよく言えるのが、ここ桃

山高校です。中学生の皆さんも是非、桃山高校で充実した３年

間を過ごしてください。 
 

（平成 年度卒業生 京都大学在学中 于 再治） 

写真 
写真 

満足度の高い 学校説明会
 
第１回 ９月 ３日（土）〈自然科学科〉 

第２回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉 

第３回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉 

第４回 月 日（土）〈自然科学科入試説明会〉 

第５回 月 日（土）〈個別相談会〉 
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設置

学科等

全日制 普通科
１年：文理系 ＧＰ コース

ＳＳ コース
２、３年：文系コース・理系コース

全日制 自然科学科

教育

目標

★知・徳・体の調和のとれた人格形成 ★新時代をリードする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 ■ スーパーサイエンスハイスクール ２期目

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

【普通科】主に国公立大及び難関私立大進学を目指す。週４回の７限授業、土曜補習 、 年

◆１年 文理系 ＧＰ・ＳＳコース

※ＧＰ・ＳＳコースともに、同一のカリキュラムを設定し、ＧＰコースはグローバルな視野を養うことを目標に、

ＳＳコースはサイエンスリテラシーを養成することを目標にした高大連携事業、講演、イベントに参加します。

◆２、３年 文系・理系コース

※文系・理系コースは、それぞれ異なるカリキュラムを設定しています。

【自然科学科】週４回の７限授業、土曜日の４限授業 、 年

◆ 事業の中核となり、研究者としての基礎を習得しつつ、将来の大学院進学も視野に

入れ、主に理系の難関国公立大進学を目指す。

コース

クラス

決定

【普通科】

◇１年…合格発表後の希望調査等により決定

◇２年以降の文系・理系コース…進路希望と学習状況を総合的に判断して決定

京都府立桃山高等学校

ワンランク上の文武両道

 

・プロフェッショナルな授業 
・進学補習による強力なサポート 
・質の高い集団での部活動 

先進的な の取組

 
世紀型能力育成のために 

・探究型融合教科の設定 
・ 大学との高大連携 

満足度の高い学校行事

 
・球技大会・文化祭・体育祭・遠足 
・１年 自然科学科キャンプ 
・沖縄・グアム研修旅行（普通科） 
・オーストラリア研修旅行（自然科学科） 

 

五つ星の快適な通学環境

 
・近鉄/京阪 丹波橋駅から徒歩５分 

・ 桃山駅から徒歩８分 
出町柳駅から約 分 長岡京駅から約 分

新田辺駅から約 分 山科駅から約 分

 

  通学しやすい文武両道の進学校が桃高です。
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Toryo senior high school 
京都府立東稜高等学校　
　真の自己実現にTRY ～夢に向かって私たちの未来は∞（無限大）～

所在地 〒601-1326 京都市伏見区醍醐新町裏町25-1　

○全国大会等の活躍

○全日制課程(平成28年４月現在） ○文化系

○創立 昭和52年１月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 ○体育系
女

○特色ある授業

※現役生の進路状況（進路先別実数）

H26年度 H27年度

国公立4年制大学

○学校行事 国公立・私立短期大学

○修学旅行

○制服

○トピックス

「遠足」（５月）、「生徒総会」（５月）
「東稜祭・文化の部」（９月）（１年：教室発
表、２年：ダンスパフォーマンス、３年：演劇
の上演）
「東稜祭・体育の部」(10月)
「学習合宿」（１年：夏季休業）
「夏季・冬季進学補習」（２・３年）

普通科（アカデミーコース　  キャリアコース　  総合コース）

H25年度

スキー研修旅行（１年）
２月に、信州方面にてスキー研修を実施し
ます。驚くほど上達し、ナイタースキーも全
員が体験します。

ブレザー､カッターシャツ､ズボン(女子:ス
カート・ズボンも可)､ネクタイ・リボン､ベス
ト･セーター(２種類)

高大連携授業（サイエンスリサーチシリー
ズ、ヒューマンリサーチシリーズ）や保育・
福祉サポート体験学習、スポーツ健康科学
体験学習、法教育講座シリーズ等、類型・
コースごとに、多様な教育プログラムに取
り組みます。 私立4年制大学

学校概要 部活動

学校生活

囲碁将棋部　第51回全国高等学校
　　　　　　　　　 将棋選手権大会出場

第91回日本選手権水泳競技大会
 シンクロナイズドスイミング競技　出場

国際協力中学生・高校生
 エッセイコンテスト2015　会長賞受賞

理科部、演劇部、書道部、ＥＳＳ、
美術部、フォークソング研究会、
囲碁将棋部、吹奏楽部、
放送部、茶道部、MyDo(学習)クラブ

第69回近畿高等学校卓球選手権大会
　　　　　　　　　　　女子ダブルス　出場

サッカー部、バドミントン部、
女子ハンドボール部、テニス部、
女子ソフトテニス部、陸上競技部、
硬式野球部、男女バスケットボール部、
男女バレーボール部、剣道部、卓球部

地図

その他

専修・各種学校
公務員
就職

進路状況

行事など何事にも熱く取り組む先生方の

姿勢を見て、私たちも一致団結し、何事

にも全力で取り組むことができました。

私は部活の部長を務めていたので、文武

両道ができるのか不安でしたが、先生方

の丁寧で手厚い御指導もあり、第一志望

の大学に合格することができました。部

活も勉強も全力で取り組める環境の整っ

た東稜高校に入学してよかったです。友

達や部活仲間だけでなく，先生方にも遠

慮無く頼れる東稜高校で３年間を過ごせ

たことを大学生になった今でも誇りに

思っています。

卒業生からのメッセージ 

佐々木 友香 さん 
 （京都教育学大学教育学部１年） 

～多方面から 
  アクセスできます～ 
◆最寄り駅◆ 
◎地下鉄「小野」、「醍醐」 
より徒歩１２分 
◎京阪バス「醍醐新町」 
より徒歩１分 
・「山科駅」より「六地蔵」 
行き〈２２系統〉〈２２Ａ〉 
・「六地蔵」より「山科駅」 
行き〈２２〉〈２２Ａ〉 

森本 亜矢 さん（第１学年アカデミーコース・大宅中学出身）  

40年あまりの伝
統ある東稜高校

に入学できてた

いへんうれしい

です。早く夢を見

つけてその夢に

向かって頑張り

ます。 

東稜高校に入学して一番強く印

象に残っていることは、先生方の

手厚い指導です。勉強だけでなく

新入生よりヒトコト 
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設置

学科等
全日制 普通科 アカデミーコース・キャリアコース・総合コース

教育

目標

「ＴＲＹ：Ｔ Ｒ Ｙ （真の自己実現）」を合言葉に、生徒一人一人の

夢を実現するための３つの力を育み、社会に貢献できる人間の育成を目指します。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決 定

１年次、前期・中期選抜の全合格者に対し、診断テスト（国・数・英）を行い希望調査とあわせ総合

的に判断し決定する。キャリアコースについては、２年次に総合コースより再度募集する。

東稜高校が応援する３つの力 

人 文 コ ー ス

文 系 進 学

保育・看護・福祉系、健康・スポーツ系、

４年制文系大学進学など、明確な目的を持つ

人のためのコースです。

自己形成能力や人間関係形成能力の育成

に重点を置いた学習活動に取り組みます。

キャリアコース
通常授業＋土曜学習クラブ

（※土曜日実施の自主学習

部活動）

ＴＲＹ その１「質の高い学力」

自ら学ぶ力・使いこなす学力の育成を目指す、基礎力・活用力の育成

総 合 コ ー ス
通常授業＋土曜学習クラブ

（※土曜日実施の自主学習

部活動）

ＴＲＹ その２「信頼される人間力」

礼儀と規律、思いやりをもって人とつながり、真に自己実現できる力の育成

ＴＲＹ その３「社会に貢献できる力」

夢に向かって、自らの能力を最大限に伸ばし、地域社会に貢献できる力の育成

高い学習意欲と４年制大学進学の目標を

持つ人のためのコースです。

学究的な特別プログラムを用意しており、

国公立大学・難関私大進学の合格を目指し

ます。

理 数 コ ー ス

理 系 進 学

ライフサポート

看護･福祉･幼児教育系進学

アカデミーコース

通常授業＋土曜授業

隔週 ＋土曜学習クラブ

総 合

文系進学・就職

■キャリア教育の推進
“真の自己実現”に向けて、「質の高い学力」と

「人間力」を育成する。

京都府立東稜高等学校

■地域と共に育つ学校
積極的に地域と関わりながら、魅力ある

人づくり、街づくりに貢献する。

■確かな進路実現
多彩な教育プログラムを通して、国公立大学進学

など、個に応じた進路実現をサポートする。

＜１年次＞ ＜２・３年次＞

確かな学力の定着を図り、個に応じた進路

に対応します。

希望と適性により、２年次からキャリアコ

ースへ編入できます。

ライフスポーツ

健康・スポーツ系・文系進学

無限大
東稜高校が目指す教育 ～夢に向かって私たちの未来は ～
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京都府立洛水高等学校

学校概要 部活動
●全国大会等の活躍

●体育系

○全日制課程（平成28年４月現在）
普通科

○創立 昭和53年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

進路状況
1年 2年 3年 計

男
女

学校生活
●授業

写真

●学校行事

●修学旅行

●制服

地図

●トピックス

女子バレーボール部・ラグビー部
馬術部・サッカー部・バドミントン部
硬式野球部・テニス部・ソフトテニス部
女子ソフトボール部・陸上競技部
バスケットボール部・剣道部
女子ラクロス部・卓球部

◆京阪中書島駅から
市バス20（南横大路・
京阪淀行き）府道横
大路・洛水高校前下
車すぐ
◆京阪中書島駅から
市バス81・22・南3・
19・南5・105・南8　横
大路車庫下車10分
◆京都駅から市バス
81・19　横大路車庫
下車10分

