
京都府立東宇治高等学校

学校概要 部活動
【近畿大会】  

演劇部
(京都府大会最優秀校)

ソフトテニス部(男子個人)
校舎写真

　
○生徒数（平成28年５月１日現在） 　 　

1年 2年 3年 計 　 　
男 　
女

学校生活 進路状況

H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学
私立4年制大学
国公立・私立短期大学

☆学校行事☆

　

☆研修旅行☆ 　

地図
　

　

近郊地図

　

夢を目標に、目標を現実へ
所在地　〒611-0002 宇治市木幡平尾４３－２

Tel.0774-32-6390  0774-32-6397(入試広報室) Fax.0774-32-6371

専修・各種学校

○創立　昭和48年４月
○全日制課程　普通科（平成28年４月現在）

写真

専門学科等の授
業風景

☆授業☆

弓道部（男子個人）

※現役生の合格状況（延べ数）

どの授業も落ち着いた雰囲
気で進められ、英語の授業
ではＡＥＴが入ったＴＴ（ﾃｨｰﾑ
ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）による授業も行わ
れます。

　　　女子はリボンやスラックスも選択可

　

　　　大嶋駿太くん〔硬式野球部〕大阪市立大学法学部へ進学
部活動を３年間続けていたために休みがほとんど無かったので
すが、日々の授業でしっかり理解をしようと思い集中して授業に
のぞみました。東宇治高校は、自習室や毎日の進学講習など受
験と向き合える環境が揃っています。また先生方は学習面の指
導だけではなく、生活面の相談にも親身になり耳を傾けてくださ
いました。中学生の皆さんも東宇治高校でいろいろなことにチャ
レンジしてみませんか。

文化系 体育系
吹奏楽 ・ 文芸 ・ 演劇 ・ 書道

 茶道 ・ 美術工芸 ・ 放送 ・ ICC
（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ）
 園芸同好会

　バスケットボール ・テニス
　バレーボール ・ソフトテニス
  バドミントン ・野球 ・サッカー
  陸上競技 ・弓道

☆制服☆  【文理探究】　北海道

　　　　～卒業生からのメッセージ～(27年度卒)
【校外学習】【文化祭】
【体育祭】
【ひろがる心展（芸術発表会）】
【マラソン大会】

　【英語探究】　オーストラリア    　【文理探究・特進】　台湾

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） 
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京都府立東宇治高等学校

学校概要 部活動
【近畿大会】  

演劇部
(京都府大会最優秀校)

ソフトテニス部(男子個人)
校舎写真

　
○生徒数（平成28年５月１日現在） 　 　

1年 2年 3年 計 　 　
男 　
女

学校生活 進路状況

H25年度 H26年度 H27年度
国公立4年制大学
私立4年制大学
国公立・私立短期大学

☆学校行事☆

　

☆研修旅行☆ 　

地図
　

　

近郊地図

　

夢を目標に、目標を現実へ
所在地　〒611-0002 宇治市木幡平尾４３－２

Tel.0774-32-6390  0774-32-6397(入試広報室) Fax.0774-32-6371

専修・各種学校

○創立　昭和48年４月
○全日制課程　普通科（平成28年４月現在）

写真

専門学科等の授
業風景

☆授業☆

弓道部（男子個人）

※現役生の合格状況（延べ数）

どの授業も落ち着いた雰囲
気で進められ、英語の授業
ではＡＥＴが入ったＴＴ（ﾃｨｰﾑ
ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）による授業も行わ
れます。

　　　女子はリボンやスラックスも選択可

　

　　　大嶋駿太くん〔硬式野球部〕大阪市立大学法学部へ進学
部活動を３年間続けていたために休みがほとんど無かったので
すが、日々の授業でしっかり理解をしようと思い集中して授業に
のぞみました。東宇治高校は、自習室や毎日の進学講習など受
験と向き合える環境が揃っています。また先生方は学習面の指
導だけではなく、生活面の相談にも親身になり耳を傾けてくださ
いました。中学生の皆さんも東宇治高校でいろいろなことにチャ
レンジしてみませんか。

文化系 体育系
吹奏楽 ・ 文芸 ・ 演劇 ・ 書道

 茶道 ・ 美術工芸 ・ 放送 ・ ICC
（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ）
 園芸同好会