自主・自律・挑戦

所在地　〒612-8283 京都市伏見区横大路向ヒ18

文化祭を中心に体育祭・遠足・研修旅行な
ど自主的・積極的にクラスが団結して取り
組む伝統があり、充実した学校生活の一助
となっています。

２年生の６月に北海道へ。
北海道の雄大な自然や文化の体験とコー
ス別キャリア研修を実施します。

サックスブルーのカッターシャツに、上着は
濃紺色のブレザー。男子ズボンはグレン
チェックのスラックス。女子のスカートは、紺
色タータンチェックのプリーツスカートです
が、スラックスも選択できます。

基礎・基本の徹底を第一目標に据え、中学
時代の学び直しも取り入れ、ICT機器を活
用するなどわかる授業の実践に取り組んで
います。また、授業以外の補習・補充の充
実も図っています。

吹奏楽部・軽音楽部・茶道部
書道部・放送部・コーラス部
ボランティア部・美術部
写真部・英語部

馬術部　インターハイ個人５位・
団体戦出場

●文化系

昨年度の進路実績
　大学　31.6%、短大 7.3%、専修・各種学校 31.1%
　就職（公務員含む）  19.9%、進学準備　2.9%、その他　7.3%
昨年度の主な進路先
　京都産業大学　龍谷大学　同志社女子大学　京都女子大学
　佛教大学　京都橘大学　京都学園大学　帝塚山大学
　大谷大学　びわこ成蹊スポーツ大学　京都文教短期大学
　華頂短期大学　京都光華女子大学短期大学部
　京都府職員　自衛隊　日本郵便　いかがく　伏見稲荷大社

卒業生からのメッセージ 

●キャリア教育の取組が「文部科学大臣表彰」を受賞しました。 
●学校説明会・学校公開等の日程（予定）

学校説明会： ６月 日（土）

学校公開 ： ８月 日（土）、 月１日（土）

入試説明会： 月５日（土）

 京都産業大学文化学部国際文化学科 
  
    洛水高校で私は、たくさんの人に支えられ充実した高校

生活を送ることができました。 
    部活動などを通して得た友達はそれぞれの進路へ向け

て励まし合える良い仲間となり、周りで皆が頑張る姿を見

ると、頑張らなければならないと、やる気をもらいました。

また、土曜学習会など私一人の力では続けられなかった

ようなことも先生方に支えていただき、進路実現へと繋げ

ることができたと思います。  
平成 年度卒業生  

１

京
阪
国
道

外環状線

中書島

淀
京都競馬場

洛

水

高

校

大手筋

市バス

洛水高校前

市バス
横大路

車庫前
市バス

府道横大路

新
堀
川
通

８
号
京
都
線

阪
神
高
速

伏見桃山

 
 

校章 
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設置

学科等
全日制 普通科

１ 年 次 ソフィアクラス、フロンティアクラス

２・３年次 ソフィアコース、フロンティアコース、スペシャリストコース、

ビジネスコース、ヒューマンコース（３年次）

教育

目標

自主・自律・挑戦の校是に基づき、自らの意志で、自らを高め、新しいことに挑戦する人間の

育成を目指す

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

１年次・・・合格発表後の学力診断テスト（国・数・英）と進路希望調査を総合的に判断して

クラスを決定します。

京都府立洛水高等学校

年

年

ソフィア

コース

（国公立・難関

私立大学進学）

フロンティア
コース

（大学・短期

大学進学）

スペシャリスト

コース

（専門・各種

学校進学）

ビジネス

コース

（一般企業・

公務員就職）

ヒューマン

コース

３年

進路希望に応じた多彩なコース 

洛水 （ネプシー）始動！

※ ヒューマンコース･･･保育・福祉・看護・医療をめざす人に３年次看護体験、

介護体験、保育実習等の実施と専門分野の基本を学び進路実現につなげます。 

年

ネプシー とは、 の で

＆

に！

「総合的な学習の時間」を中心にカリキュラムに

位置付けた系統的・体系的な学習により社会参加・貢

献を実践し、生きる力の育成を図ります。

・入学生オリエンテーション

・

・ ・カタリ場 ・防災教育

・ 講習 ・ 講話

・命の学習 ・分野別職業調べ など

様々な学習とコース別学習カリキュラム

との連動により、充実した高校生活と進

路実現を図ります。

本校は、キャリア教育の取組が評価され、「文部科学大

臣表彰」を受けました。

   

習熟度別クラス編成＋英語・数学は習熟度別少人数講座編成

 
ソフィアクラス

 

フロンティアクラス
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京都府立京都すばる高等学校
"スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールへ !！"

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍
・情報処理部　・簿記部　・ワープロ部

○近畿・関西大会等の活躍

・女子バスケットボール部　・吹奏楽部　

・卓球部　・テニス部　・ホッケー部

○文化系
・簿記　　・情報処理　　・ワープロ

・放送　・吹奏楽　・ESS 　・珠算

・茶・華道　　・情報デザイン

○体育系
○全日制課程(平成28年４月現在） ・陸上競技　・女子バスケットボール

　　商業に関する学科　<会計科・企画科・ビジネス探求科> ・卓球　・テニス ・男子バレーボール

・女子バレーボール　・ホッケー　

○創立 昭和6 年 月 ・女子バドミントン　・女子ソフトボール　

○生徒数 （平成28年５月１日現在） ・サッカー　・女子ハンドボール　

1年 2年 3年 計 ・硬式野球　・バトントワリング

男
女 進路状況

※現役生の進路状況（進路先別実数）

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学

○授業 私立4年制大学
・会計科：「ﾌｧｲﾅﾝｽ」金融機関との産学連携 国公立・私立短期大学
・企画科：「プランニング」商品開発

・ビジネス探求科：「京都探求」ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ

・情報科学科：「ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

○学校行事
・新入生一泊研修（４月下旬）

・遠足（４月下旬）

・球技大会（６月上旬） ・体育祭（９月下旬）

・販売学習京都すばるデパート(11月中旬)

○研修旅行

地図

○トピックス

         所在地　〒612-8156 京都市伏見区向島西定請120

専修・各種学校

　　情報に関する学科　<情報科学科>

　長野県民宿泊農業
体験と東京研修を実
施。

就職
公務員

その他(含留学）

卒業生からのメッセージ 虎谷 章 さん

京都府初！ 京都すばる高等学校が文部科学省から

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール に指定！

～サイバー犯罪捜査官、企業情報管理担当者、ホワイトハッカーを育成～

高い情報技術と倫理観を持った人材を発
掘・育成するため、卓越した取組を進める最

先端技術を有し、社会貢献を実践されている
企業や京都府警本部サイバー犯罪対策課、
京都大学学術情報メディアセンター、立命館

大学情報理工学部等との連携のもと研究を
進めます。

 平成 年度 情報科学科卒  
 京都産業大学 コンピュータ理工学部卒 
 Sky株式会社勤務  
 

 京都すばる高校で取得できる資格は自分の力
となり、将来、進学し社会人となってもその大きさ
を実感すると思います。 

 同じ専門分野を学ぶ友人や仲間との協調作業
といった社会人となった今でも大切にできるもの
もこの学校で得ることができました。 

和装でのフィールドワーク 

◆近鉄向島駅から西へ徒歩10分 
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教
育
シ
ス
テ
ム

社会が求めるすばるの四学科

●『会計科』

会社の状態や人生を数値やデータから見つめる

ビジネス「感覚」を学びます。

●『企画科』

人の暮らしに新しい「価値」を提案する方法を

学びます。

●『ビジネス探求科』

世界都市「京都」をもっと元気にするための方

法を学びます。

●『情報科学科』

コンピュータについて学び、｢情報」社会を

リードするための方法を学びます。

コース

決定
会計科は、１年次に希望調査を実施し、２年次から２つのコースに分かれます。

設置

学科等
全日制

会計科 キャリアコース・ファイナンスコース（ 年次から）

企画科

ビジネス探求科

情報科学科

教育

目標

１ 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間を形成する。

２ 主体的、継続的に学ぶ意欲を持ち深い専門性を備えた人間を形成する。

３ 創造力と豊かな国際感覚を持ち社会に貢献できる人間を形成する。

学
校
の
特
色

本当に大切なことがここにはある

●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。

生活の糧

生きがい

社会貢献

京都府立京都すばる高等学校

働くことの目的

幸せな人生のために
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京都府立向陽高等学校

○全国大会等の活躍

○文化系

○体育系

○創立 昭和50年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男

女

○授業 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

○学校行事
（６クラス） （６クラス） （５クラス）

○研修旅行

○制服

近郊地図

○トピックス

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

学校概要 部活動

　遠足（全学年・４月）
　団体鑑賞（２年・２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

○全日制課程（平成28年４月現在）
            普通科

全国高校総体出場
　体操競技部（新体操）22･26年度
  自転車競技部23･24･25･26･27年度
　　＊25年度スクラッチ優勝
全国高校総合文化祭出場
　囲碁将棋部21･24･25年度
　合唱部26･27年度

吹奏楽部、美術部、写真部、放送部
自然科学部、フォークソング部
囲碁･将棋部、書道部、華道部
演劇部、パソコン部、合唱部、英語部

陸上競技部、体操競技部、テニス部
卓球部、バドミントン部、ラグビー部
サッカー部(男･女)、バレーボール部
ハンドボール部、バスケットボール部
硬式野球部、自転車競技部
ワンダーフォーゲル部、ダンス部

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（看護・医療系）

専修・各種学校（その他）

地図

公務員・就職

　男子：指定のブレザー、ズボン、
　　　　　カッターシャツ、ネクタイ
　女子：指定のブレザー、
　　　　　スカートまたはズボン、
　　　　　ブラウス、ネクタイ

写真

　習熟度別授業や少人数講座で、一人ひと
りを大切にした教科指導を行っています。
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。

写真

学校生活

写真

進路状況

写真

専門学科等の授
業風景

  第２学年の秋に海外研修(台湾方面）を実
施しています。

進路先（現役生の延べ数）

卒業生からのメッセージ

写真

向陽高校では勉強と部活動（陸上部）を
両立させました。朝早くから夜遅くまで、
決してあきらめずに毎日精一杯頑張っ
た結果、現役合格できました。

生徒用 を活用しています！
電子黒板等の他の 機器をアク
ティブ・ラーニング型授業で活用す
るほか、特別活動・部活動等でも
積極的に利用しています。大変見
やすくわかりやすいと評判です。

九州工業大学 工学部 野木 侃

◆阪急西向日駅から徒歩約13分
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京都府立向陽高等学校

○全国大会等の活躍

○文化系

○体育系

○創立 昭和50年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男

女

○授業 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

○学校行事
（６クラス） （６クラス） （５クラス）

○研修旅行

○制服

近郊地図

○トピックス

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

学校概要 部活動

　遠足（全学年・４月）
　団体鑑賞（２年・２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

○全日制課程（平成28年４月現在）
            普通科

全国高校総体出場
　体操競技部（新体操）22･26年度
  自転車競技部23･24･25･26･27年度
　　＊25年度スクラッチ優勝
全国高校総合文化祭出場
　囲碁将棋部21･24･25年度
　合唱部26･27年度

吹奏楽部、美術部、写真部、放送部
自然科学部、フォークソング部
囲碁･将棋部、書道部、華道部
演劇部、パソコン部、合唱部、英語部

陸上競技部、体操競技部、テニス部
卓球部、バドミントン部、ラグビー部
サッカー部(男･女)、バレーボール部
ハンドボール部、バスケットボール部
硬式野球部、自転車競技部
ワンダーフォーゲル部、ダンス部

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（看護・医療系）

専修・各種学校（その他）

地図

公務員・就職

　男子：指定のブレザー、ズボン、
　　　　　カッターシャツ、ネクタイ
　女子：指定のブレザー、
　　　　　スカートまたはズボン、
　　　　　ブラウス、ネクタイ

写真

　習熟度別授業や少人数講座で、一人ひと
りを大切にした教科指導を行っています。
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。

写真

学校生活

写真

進路状況

写真

専門学科等の授
業風景

  第２学年の秋に海外研修(台湾方面）を実
施しています。

進路先（現役生の延べ数）

卒業生からのメッセージ

写真

向陽高校では勉強と部活動（陸上部）を
両立させました。朝早くから夜遅くまで、
決してあきらめずに毎日精一杯頑張っ
た結果、現役合格できました。

生徒用 を活用しています！
電子黒板等の他の 機器をアク
ティブ・ラーニング型授業で活用す
るほか、特別活動・部活動等でも
積極的に利用しています。大変見
やすくわかりやすいと評判です。

九州工業大学 工学部 野木 侃

◆阪急西向日駅から徒歩約13分

設置

学科等
全日制 普通科 文理コース・文系コース

教育

目標

様々な教育活動を通して

① 将来への夢や目標を設定し、その達成、実現に向けてあきらめないで努力する生徒を育成する。

② 知徳体美のバランスのとれた生徒を育成すると同時に、社会人として生きるための使命感を培う。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

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て

クラスを決定

京都府立向陽高等学校

■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

■実績や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

●ハンドボール・サッカー・バスケットボール・陸上競技・バレーボール・ラ

グビー・吹奏楽・合唱・美術・書道など体育系、文化系の魅力ある部活動

学力伸長クラス

■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」

●海外への研修旅行をはじめとする学校行事

向陽高校は放課後を大切にします

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（ ～

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、

進学補習や苦手科目の克服等の機会を提供します。

標準クラス

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。

文系コース

文系科目を中心にしながら「文化探究」
などの特色ある科目や実技科目を学びま
す。ひとりひとりの希望に応じた多様な
進路を目指します。

国 公 立 大 学

難 関 私 立 大 学

（ 文 ・ 理 ）

私 立 大 学 文 系 学 部

短 期 大 学 ・ 専 門 学 校

就職

１
年
次

２
年
次

３
年
次

進
路

２
年
次

看護医療系大学

・ 専 門 学 校
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　　　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)

所在地　〒617-0843 長岡京市友岡1丁目１－１
Tel.075-951-1008  Fax.075-951-6701
http://www.kyoto-be.ne.jp/otokuni-hs/

学校概要 部活動

　

　　普通科・スポーツ健康科学科

○創立 昭和39年４月

○生徒数 （平成28年5月1日現在）

1年 2年 3年 計
男 155 138 129 422 ○文化系 　10の部・同好会が活動しています｡

女 86 103 107 296

学校生活
○授業

　全てのＨＲ教室にプロジェクター等の

　ICT機器が完備されています。

　多くの教科でICTを活用した「学力を

　伸ばす授業」を展開しています。 ○体育系

○学校行事

　文化祭　　　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。

体育祭 　芝生グラウンドでは１日中 進路状況
　笑顔があふれています。 H25年度 H26年度 H2７年度

○修学旅行 国公立4年制大学 4 7 13
　平成28年度入学生 私立4年制大学 202 272 274
　◎普通科理系コース　２年次　マレーシア ボルネオ島研修 国公立・私立短期大学 21 7 19
　◎普通科文系Ａ・Ｂコース　２年次　マレーシア・シンガポール研修 専修・各種学校 55 68 50
　◎スポーツ健康科学科　２年次　グアム島研修 公務員 1 5 6

就職 17 17 11
○制服

　乙訓高校の新しさと伝統を表現し、 地図
  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。 近郊地図

 

○トピックス

◆阪急長岡天神駅から徒歩８分　◆ＪＲ長岡京駅から徒歩１２分

＊現役生の合格状況（延べ数）

京都府立乙訓高等学校

○全日制課程(平成28年４月現在)

　

15の部が活動しています。

陸上競技、硬式野球、フェンシング、

バドミントン、水泳がトップアスリート

の育成に努める重点種目です。

○全国大会等での顕著な活躍
陸上競技部・バドミントン部をはじめ全国高校総体に多数出場

しています。平成27年度はバトントワーリングで世界大会入賞、

トライアスロンで全国大会優勝、陸上競技で全国大会入賞を

果たしました。

－学校・学科説明会－

第１回 ５月２８日（土）

第２回 ８月１９日（金）

第３回 １０月２９日（土）

－部活動見学会－

９月１１日 (日)

日本ジュニア

トライアスロン選手権

優勝 中山 菜々美さん

インターナショナルカップ

第３位 杉山一花さん
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　　　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)

所在地　〒617-0843 長岡京市友岡1丁目１－１
Tel.075-951-1008  Fax.075-951-6701
http://www.kyoto-be.ne.jp/otokuni-hs/

学校概要 部活動

　

　　普通科・スポーツ健康科学科

○創立 昭和39年４月

○生徒数 （平成28年5月1日現在）

1年 2年 3年 計
男 155 138 129 422 ○文化系 　10の部・同好会が活動しています｡

女 86 103 107 296

学校生活
○授業

　全てのＨＲ教室にプロジェクター等の

　ICT機器が完備されています。

　多くの教科でICTを活用した「学力を

　伸ばす授業」を展開しています。 ○体育系

○学校行事

　文化祭　　　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。

体育祭 　芝生グラウンドでは１日中 進路状況
　笑顔があふれています。 H25年度 H26年度 H2７年度

○修学旅行 国公立4年制大学 4 7 13
　平成28年度入学生 私立4年制大学 202 272 274
　◎普通科理系コース　２年次　マレーシア ボルネオ島研修 国公立・私立短期大学 21 7 19
　◎普通科文系Ａ・Ｂコース　２年次　マレーシア・シンガポール研修 専修・各種学校 55 68 50
　◎スポーツ健康科学科　２年次　グアム島研修 公務員 1 5 6

就職 17 17 11
○制服

　乙訓高校の新しさと伝統を表現し、 地図
  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。 近郊地図

 

○トピックス

◆阪急長岡天神駅から徒歩８分　◆ＪＲ長岡京駅から徒歩１２分

＊現役生の合格状況（延べ数）

京都府立乙訓高等学校

○全日制課程(平成28年４月現在)

　

15の部が活動しています。

陸上競技、硬式野球、フェンシング、

バドミントン、水泳がトップアスリート

の育成に努める重点種目です。

○全国大会等での顕著な活躍
陸上競技部・バドミントン部をはじめ全国高校総体に多数出場

しています。平成27年度はバトントワーリングで世界大会入賞、

トライアスロンで全国大会優勝、陸上競技で全国大会入賞を

果たしました。

－学校・学科説明会－

第１回 ５月２８日（土）

第２回 ８月１９日（金）

第３回 １０月２９日（土）

－部活動見学会－

９月１１日 (日)

日本ジュニア

トライアスロン選手権

優勝 中山 菜々美さん

インターナショナルカップ

第３位 杉山一花さん

 

 

  

設置 

学科等 

全日制 普通科 理系コース、文Ａ・文Ｂコース 

全日制 スポーツ健康科学科           

教育 

目標 
知・徳・体の調和のある人間の育成に努め「文武両道」を目指す。 

学
校
の
特
色 

 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

コース

決定 

普通科の１年前期はそれぞれ習熟度別クラスに分かれ、全員が共通の教育課程で学習をし

ます。１年前期終了時に自己の適性や能力、進路希望に応じてコース選択を行います。 

さらに、理系コースは２年次から希望に応じて理科科目で２系統に分かれます。 

普通科クラスは理系１・文A１・文B３クラスで編成しています。（H2８年度） 

  

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

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

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

めざす

進路先

週３２時間
＋進学補習

京都府立乙訓高等学校 
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京都府立西乙訓高等学校

学校概要 部活動

○全日制課程　（平成28年４月現在）
               普通科

○創立 昭和59年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 72 94 92 258
女 128 104 102 334