　バスケットボール ・テニス
　バレーボール ・ソフトテニス
  バドミントン ・野球 ・サッカー
  陸上競技 ・弓道

☆制服☆  【文理探究】　北海道

　　　　～卒業生からのメッセージ～(27年度卒)
【校外学習】【文化祭】
【体育祭】
【ひろがる心展（芸術発表会）】
【マラソン大会】

　【英語探究】　オーストラリア    　【文理探究・特進】　台湾

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） 

設置
全日制 普 通 科 英語探究コース・文理探究コース

学科等

教育 生徒の学力・能力を高める教育活動を推進し、たくましい心と豊かな学力を持った

目標 知・徳・体の調和のとれた生徒の育成を目指す。

学

校 ☆国際交流や異文化理解学習を通じて国際感覚と幅広い視野を育成

の ☆部活動・学校行事を通して、主体的に生きる力と輝きのある学校生活

特 ☆生徒一人一人の「個」を大切にするきめ細やかな指導で進路を切り拓く

色 ☆授業・集中学習会・学習・進学講習のリンクにより自ら学ぶ力を育成

３年間を見通した生徒のモチベーションを高める

独自の進路システムを構築し、生徒の学力・能力を

一層高める学習活動へと連動させます。

国公立大学、難関私立大学への進学をめざします。

教

育

シ

ス ※クラス数は平成28年度の例です

テ ☆土曜授業を実施しています！

ム 京都府教育委員会から教育課程特例校の指定を受け、

月２回の土曜授業を実施。より質の高い学力の向上

を目指しています。

☆実践的な英語力を磨きます！

国際交流や異文化交流を通じて、より実践的な英語のコミュニケーション能力を

育成しています。

１年次 合格発表後の基礎学力診断テストの結果と希望調査により総合的にコース

コース ・クラスを決定します。

決 定 2年次 文理探究コースで１年次の成績・学習状況・進路希望等により総合的にク

ラスを決定します。

１年 ２年 ３年 卒業後の進路

人文探究・理数探究(特進)
文理探究特進
１クラス

文理探究
５クラス

人文探究・理数探究

国公立大学
難関私立大学

等

英語探究コース １クラス

国公立大学
私立大学 等

京都府立東宇治高等学校
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京都府立莵道高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

写真

写真
○文化系

○全日制課程　普通科（平成28年４月現在） ○体育系
○創立 昭和 60 年 ４月 写真
○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

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
写真 国公立・私立短期大学

○学校行事

○修学旅行
写真

○制服
写真

地図

○トピックス

近郊地図

◆ＪＲ黄檗駅から
バス5分

平成27年度
全国大会出場：ボクシング、放送、書道、
美術
放送は全国総合文化祭アナウンス部門
で優秀賞を受賞しました。
近畿大会出場：卓球、アーチェリー

宇治川の流れのように、清らかさと凛々しさ
がデザインの細部に表現されています。

２年生全員で行くマレーシア・シンガポール
への海外キャリア研修旅行です。ホームビ
ジット、現地校との交流、現地市場調査、市
内見学等豊富なメニューで、グローバル化
する世界へ踏み出します。

　「チーム莵道」　10年後の満足をめざして
所在地　〒611-0011 宇治市五ヶ庄五雲峰4-1

専修・各種学校
公務員
就職

１年生では共通の学習、２・３年生で理数
コース（発展）・人文コース（発展・標準）の
クラスに分かれて学習を行います。また、
鵜飼見学や保育実習など、「UJI学」として
地元の施設や教育機関を活用した楽しい
学習を行っています。

「莵道祭」　１年生は小劇場、２年生は仮装
パフォーマンス、３年生は本格的な演劇な
ど、笑い、涙あふれる莵道最大の祭典
「体育大会」　スポーツの秋、学年別クラス
対抗の真剣勝負
このほか、２月に「芸術祭」があります。

バスケットボール、バレーボール、卓球、剣
道、ボクシング、アーチェリー、サッカー、硬
式野球、バドミントン、陸上競技、ソフトボー
ル（女）、テニス、ソフトテニス（男）

※現役生の合格状況（延べ数）

吹奏楽、美術、フォークソング、放送、写
真、ＥＳＳ、囲碁将棋、書道、茶道、コン
ピュータ、科学、家庭文化交流部

卒業生からのメッセージ 

 
 

校章 

 
 

写真 

府立高校の特色化事業で

「宇治田楽」「莵道国際交

流」「莵道論文コンテスト」

に取り組んでいます。質の

高い「莵道文化」の構築を

めざしています。 

 莵道高校は、国公立大進学を目指
す人のための講座があるなど、勉強

する環境の整った場所です。進路実

現に向けて共に支えあえる仲間とも

出会うことができます。 
  また、部活動に取り組む人も多く、
文武両道に励みたいという人には最

適の学校です。そして、海外に研修

旅行に行き、外国の文化に触れて、

成長して帰ってくることができるのも

莵道高校の魅力です。 

（「宇治田楽」に挑戦！） 

京都府立医科大学 進学 
 野村 琴美 さん 
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京都府立莵道高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