学校生活 進路状況
のべ合格者数（現役のみ）

○授業 H25年度 H26年度 H27年度
落ち着いた学習環境・魅力ある授業の創造 16 13 11
習熟度別授業、進路希望に対応した 265 261 283
選択科目授業を展開しています。 15 14 17

28 33 36
○学校行事 1 1 2

○研修旅行（H27年度実施分）

パイオニアコース・アカデミックコース→ベトナム

グローバルコース→オーストラリア

＜現地高校・企業交流、平和学習、自然観察、・・・・

　　・・・・アボリジニ文化体験、現地校と交流、自然体験、ﾎｰﾑｽﾃｲ等＞

○制服

地図

○トピックス
■姉妹校アメリカ・アーリントン高校留学プログラム　短期留学・長期留学

文部科学省委託事業「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」
研修協力校（H26～）

京都府教育委員会教育推進事業「法やルールに関する教育」研究指定校（H27･28）

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

私は西乙訓高校で様々なことに挑戦しました。生徒
会活動や文化祭でのキャスト、語学留学など、挑戦
していくなかで多くのことを学びました。挑戦する
ことは勇気がいることですが、確実に得るものは大
きく、やってよかったと心から思っています。そし
てこれらの経験は、一見受験とは無縁のように思い
ますが、目標に向けて日々を大切に頑張る姿勢は受
験勉強にもつながります。みなさんもチャンスにあ
ふれているこの西乙訓高校でひとつでも多くのこと
に挑戦し、勉強面でも生活面でも充実した高校生活
を送ってください！

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

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

★★★卒業生からのメッセージ★★★

京都工芸繊維大学
工芸科学部

デザイン経営工学課程

北尾　宙輝

   http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/

伝統ある西乙祭文化の部・体育の部は、
生徒会を中心に学校全体でとても盛り
上がります！

　短期留学ではアメリカ・アーリントン高校での語
学研修やホームステイをするプログラムを組む予
定です。昨年度までとは違い、アーリントン高校と
姉妹校提携による、西乙訓独自のプログラムで
す。また昨年度から１名の生徒が、アーリントン
高校長期留学（１年間）に、今年度からニュー
ジーランドへ1名長期留学に出発しました。それ
ぞれ多くのことを学び、貴重な経験ができるプロ
グラムです。

■研究指定

　一昨年よりマイナーチェンジとなり、女子のリボ
ンは大きく、スカートの模様が細かくなりました。
また男女とも、ブレザーのポケットにフラップが付
き、全体に細身のシルエットに変え、よりスタイ
リッシュになりました。

Welcome  to            
  Nishiotokuni  ! 

 

全国高校生かるたグランプリ         

近畿ブロック代表１名選出 ３位入賞（文芸部・競技かるた） 
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京都府立西乙訓高等学校

学校概要 部活動

○全日制課程　（平成28年４月現在）
               普通科

○創立 昭和59年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 72 94 92 258
女 128 104 102 334

学校生活 進路状況
のべ合格者数（現役のみ）

○授業 H25年度 H26年度 H27年度
落ち着いた学習環境・魅力ある授業の創造 16 13 11
習熟度別授業、進路希望に対応した 265 261 283
選択科目授業を展開しています。 15 14 17

28 33 36
○学校行事 1 1 2

○研修旅行（H27年度実施分）

パイオニアコース・アカデミックコース→ベトナム

グローバルコース→オーストラリア

＜現地高校・企業交流、平和学習、自然観察、・・・・

　　・・・・アボリジニ文化体験、現地校と交流、自然体験、ﾎｰﾑｽﾃｲ等＞

○制服

地図

○トピックス
■姉妹校アメリカ・アーリントン高校留学プログラム　短期留学・長期留学

文部科学省委託事業「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」
研修協力校（H26～）

京都府教育委員会教育推進事業「法やルールに関する教育」研究指定校（H27･28）

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

私は西乙訓高校で様々なことに挑戦しました。生徒
会活動や文化祭でのキャスト、語学留学など、挑戦
していくなかで多くのことを学びました。挑戦する
ことは勇気がいることですが、確実に得るものは大
きく、やってよかったと心から思っています。そし
てこれらの経験は、一見受験とは無縁のように思い
ますが、目標に向けて日々を大切に頑張る姿勢は受
験勉強にもつながります。みなさんもチャンスにあ
ふれているこの西乙訓高校でひとつでも多くのこと
に挑戦し、勉強面でも生活面でも充実した高校生活
を送ってください！

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

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

★★★卒業生からのメッセージ★★★

京都工芸繊維大学
工芸科学部

デザイン経営工学課程

北尾　宙輝

   http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/

伝統ある西乙祭文化の部・体育の部は、
生徒会を中心に学校全体でとても盛り
上がります！

　短期留学ではアメリカ・アーリントン高校での語
学研修やホームステイをするプログラムを組む予
定です。昨年度までとは違い、アーリントン高校と
姉妹校提携による、西乙訓独自のプログラムで
す。また昨年度から１名の生徒が、アーリントン
高校長期留学（１年間）に、今年度からニュー
ジーランドへ1名長期留学に出発しました。それ
ぞれ多くのことを学び、貴重な経験ができるプロ
グラムです。

■研究指定

　一昨年よりマイナーチェンジとなり、女子のリボ
ンは大きく、スカートの模様が細かくなりました。
また男女とも、ブレザーのポケットにフラップが付
き、全体に細身のシルエットに変え、よりスタイ
リッシュになりました。

Welcome  to            
  Nishiotokuni  ! 

 

全国高校生かるたグランプリ         

近畿ブロック代表１名選出 ３位入賞（文芸部・競技かるた） 
 

 

設置 

学科等 
全日制 普通科 

～あなたの可能性を伸ばす魅力ある３つのコース～ 

１年次 ２・３年次 Welcome to  

Nishiotokuni！ パイオニア  コース 

アカデミック コース 
アカデミック文系 

アカデミック理系 

グローバル  コース 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

校 

の 

特 

色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇落ち着いた環境の中で、質の高い授業！      

１年全クラス７限授業を週３回、こまめな小テストなどによる基礎学力の定着！ 

各教科の学習活動を校内コンテスト「にしおつスタディカップ」で頑張る生徒の表彰！ 

英語の実践的授業の展開！（レシテーションコンテスト ほか） 

 

◇夢を育む！高大連携プログラム、充実した進路指導！    
１年次キャリアプランガイダンス、２年次大学等見学会で進路目標を   

確定！進路補習・学習合宿から入試対策・個別指導まできめ細かい進路 

サポートで、国公立・関関同立など難関大学への合格者が年々増加！ 
 
【高大連携プログラム】 

関西大学    高大接続パイロット校 

立命館大学   情報理工学部 高大連携協定校プログラム  ほか 

 

◇充実した国際教育～英語力向上とグローバルな視野を！    
アメリカ・アーリントン高校と姉妹校提携による長期･短期留学と短期訪問  
受け入れ！ 
アメリカ・中国・台湾など、世界各地からの生徒と国際交流を実現！ 

 海外研修旅行を通して国際感覚の育成！ 
 
◇豊かな人間性を育む！「学校行事」「部活動」「生徒会」等も活発 ！    
 学習だけでなく、部活動や生徒会、学校行事にも盛んに取り組み、学習との両立を図り心身を鍛える

充実した学校生活をサポート！ 

 

 

 

 

教 

育 

シ 

ス 

テ 

ム 

 

 

 

 

    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 

コース 

決 定 

１年次･･･合格発表後の診断テスト（英語・数学・国語）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。 

  

 

 

１年 

パイオニアコース アカデミックコース グローバルコース 

自己の人生を切り拓くバ

イタリティを身につけ、

将来各分野の先駆者とな

る人材の育成 

深く高度な知識と高い学力

を身につけ、将来専門分野の

リーダーとなる人材の育成 

グローバルな感覚を身につ

け、日本の伝統文化も理解

し、将来世界で活躍できる

人材の育成 

アカデミック文系 アカデミック理系

私立四大文系・短大・ 

専門学校、就職 

関関同立文系・外国語・ 

国際関係 

国公立大学・ 

関関同立 文系 

国公立大学・ 

関関同立 理系 

３年

２年 

 
進路
実現 

京都府立西乙訓高等学校 

H25 H26 H27
60 66 71

国公立大+
関関同立産近佛龍 149 164 146

国公立＋関関同立
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http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300803

学校概要 部活動
○全国大会の活躍

○創立

　　　女子バスケットボール部

○全日制課程（平成28年4月現在）

○体育系
　■アカデミア科････英文系を受け継ぐ専門学科

1年 2年 3年 計
男 153 147 172 472
女 170 174 191 535

学校生活 進路状況
○授業

H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学 30 28 16
私立4年制大学 395 454 511
国公立・私立短期大学 36 29 14
専修・各種学校 57 41 51

○学校行事 公務員 1 1 0
就職 6 4 5
その他 47 44 39

○修学旅行

○制服

○トピックス　　 ◆市バス
　「船岡山」
　下車 徒歩３分
　206･205･204
　1･12･M1・北8

系統

◆市バス
　「今宮神社前」
  下車 徒歩２分
　46系統

・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。

・市立高校大会優勝　男女バスケット・バドミントン

地図

・文化祭（ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・舞台・模擬店・展示）
・体育祭　・球技大会　・百人一首大会
・団体鑑賞　・生徒大会  ・進路セミナー
・英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

・７限授業　普通科　　　　週3日
　　　　　　　アカデミア科　週5日
・英語・数学で習熟度別授業。
・土曜ステップアップ講座
  （アカデミア科・普通科アドバンストクラス）

・普通科　マレーシア海外研修
（3泊5日）

・アカデミア科　オーストラリア海外研修
（ホームステイ約3週間）

（数字は現役のみ）

　ソフトテニス部（高校選抜　男子団体）

　体操部（高校選手権　男子団体）

「２１世紀を自分で歩く」未来の国際人を目指す

　　　女子バスケットボール部

　女子バスケットボール部

・2015インターハイ出場

　「京都府高校放送コンテスト」CMラジオ部門　1位、ヴォイスアクト部門　9位入賞

○生徒数（平成28年5月1日現在） ・京都府優勝
　女子バスケットボール部（京都総合・高校選抜）

　　　体操部（男子団体）

・書道部「全日本高校大学書道展」漢字の部　準優秀賞

○文化系

・吹奏楽部「京都府アンサンブルコンテスト」金管八重奏　金賞

京都市立紫野高等学校

　体操部・ソフトテニス部

所在地　〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22
Tel.075-491-0221  Fax.075-492-0968

　■普通科

　　　（2年次より）グローバル コース / サイエンス コース

　　　アドバンスト クラス（発展） / スタンダード クラス（標準）

（2年次より）それぞれ人文科学コース・自然科学コース

　　　体操部（男子個人）
　　　ソフトテニス部（男子個人）

・全国選抜大会出場

・近畿大会出場

・放送局

昭和27年4月(1952年)

インターナショナル・サイエンスエンタープライズ・チャレンジ

2016 国内第２位 世界大会へ
この大会は、10人以内でチームを結成し、出された課題に対するビジネスプラ

ンを、英語の事業プランと3分の動画プレゼンテーションに12時間でまとめて提出
し、創造性・革新性、実現性、市場分析、コミュニケ
ーション力などの点で総合的に競う、ビジネスアイ
ディアコンテストです。3月20日に行われた国内予
選では2位に入賞し、6月に日本代表として世界大
会へ出場します。昨年度の先輩チームの実績（世
界大会6位）を超えるために、日々練習に励んでい
ます。

卒業生からのメッセージ

紫野高校は、良い仲間に出会う機会、夢や目標を見つ
ける機会、それをかなえる機会など多くの“機会”を与え
てくれます。しかし、それよりもすごいところは、生徒を信
頼して、生徒が自身で考えて行動することを最優先してく

れるところです。入学した直後はあらゆることに消極的だった私も、紫野高
校での生活を通して行動的に変わることができ、英語プレゼン大会に参加
して世界大会に出場するなど自分の世界を大きく広げることができました。
紫野高校は、自習室が開放されていたり、ちょっとした質問も先生に聞け
ば丁寧に教えてくれたりするなど学習環境も整っており、自分自身を高め
ていくのにもってこいの学校です。みなさんも紫野高校で楽しい高校生活
を送ってみてはいかがでしょうか。（吉田惇貴 平成28年3月卒 大阪市立大学）
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設置 

学科等

全日制 普通科 アドバンスト クラス（発展），スタンダード クラス（標準）

全日制 アカデミア科 グローバルコース，サイエンスコース 

教育 

目標 

         「21世紀を自分で歩く」自律した青年の育成 

自由と規律  知性と創造  参加と協力

学
校
の
特
色

          ●豊かな自然と歴史的文化財に囲まれた落ち着いた学びの環境 

         ●海外研修旅行。国際理解・国際交流学習を積極的に推進 

         ●活発なクラブ活動・生徒会活動・学校行事 

             ●ユネスコスクールに加盟 

        ●国際・人権・平和・環境・文化に関わる学習推進 

教
育
シ
ス
テ
ム

そ の 他 普通科・・・生徒の希望と入学前の学習診断テスト等により総合的に判断しアドバンストとスタンダードに編成 

京都市立紫野高等学校 

自自分分のの中中のの世世界界をを広広げげ 世世界界のの中中でで自自分分をを広広げげるる

アカデミア科普 通 科

英文系を受け継ぐ専門学科 

 「未来の国際人」の育成 
  きめ細かなサポートで 

   大学進学を実現 

１年次より２つのクラス編成

スタンダード

 クラス(標準)

基礎学力の

徹底と伸長

        １年次 共通 

人
文
科
学

自
然
科
学

人
文
科
学

自
然
科
学

２
年

３
年

１
年

グローバル
コース 
（文系） 

コースに分かれる

コースに分かれる 

２
年

サイエンス
コース 
（理系） 

３
年

・アメリカの高校

 との授業交流 

・英語による 

ディベート 

・大学と連携 

 した実験実習

・研究成果を 

英語で発表 

国公立・難関私大・私大への進学 国公立・海外の大学・難関私大への進学 

●週５日 ７限授業 

●海外研修 オーストラリア（約３週間ホームステイ） 

●英語集中セミナー 

●英語圏公立高校長期留学制度（希望者選考） 

●土曜ステップアップ講座（必修） 

●週３日 ７限授業 

●海外研修 マレーシア（5日間）

●姉妹校オーストラリア・シュバリエカレッジとの交流

夏休み３週間海外派遣（希望者選考・隔年） 

●英語圏公立高校長期留学制度（希望者選考） 

●土曜ステップアップ講座（アドバンストクラス必修） 

「21世紀を自分で歩く」未来の国際人の育成

＊総合的な学力の育成 

＊論理的思考力・言語活用能力・ 

自己表現力の向上

アドバンスト

 クラス(発展)

より発展的

な学習

１
年

＊大学の学びにつながる探究学習 

＊実践的英語力の育成 

＊英語活用能力の強化
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京都市立堀川高等学校

http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/horikawa/

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○文化系

詳細はこちらからどうぞ →

○全日制課程（平成28年4月現在）
普通科　人文探究コース・理数探究コース ○体育系
探究学科群　人間探究科・自然探究科

○創立 昭和23年10月
○生徒数（平成28年5月1日現在）

1年 2年 3年 計
男 125 124 125 374 進路状況
女 118 124 121 363 合格者数　　（　　）内は現役

H25年度 H26年度 H27年度
学校生活 国公立4年制大学 167(106) 179(107) 196(120)
○授業 「学校は学びの場」 私立4年制大学 344(171) 375(193) 344(183)

国公立・私立短期大学 0(0) 0(0) 2(2)
専修・各種学校 9(9) 5(5) 4(4)
就職 0(0) 0(0) 0(0)

その他（大学校などを含む） 2(2) 1(0) 2(1)

○学校行事 「取組を通して成長する」

○制服 「WE ARE THE HORIKAWAS」

地図

演劇　英語　茶道　食物　文芸　吹奏楽　邦楽
美術　電算機研究　軽音楽　自然科学　新聞局
放送局　サラム（同好会）　コーラス（同好会）
ユネスコクラブWITH（同好会）

陸上競技部
　全国インターハイ出場（女子5000m競歩）
　近畿高等学校ユース選手権出場
邦楽部
　平成28年度　全国高等学校総合文化祭出場
吹奏楽部

京都府アンサンブルコンテスト　金賞
男子バレーボール部
女子バレーボール部
　京都市立高等学校選手権大会　優勝

すべては君の「知りたい」から始まる

写真

専門学科等の授
業風景

　人間は取組を通して成長します。海
外研修，講演会，文化祭，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。また，様々なリー
ダー・スタッフ活動など，生徒主体の
取組を積極的に支援します。

所在地　〒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

写真

写真

写真

サッカー　テニス　バドミントン　剣道
ソフトボール　硬式野球　ボート　陸上競技
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　山岳

○海外研修 「一人一人がコースを選ぶ」

写真

写真

写真

　堀川高校生にふさわしい機能的で落
ち着いたデザインの制服です。

　学校が用意するものは3つ，飛行機と
宿泊場所と安全の半分。残りの安全の
半分と研修内容は生徒に委ねられてい
ます。探究プロジェクトの舞台は世界
です。

　学問の奥深さに触れることのできる
魅力ある授業，夢の実現に向けた高度
な授業を展開します。また，理解度に
応じ，少人数講座の開講など，きめ細
かく指導します。

卒業生からのメッセージ
堀川高校は，「豊かな挑戦の場」だと思います。部活と勉学の両立

や学校行事，探究活動や進路実現など，堀川高校を特徴づけるこれ

らは，生徒の主体的な「挑戦」により初めて意義深いものとなります。

皆さんの挑戦だけが，皆さんを高みに引き上げることができるのです。

堀川高校はそんな皆さんを全力でサポートして

くれるでしょう。もし，5年前の僕と同じように「興

味はあるけど，堀川高校の受験に不安を感じ

る」なら，今こそ「挑戦」してみてください。その精

神はこれからの皆さんの成長と飛躍を後押しし

てくれるはずです。

村山 俊太（人間探究科 男子バスケットボール部）

東京大学 文科一類 京都市立双ヶ丘中学校出身

◆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」駅から徒歩12分

東西線「二条城前」駅から徒歩10分

◆阪急京都線

「大宮」駅から徒歩5分
◆JR嵯峨野線

「二条」駅から徒歩14分

◆京福嵐山線

「四条大宮」駅から徒歩5分

フィレンツェゼミがイタリアへ ～Gプロジェクト活動中～

生徒が自主的に立ち上げた８つのゼミが活動をしています。その１つ

のフィレンツェゼミが，観光都市京都の交通渋滞の緩和をめざして，同じ

観光都市フィレンツェに解決の糸口を求めて調査活動に出かけました。

（写真は路上での聞き取り調査と市役所での面談の様子）
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設 置

学 科

全日制 普通科 人文探究コース・理数探究コース 

全日制 探究学科群 人間探究科・自然探究科 

教 育

目 標

校訓「立志・勉励・自主・友愛」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，｢自立する18歳｣を育成する。 