写真

写真
○文化系

○全日制課程　普通科（平成28年４月現在） ○体育系
○創立 昭和 60 年 ４月 写真
○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

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
写真 国公立・私立短期大学

○学校行事

○修学旅行
写真

○制服
写真

地図

○トピックス

近郊地図

◆ＪＲ黄檗駅から
バス5分

平成27年度
全国大会出場：ボクシング、放送、書道、
美術
放送は全国総合文化祭アナウンス部門
で優秀賞を受賞しました。
近畿大会出場：卓球、アーチェリー

宇治川の流れのように、清らかさと凛々しさ
がデザインの細部に表現されています。

２年生全員で行くマレーシア・シンガポール
への海外キャリア研修旅行です。ホームビ
ジット、現地校との交流、現地市場調査、市
内見学等豊富なメニューで、グローバル化
する世界へ踏み出します。

　「チーム莵道」　10年後の満足をめざして
所在地　〒611-0011 宇治市五ヶ庄五雲峰4-1

専修・各種学校
公務員
就職

１年生では共通の学習、２・３年生で理数
コース（発展）・人文コース（発展・標準）の
クラスに分かれて学習を行います。また、
鵜飼見学や保育実習など、「UJI学」として
地元の施設や教育機関を活用した楽しい
学習を行っています。

「莵道祭」　１年生は小劇場、２年生は仮装
パフォーマンス、３年生は本格的な演劇な
ど、笑い、涙あふれる莵道最大の祭典
「体育大会」　スポーツの秋、学年別クラス
対抗の真剣勝負
このほか、２月に「芸術祭」があります。

バスケットボール、バレーボール、卓球、剣
道、ボクシング、アーチェリー、サッカー、硬
式野球、バドミントン、陸上競技、ソフトボー
ル（女）、テニス、ソフトテニス（男）

※現役生の合格状況（延べ数）

吹奏楽、美術、フォークソング、放送、写
真、ＥＳＳ、囲碁将棋、書道、茶道、コン
ピュータ、科学、家庭文化交流部

卒業生からのメッセージ 

 
 

校章 

 
 

写真 

府立高校の特色化事業で

「宇治田楽」「莵道国際交

流」「莵道論文コンテスト」

に取り組んでいます。質の

高い「莵道文化」の構築を

めざしています。 

 莵道高校は、国公立大進学を目指
す人のための講座があるなど、勉強

する環境の整った場所です。進路実

現に向けて共に支えあえる仲間とも

出会うことができます。 
  また、部活動に取り組む人も多く、
文武両道に励みたいという人には最

適の学校です。そして、海外に研修

旅行に行き、外国の文化に触れて、

成長して帰ってくることができるのも

莵道高校の魅力です。 

（「宇治田楽」に挑戦！） 

京都府立医科大学 進学 
 野村 琴美 さん 

設置
全日制 普通科

２年次より理数コース、人文コース（発展コー

学科等 ス、標準コース）に分かれる。

教育 「さとく、さやかに、たくましく」を校訓とし、「10年後の満足」をめざす教

目標 育の推進

・宇治一円を見渡せる素晴らしい環境の中で、「知・徳・

体」の調和のとれた若者の育成を目指します。

・力のつく授業を中心として、学校行事や部活動も大切に

しながら、進路希望の実現を目指します。

○平成2８年3月卒業生の進路状況（延べ数）

学 国公立大学 ６１名 私立大学 ６５２名

校 短期大学 １７名 専門・各種学校 40名 就職 5名

の ○部活動 加入率 ８０.４％（体育系16部、文化系1２部）

特 ・莵道高校独自の体験学習「UJI学」や「海外キャリア研修旅行」などの取組

色 を通して、知恵を磨き感性豊かな幅広い人間の育成をめざします。

○「チーム莵道」の力で伸ばす

・進路希望の実現に向けた「確かな教育力」 →力のつく授業

・１年生全員が共通の教育課程で学習 →部活動も一斉に開始 「１０年後の満足」

・充実した部活動、学校行事、ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動 →質の高い集団の育成

普通科募集定員280名(７クラス)の場合 ※クラス数は平成28年度の例です。

教 １年次 ２・３年次 めざす進路

育 （週34時間）

シ 理数コース 国公立大理系

ス 発 展 私立大理系

テ 数学・英語 （３クラス） 等

ム

発 展

標 準 コース分け

人文コース 国公立大文系

（７クラス） 発 展 私立大文系

標 準 等

（４クラス）

生徒のモチベーションを どちらのコースも選択できる センター試験受験率 85 ％の

維持・向上させるクラス編成 柔軟なコース制 高い国公立希望を実現する指導

コース １年次にガイダンスや面談を実施し、進路希望、興味・関心、適性等より総

決定 合的に判断して、２年次からのコースを決定します。

コース

選択

京都府立莵道高等学校
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学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真 ○文化系