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

社 会 � Generalist・Specialist をめざして -
人間の文化や自然現象について探究する能力と態度を活かす。 

学問・技術に関する深い理解と健全な批判力を活かす。 

「しなやかさ」受容力・発想力 /「したたかさ」知的耐力・交渉力を活かす。

大 学 � 高い教養と専門性をもとめて -
難関国公立大学への進学をめざす。 

京都市立堀川高等学校 

仲間とともに志す 
生徒委員会による「探究基礎」運営

自分たちで「創る」海外研修

学校説明会に向けた参画と協同

絆を深める多彩な学校行事

存分に学び社会と関わる課外活動

取組の振り返りから新たな目標へ 

活用・実体験で深める 
学びの作法を学ぶ「探究基礎」

大学院生〔TA〕による研究支援

探究の拠点，堀川高校別館「本能館」 

 「知りたい」を満たすﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ図書館 

探究を充実させる SSH・SGH[研究指定]

知識・教養を獲得する 
充実した授業で「学び」の土台構築

「わかるまで」をめざす少人数指導

興味や進路に応じた多様な選択科目 

夏休み・冬休みに実施する特別授業

「ほんもの」に触れるコミュニティカレッジ

「取組を通して成長する」機会を提供します。 
堀川高校はみなさんのさまざまな「ＴＲＹ」を最大限に支援します。 

適切な判断 
健全な批判 

知識の活用・深化 
言葉のやり取り 
挑戦する勇気 

柔軟性と粘り強さ 

適切な判断 

健全な批判 

知識の活用・深化 

言葉のやり取り 

挑戦する勇気 

柔軟性と粘り強さ

１年

普 通 科
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。 

探究学科群
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。

すべては君の「知りたい」から始まる 

３年 人 間
探 究 科

自 然
探 究 科

理数探究

コ ー ス(

人文探究

コ ー ス(

２年

コースを希望により選択 学科を希望により選択 

自立する 18 歳をめざして 

HORIKAWA for the World 

◇ Super Global High School
◇ Super Science High School
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京都市立西京高等学校

http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/saikyo

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○全日制課程
エンタープライジング科

○創立 明治１９年５月

○生徒数（平成28年５月１日現在）
1年 2年 3年 計

男 133 145 116 394
女 149 140 152 441

学校生活 進路状況

○特色ある授業 H25年度 H26年度 H27年度
・英語運用力の育成

・情報活用力の育成

・社会人力の育成 128 157 121

170 210 187

○学校行事 数字は，現役生のみの合格者数です。

○海外フィールドワーク

地図

○制服

○近々のトピックス

         ◆京都市営地下鉄東西線「西大路御池駅」3番出口すぐ

○文化系
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
○体育系
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・女子バスケットボール・バレーボール
バドミントン・ラグビー・柔道

◆陸上競技部：
2013年全国インターハイ[女子]走高跳　優勝，砲丸投　４位
全国インターハイ女子総合フィールドの部　優勝
2014年全国インターハイ〔男子〕走高跳 〔女子〕800ｍ出場
全国高校選抜大会〔女子〕棒高跳　優勝
2015全国インターハイ出場者のべ17名
〔女子〕走高跳6位　入賞
日本ジュニア大会〔女子〕三段跳　優勝
◆ESS：
全国高校生英語ディベート大会5年連続出場
模擬国連2年連続出場　ベストポジション賞受賞

　　進取　　　　　敢為　　　　　独創

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

64 5740

自らの意思で進んで行動する気性・敢えて困難に挑戦し克服しようとする気概・自分独自のものを創り出そうとする意欲　

Ms. Hanai Yukikoのデザインによるスクールユニ
フォームです。時代にふさわしく女子生徒用のパ
ンツルックも選択できます。

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。

平成27年度実施地域
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

国公立大学合計

難関私大（早慶，関関同立）

難関国公立大学
（東大，京大，阪大，神大，医学部）

個人持ちPCで発表CALL教室での授業

文化祭 文化祭 　　　　　　体育祭

ホーチミン市内にて

卒業生からのメッセージ

エンタープライジング科 2期生
京都市立久世中学校出身

西林直輝（京都大学 経済学部卒業
プルデンシャル生命保険株式会社 シニア・ライフプランナー）

「頑張るから幸せになれる」とがむしゃらに仕事をしましたが，そうでは

なく「頑張ることが幸せなんだ。」と気づきました。だから私は，頑張れ

る環境を追い求めます。そんな環境が西京高校にはあると思います。

スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）として

文部科学省から研究開発指定をいただき，これまで以上に

取組を拡充しています。（平成２７年度から５年間）

２年時には「アジアの環境」を大テーマに課題研究を行う等，エンター

プライジングなグローバルリーダー育成のための教育を推進しています。
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設 置

学 科
全日制 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 

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。 

学 校 の

特 色

教 育

システム

そ の 他
1年生の学年末に海外研修を実施。アジア諸国を中心とした7カ国(予定)からコースを選択します。 

「どこに行く？」ではなく，「何をするのか？」を生徒自ら考えます。 

普通科目
進路実現をはかるための高度な学力を
育成します

専門科目
共通：英語コミュニケーション能力の充実

をはかります
自然科学系：理科教育に重点をおきます
社会科学系：国語教育に重点をおきます

特色ある授業 『エンタープライズⅡ』
なぜ学び何を学ぶのかを考える取組を
進めます

京都市立西京高等学校 

Collaboration 
社会とかかわる力 

社会を知ることによって「学ぶ」

意義を考えます 

全員がエンタープライジング科生。高い志を全員で共有し，切磋琢磨します。 

社会に貢献・社会で活躍 

自然科学系コース 
理数科目を中心に 

高度な学力を身につける 

社会科学系コース
文系科目を中心に 

高度な学力を身につける 

コース選択

１年生
共通カリキュラム

エンタープライジング科入学
１年

２年生から希望するコースにわかれます

「社会人力」の礎を身につける 

卒業後 大学，大学院，海外留学へ 

Communication
人とつながる力 

英語運用と ICT 活用を 

学びます

Challenge 
知と向き合う力 

深い知の世界に挑戦し続け，

自分を磨きます 

個別相談
進路ガイダンス

大学オープンキャンパス
保護者懇談

※学習の定着をはかる土曜活用講座 

（年間約 13 回） 

※充実した学習室 

（放課後 19 時 30 分まで開放） 

※ネイティブスピーカー4名が，英語学習をサポートします。 ※ひとり1 台のPC を所持し，あらゆる場面で活用します。 

特色ある授業 『エンタープライズⅠ』
社会を知り，社会とかかわる取組を進め
ます

普通科目
幅広い知識と教養を身につけます

専門科目
英語コミュニケーション能力を育成します

*「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。 

２年 ３年
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京都市立銅駝美術工芸高等学校

アートで輝く！あなたの個性！
　　　　美術の世界のエキスパートを育てる学校です

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300407

学校概要 生徒会活動

生徒会を中心にさらなる東日本震災復興支援

○全日制課程　美術工芸科（平成28年4月現在）
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

○創立 明治13年(1880年)７月１日(京都府画学校として創立)

○生徒数（平成28年5月1日現在）
1年 2年 3年 計

男 13 10 15 38
女 77 84 79 240

進路状況
学校生活
○授業 H25年度 H26年度 H27年度

国公立4年制大学 27 25 31
私立4年制大学 73 73 71
国公立・私立短期大学 4 6 3

10 6 11
○学校行事 16 14 1

○修学旅行

○制服

地図

○近々のトピックス

服装規定はありますが、制服は指定していません。一人一人が授
業や実習にふさわしい服装で学校生活を過ごします。

・美術入門研修(１年)
・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(10月京都市美術館など)
・AFコース後期作品展(２月堀川御池ギャラリー)

専修・各種学校
その他

・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期制を利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 を活用したアクティブラーニング

○主な進学先　京都市立芸術大学・金沢美術工芸大学・富山大学

京都教育大学・京都精華大学・成安造形大学等

〒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

１年生で２泊３日の美術見学旅行を実施
しています。普段なかなか見られない遠
方の美術館・博物館や屋外アートプロジ
ェクトなど作品鑑賞の機会です。

※現役合格者数・複数合格含む

　東日本大震災復興支援として「あなたの絵
を贈ろう」の活動を５年前から行っており、仮
設住宅に住まわれている方々に生徒有志の
絵を贈っています。
　また、２年前から被災地の桜の植樹を支援
する「さくらプロジェクト」を行い、オリジナル缶
バッジなどで募金を募り、支援金として宮城
県へ送金しています。
　３年前からは、生徒代表が被災地を訪れる
活動も行っています。昨年は生徒代表３名が
夏に被災地を訪れ、現地で被災当日の様子
を伺い、犠牲者を追悼しました。あわせて「美
田園第１仮設住宅」を訪問し、絵の展示と贈
呈を行い、被災された方と一緒に「万華鏡作
り」で交流をしました。
　４年前から、活動に協力いただいている宮
城野高校が昨年も来校され交流を持ち、震
災からの教訓を学びながら親睦を深めていま
す。

卒業生からのメッセージ
濱田 夏美 さん
(平成２０年度 デザイン専攻卒) 

私はデザイン専攻を卒業し、現在は(株)本
田技術研究所でバイクのデザイン開発に携

わっています。高校時代から自分の考えを作

品として目に見えるかたちで表現し、人に伝

えるという行為を日常的に行ってきた経験が、

今の私のベースとなっています。また、高校

時代から美術を志す熱く純粋な仲間を得られ

たことも、銅駝ならではの経験だと思います。

昨年１０月、楠（くすのき）を素材とした

木彫「アニマルズ」シリーズで多くのファ

ンを魅了している三沢厚彦さんに「木を

彫る-彫刻の存在と空間性について-」と

いうテーマで講演をしていただきました。

本校の卒業生でもある三沢氏の講演を

通して、彫刻のみならず広く造形につい

て理解を深める機会となりました。

卒業生 現代美術作家 三沢厚彦氏を迎えて
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設 置

学 科 等
全日制 美術工芸科《専攻 : 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》

教 育

目 標

・美術系進学希望者の学力・実技力の向上をはかる。 

・美術と関わる産業界で活躍できる人材を育成する。 

・美術工芸作家を目指すための能力を養う。 

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

京都市立銅駝美術工芸高等学校 

◆高校で広がる美術

工芸・デザインの世界

◆少人数による 

きめ細かな教科指導 

◆作品制作のための 

充実した施設・設備 

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 

１クラス 30 人、 

各専攻 10～20 人 

英語や数学では少人数

講座 

８専攻それぞれの実習

室、施設・設備が充実 

８分野 

ガイダンス
２分野に絞り 

込み並行学習 
専攻決定 

４月～５月 6 月～9 月

希望に応じて３分野

を選択、順次学習 

10 月～３月 ２月

美工 
作品展 

１年 

２年 

３年 

センター試験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。センター試

験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。

●アートフロンティアコース ●アートパイオニアコース 

入学後、１年をかけて自分にあった専攻を探します。 

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。

専攻に所属して深く学びます。 

基礎力をつけるとともに将来に向けた可能性を開きます。 

想像力と表現力、君たちの個性が輝く学校です。 

美術の世界へ、君たちの未来をひらく３年間 ! 

◆専攻実習だけでなく、美術の基礎力をつける実習を１・２年次に行い、 

３年次では進路志望別の実技指導を行います。 

◆普通教科もしっかり学習。７限授業を行います。

（アートパイオニアコースは週に５日、アートフロンティアコースと１・２年生は週に４日）
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京都市立京都堀川音楽高等学校
～限りない夢と響きを求めて～

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300506

学校概要 部活動・コンクール
○平成27年度コンクール実績

○文化系
 オーケストラ、弦楽アンサンブル、重唱

 金管アンサンブル、ピアノ重奏、写真

 木管アンサンブル、音楽研究、園芸、ＥＳＳ

○全日制課程　音楽科（平成28年4月現在） ○体育系
○創立 昭和23年10月（公立高校の音楽科として全国初）  ワンダーフォーゲル、スポーツ

○生徒数（平成28年5月1日現在） 進路状況
1年 2年 3年 計 現役合格延べ数

男 7 7 6 20 H25年度 H26年度 H27年度
女 33 33 34 100 国公立4年制大学 19 19 19

私立4年制大学 20 26 28

学校生活 国公立・私立短期大学 0 2 0

○専攻 専修・各種学校 0 0 0
40 40 39

○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

○学校行事

○海外研修旅行

○制服

芸術顧問　＊敬称略

岸邉百百雄、北村源三、佐渡　裕、田中美鈴

葉加瀬太郎、松田康子、ツトム・ヤマシタ

アクセス
◎国内最高水準の音楽環境：音響・防音性能、冷暖房空調設備完備、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　■城巽アリーナ：防音体育館

■グランドピアノ65台（スタインウェイ5台を含む）、チャーチオルガン2台、チェンバロ2台

　 チェレスタ1台、その他弦・管・打楽器一式

個人指導（レッスン）

H27年度進学先：東京藝大5,京都芸大10,沖縄県芸大1,愛知芸大1,大教大１,滋賀大1,

第69回全日本学生音楽コンクール
　チェロ部門高校の部東京大会本選第3位
第6回ヨーロッパ国際ピアノコンクール金賞
第9回ベーテン音楽コンクール
　　高校生部門第2位
第18回長江杯国際コンクールピアノ部門第1位
第21回ＫＯＢＥ国際音楽コンクール最優秀賞
第14回宝塚ベガ学生ピアノコンクール第1位 他

所在地　〒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

卒業生数

写真

※校章：京都のKと堀川のHを組み合わせ、演奏記号のフォルムを取り入れて音楽高校を象徴的に
　　　　表現しています。

■声楽 ■器楽（ピアノ・弦楽・管楽・打楽）
■作曲 ■楽理（理論コース・表現コース）

カーティス音楽院(米)1,国立音大1,同志社女子大5,大阪音大3,くらしき作陽1,

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）

創立70周年を視野に、
本年度リニューアルし
ました。端正清潔な「グ
レー」を基調とし落着
き、調和、高貴さ等を
表しています。

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、体育大会、遠足、団体鑑賞（オペラ、日
本古典芸能、ミュージカル）等

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。

教会コンサート（ウィーン）

文化祭ミュージカル

66期 福田優花
東京藝術大学
ピアノ科2年

京都市立大枝中出身

愛すべき母校である京都堀川音楽高校について何

か述べようとすると、何もかもが輝かしかったあの三

年間が胸の中に一気に蘇ってきます。

堀音は音楽家を目指すにあたって最良のパート

ナーとなってくれる学校です。私立の音楽系高校を含

んでも全国最高峰であろう素晴らしい設備、充実した

音楽科目と普通科目授業、優秀な教諭・講師陣、挙

げようとすれば数限りないですが、ひとつ確かなのは、

堀音は、音楽を心から愛する気持ちと、より高みを目

指す気持ちを持ち得る生徒に最高のサポートを与え

てくれるだろうということです。

音楽家を目指す皆さん、ぜひ京都堀川音楽高校で、

貴重な十代の三年間を過ごしてみてください。きっと

その時間は人生の宝物になることと思います。

◆京都市営地下鉄

東西線「二条城前」下車

2番出口より徒歩2分

烏丸線「烏丸御池」下車

徒歩10分

◆京都市バス

「堀川御池」下車徒歩2分

◆阪急電車

京都線「大宮」下車

徒歩15分

卒業生からのメッセージ
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京都市立京都堀川音楽高等学校 

設 置

学 科 等
全日制 音楽科 

声楽専攻、器楽専攻、作曲専攻 

楽理専攻（理論コース、表現コース） 

教 育

目 標

音楽専門教育を実施する高等学校として、人間尊重の精神を基盤に、心豊かな人間を育てるとと

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材を育成します。 

教
育
シ
ス
テ
ム

□ 音楽を愛する子どもたちの夢の実現  □ 音楽文化の創造と発信拠点づくり 

■ 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。 

■ 教育課程の約３分の２は普通科の科目で、約３分の１は音楽の専門科目です。 

時
間
数(

週)

音

楽

理

論

音

楽

史

ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ

演

奏

研

究

重
唱
・
重
奏

実

技

合
唱
・
合
奏

合

計

音

楽

科

目

１年

２年

３年

2

1

2

1

2

－

4

4

4

－

1

1

－

1

－

2～4

2～4

2～4

2

2

2

11～13

13～15

11～13

□ 実技は個人指導。ソルフェージュはグレード別講座（４段階）。英語は少人数講座。 

□ 専攻実技を「１時間」（３年次は「２時間」）、副専攻実技を「１時間」履修。 

国公立大学を中心とした音楽系

芸術大学進学のため、徹底した

指導を行います｡ 

（例）・夏期、冬期進学対策講座 

・専攻別特設講座 

・進学用スペシャルレッスン

・大学別進学対策講座 

声楽専攻 歌曲やオペラアリアの学習を通して

体に無理のない発声を学び、くせのない、

伸びやかな声に育てます。

器楽専攻 

ピアノ：バロックから現代まで幅広く学習します。

弦 楽：ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コン

トラバスの各専攻があります。 

管 楽：フルート・オーボエ・クラリネット・ファ

ゴット・サクソフォン・ホルン・トランペット・

トロンボーン・チューバの各専攻があります。

打 楽：打楽器・マリンバの各専攻があります。

作曲専攻 楽曲分析や和声法・対位法等作曲

の基礎を学びながら、作品の演奏発表も

行います。 

楽理専攻 

<理論コース> 

音楽理論や音楽史を中心に学びます。 

<表現コース> 

作曲、指揮、声楽、ピアノ、チェンバロ、

クラシックギター又は管楽器(ユーフォニ

アムを含む)、弦楽器、打楽器を用いて音楽

の表現方法を学びます。

人間力・音楽力・学力を高めて

音楽のすばらしさを広く

伝える音楽専門家を 

育成します。
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京都市立日吉ケ丘高等学校

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300704

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍（平成２７年度）

全国高校総体（インターハイ）
　男子剣道〔個人出場〕

　女子剣道〔団体・個人出場〕
　相撲〔個人ベスト16〕

国民体育大会
　男子剣道〔出場〕
　相撲〔出場〕

全国選抜大会
　相撲〔団体出場〕

○文化系
○全日制課程（平成２８年４月現在）

普通科【進学型単位制】
○創立 昭和２４年４月 ○体育系
○生徒数（平成２８年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 80 78 98 256
女 160 161 140 461

進路状況
学校生活 既卒生を含む合格状況（延べ数）

○授業 ○制服 H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学 5 12 8
私立4年制大学 225 222 231
国公立・私立短期大学 27 24 26

73 83 64
1 3 0

○学校行事 12 9 7

○修学旅行（1年次の３月実施）

○トピックス

地図

遠足（５月）、文化祭・体育祭（９月）、球技大会
（６月）など行事も充実。

 国際コミュニケーションコース
　オーストラリア語学研修旅行
　　　　　　　　　　　  （約３週間）
 アクセラレイティッドコース
 リベラルアーツコース
　グアム修学旅行（３泊４日）

弓道　男女剣道　硬式野球　サッカー
相撲 ソフトテニス ダンス 男女テニス
男女バスケットボール　バドミントン
男女バレーボール　ハンドボール
陸上競技

就職

および

◆ＪＲ「東福寺駅」

京阪「東福寺駅」より

徒歩約１０分

または

◆市バス「東福寺」

「泉涌寺道」より

徒歩約６分

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。授業内
容・レベルを高度化し、受験に対応した科目も充
実しています。また、英語はもちろん選択科目の
スペイン語やフランス語などの第２外国語まで多
彩な外国語を学習できます。

　　英語村をプラットフォームにグローバルリーダーを育成します！

所在地　〒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

専修・各種学校
公務員

ＥＳＳ　工芸　茶・華道　書道　吹奏楽
生物　美術　放送　漫画研究　料理

卒業生からのメッセージ （神戸市立外国語大学進学）

僕が日吉ケ丘高校に通っていてよかったと思うことは２つあり

ます。ひとつは、多様なものの見方や考え方を知ることができた

ことです。日吉ケ丘高校は、先生も生徒も本当にバラエティー豊

かで、毎日の高校生活の中で「そういう考え方もあるんだなぁ」

と思うことばかりで飽きることがありませんでした。もうひとつ

は、将来の夢や目標を見つけられたことです。日吉ケ丘の先生方

は僕たち生徒に温かく接してくださいました。その中で僕は自分

の好きなことに熱中できて、「自分が何をしたいのか」が分かり、

目標を見つけられました。日吉ケ丘高校で３年間を過ごせて本当

によかったと僕は思っています。

校章

校舎リニューアル工事 － 着々と進行中です！
普通教室や英語村などの主な工事が終了し、平成２８年１２月中に

玄関周りや職員室などすべての工事が完了します！

HELLO Village                                
is NOW OPEN!!

日本の高校に設置されるのは初！

学校にいながら “留学体験” ができる、公用語

が英語の学習の場、通称 "HELLO Village" が

この春いよいよ日吉ケ丘にオープンしました！

Ｈ２８年度文部科学省 ＳＧＨ アソシエイト校 に指定されました！
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設置 

学科等
全 日 制 

普 通 科 

【進学型単位制】

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 

教育 

目標 

グローバル化・多様化が進む社会を切り拓く自立した人材を育成するため，大学進学の保

障はもとより，使える語学力・コミュニケーション能力の育成を図る。 

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定 

前期選抜合格者については，Ａ方式の合格者は希望通りのコース選択が可能です。Ｂ方式の合

格者はリベラルアーツコースになります。 

中期選抜合格者については，合格発表後に調査する希望をもとにしながら，入学前に行う学習

診断テスト（国・数・英）や選抜時の成績などを総合的に判断して決定します。 

京都市立日吉ケ丘高等学校 
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京都市立塔南高等学校
すべては塔南から

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300902

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○文化系

○全日制課程（平成28年４月現在） ○体育系
普通科
教育みらい科

○創立 昭和38年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 138 142 107 387
女 142 137 130 409 進路状況

（数字は現役生のみ）

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
○授業 国公立4年制大学 11 15 9

私立4年制大学 224 237 232
国公立・私立短期大学 39 18 19

59 73 59
○学校行事 3 1 0

14 11 5
7 5 21

○研修旅行

○制服

地図

○トピックス

◆JR西大路駅から徒歩20分

アクティブ・ラーニングの推進を図り，全て
の生徒の学習意欲の涵養と基礎学力の定
着を図ります。

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，１年の最大のイベントである文
化祭があり，演劇や合唱，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。

普通科は，１年生の１月末頃にスキー研修
に行きます。教育みらい科は，１年生の１
月下旬にタイに行き，現地の高校生とホー
ムステイを含めて交流します。

男女とも指定の制服，カッター，ネクタイを着用し
ます。女子はスラックス，リボンも選べます。オプ
ションでセーター，ベストもあり，黒・紺・グレー・
白から選べます。

所在地　〒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

写真

写真

写真

　　・男子バレーボール部         ・サッカー部
　　・女子バレーボール部         ・陸上競技部
　　・男子バスケットボール部    ・水泳部
　　・女子バスケットボール部    ・テニス部
　　・新体操部                        ・ソフトテニス部
　　・バドミントン部                  ・剣道部
　　・弓道部                           ・硬式野球部

就職

写真

その他

12年連続全国大会進出　第43回ﾏｰﾁ
ﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ全国大会 6位　(平成27年度)
平成22年度秋季京都府大会　優勝
平成27年度全国高等学校野球選手権
大会　京都大会　ベスト8
平成26年度国民体育大会　入賞
平成27年度ｲﾝﾀｰﾊｲ出場(3年連続),入賞

平成24年度全国選抜大会　出場
平成27年度近畿大会　出場(3年連続)
平成27年度近畿大会　出場(3年連続)

吹奏楽部

硬式野球部

陸上競技部

弓道部

水泳部

写真

専門学科等の授
業風景

専修・各種学校
公務員

　　・華道部　　　　・茶道部　　　　・書道部
　　・美術部　　　　・科学部　　　　・演劇研究部
　　・新聞部　　　　・放送部　　　　・吹奏楽部

写真

卒業生からの

メッセージ

★１） 塔南生の“チャレンジ”が広がっています！★
平成27年度，初めてのチャレンジがいろいろ生まれま

した。今後も生き生きと活動を展開していきます！

◆科学部 「科学の甲子園」京都府予選会に出場！

◆市立高校英語プレゼンコンテスト 「観客賞」受賞！

◆書道部 「書道パフォーマンス」で出演依頼続々！

私が在籍していた教育みらい科では，様々な視点から本格的

に「教育」を考えます。実際に小学校で授業をするなど，他には

ない経験を積むこともでき，私は，教師になりたいという夢を確

信に変えることができました。

また，所属していた陸上競技部では七種競技に取り組み，多く

の怪我やスランプにも悩まされましたが，たくさんの方々に支え

られ，全国インターハイで念願の入賞を果たすことができました。

私が３年間「文武一貫」を成し遂げ，第１志望の大学に合格で

きたのも，尊敬できる先生や仲間と出会い，自分を信じて頑張

れる，そんな環境がここ塔南にあったからです。

塔南高校は，あなたの「本気」に応えてくれる学校です。みなさ

んもぜひ，塔南で夢を現実にしてください。

平成２７年度教育みらい科卒業生 伊藤 汐里

（京都教育大学 教育学部 入学）

★２） 北川 進 京都大学教授( iCeMS拠点長)が学術顧問に！★
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設  置

学科等
全日制 

普通科 特別進学コース・普通進学コース 

教育みらい科 

教  育

目  標

実践的な知と実行力を養う「文武一貫」の教育をおこない，社会で 

活躍・貢献できる有用な人材を育成する。 

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決 定

普通科１年次のクラス編成……合格発表後の学力診断テストと生徒の希望をふまえ，総合的に

判断してクラス分けします。 

規律ある学校生活を通して自主自律 

の精神を育む

地域，企業，世界の人々との出会いを

通して自らの生き方・あり方を考える 

始業前の「モーニングチャレンジ」 

やオンライン学習教材「Classi」等 

を活用し，学習効果を高める 

放課後や土曜日も学習の場を提供 

    する

100％満足できる

部 活 動 
 全員が目標をもって部活動に取り組む 

 専門的な指導によって心身ともに鍛える 

人間力向上

学 力 向 上

（教員養成専門学科） 

普

通

科

京都市立塔南高等学校 
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京都市立京都工学院高等学校

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300254

学校概要 部活動
○工学系

アーキテクトクラブ

サイエンスクラブ

シビルクラブ

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

○全日制課程（平成28年4月現在） 制服・実習服
・フロンティア理数科 ○制服
・プロジェクト工学科 　京都市の高校生・中学生のアンケートをもとにデザインされ，マ

○開校　　平成28年4月 ンガ「たいへんよくできました。」で主人公が着用している制服と同

○生徒数　（平成28年5月1日現在） じものです。清潔感があり着心地の良い新素材を使うなど工夫い

１年 男　２１３名　　　女　２９名　　　計　２４２名 っぱいの“たいへん

学校生活 よくできた”制服です。

○授業
　・フロンティア理数科

　理工系大学への進学を目指して，数学・理科・英語を中心に

科学技術に関する知識を学びます。また，先端的な施設・設備

を活用し，STEM教育を軸に置いた学習活動を展開し，思考力 応援メッセージ
や活用力を身につけ，大学での学びにつなげます。

　・プロジェクト工学科

　工業に関する専門的・先端的な知識と技術の定着を図り，

高校卒業後にまちづくり・ものづくりを通じて社会の発展に

寄与する人材の育成を主とした教育活動を展開します。

○学校行事
　　宿泊オリエンテーション，工学祭，体育祭，地域貢献活動など生徒

　 の積極的な参加による体験的な活動を行うことによって，学校生活

　 に規律と変化を与え，集団への所属感や連帯感を深めます。

○研修旅行
　　つくば研究施設や東京オリンピック関連施設の現場見学を通して，

　 より高度な専門的・先端的な知識と技術を学びます。

○充実した施設

地図

京阪電車
深草駅から

徒歩13分

JR奈良線
稲荷駅から

徒歩15分

科学技術で社会に貢献する「プロジェクト工学」を核とした新しい高校

《他にもたくさんの素晴らしい施設があります≫

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

ロボット分野は日本が誇る「ものづくり」によって支え

られています。京都にもベテランの名工が多く居ること

が証明しているように，「ものづくり」は経験を要します。

ですので高校から技能を専門的に学ぶことが，キャリ

アの大きなアドバンテージになると考えています。

学校のシンボル。ガラス

に囲まれたフレキシブル

スペース。生徒が新たな

アイデアや夢を育むた

めの空間

本格的な演劇やコンサートので

きる800人収容のホール

「ものづくり」「まちづくり」に求

められる実習環境を整備

・「京都市立工業高校将来構想委員会」委員

・ロボットクリエイター

・東京大学先端科学技術研究センター

特任准教授

高橋 智隆

今回，学校のリニューアルに

伴って積極的に新しい技術を

取り入れて頂き，ここから未来

を創る人材が世界に羽ばたい

ていくことを期待しています。

●ホール ●テクニカルSTATION

●クリエイトCUBE
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設置 

学科等
全日制

フロンティア理数科 理工系大学進学型専門学科 

プロジェクト工学科
まちづくり分野（都市デザイン、建築デザイン） 
ものづくり分野（メカトロニクス、エレクトロニクス） 

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できる

人材を育成する。 

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

京都市立京都工学院高等学校 
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