○全日制課程（単位制）（平成28年４月現在） ○体育系

○創立

○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

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
国公立・私立短期大学

○学校行事

○研修旅行

○制服

地図

○トピックス

 じょうなんりょうそう

＊普通科 　　＊教養科学科： 人文・社会科学系統

美術部 茶道部

演劇部 フォークソング部

書道部 科学部

インターハイ出場　　体操部　　

　　　　　体操部

放送部

ハンドボール部（男女） 山楽部

バレーボール部（女） 剣道部

   ◇普通科：あらゆる進路に対応したカリキュラム
単位制の利点を生かし、自分の興味・関心や進路希望に
応じて、最も適した教科・科目を選択して学習できます。
　 ◇教養科学科：難関大学進学を可能にするカリキュラム
課題研究、大学・研究機関との連携、外部講師の活用など、
知的好奇心や興味・関心を喚起し、専門性を高める機会を
設定します。

※現役生の合格状況（延べ数）

バドミントン部（男女） テニス部（男女）

CALL教室での授業

　京都府立城南菱創高等学校

いま、輝きの瞬間

自然科学系統

平成20年９月１日

サッカー部 弓道部
バスケットボール部（男女） ウェイトリフティング部

体操部

ボランティア部

野球部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　             　と　　き

所在地　〒611-0042 宇治市小倉町南堀池

専修・各種学校
公務員
就職

   北海道へ３泊４日の行程で行きます。ラフティ
ングや乗馬などの自然体験や、雄大な北海道を
体感できる農業体験、小樽などの街並みを散策
する自主活動と、思い出に残るものになっていま
す。

   文化祭（３日間）や体育祭、芸術展など、どの
行事にも熱心に取り組みます。みんなが一生懸
命やるからこそ、大きな感動が待っています。

近畿大会出場　　弓道部（男子・女子）　

吹奏楽部

家庭部

 ☆近鉄京都線
　「小倉駅」から
 徒歩１０分です。

　☆JR奈良線
　　「小倉駅」から
　徒歩１５分です。

　 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。

 
 

校章 

 
 

卒業生からのメッセージ

城南菱創高校で、「みんな」で学習・部活動・学校行事 
等にひたむきに取り組み、希望進路を実現しました。 
＜今春の卒業生（第７期生）＞ 

奈良女子大学  文学部  （剣道部） 
神戸大学  工学部  （ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 
京都府立大学 生命環境学部  （ハンドボール部） 
大阪市立大学 経済学部  （バレーボール部） 
京都教育大学  （美術部） 
滋賀県立大学 人間文化学部  （吹奏楽部） など

学校説明会日程

第１回 ８月２０日（土）全体説明、生徒による発表・説明

第２回 ９月２４日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

第３回１０月 １日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

第４回１０月２２日（土）学校説明、授業見学、部活動体験

第５回１１月１９日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

－ 68 －



学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真 ○文化系

○全日制課程（単位制）（平成28年４月現在） ○体育系

○創立

○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

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
国公立・私立短期大学

○学校行事

○研修旅行

○制服

地図

○トピックス

 じょうなんりょうそう

＊普通科 　　＊教養科学科： 人文・社会科学系統

美術部 茶道部

演劇部 フォークソング部

書道部 科学部

インターハイ出場　　体操部　　

　　　　　体操部

放送部

ハンドボール部（男女） 山楽部

バレーボール部（女） 剣道部

   ◇普通科：あらゆる進路に対応したカリキュラム
単位制の利点を生かし、自分の興味・関心や進路希望に
応じて、最も適した教科・科目を選択して学習できます。
　 ◇教養科学科：難関大学進学を可能にするカリキュラム
課題研究、大学・研究機関との連携、外部講師の活用など、
知的好奇心や興味・関心を喚起し、専門性を高める機会を
設定します。

※現役生の合格状況（延べ数）

バドミントン部（男女） テニス部（男女）

CALL教室での授業

　京都府立城南菱創高等学校

いま、輝きの瞬間

自然科学系統

平成20年９月１日

サッカー部 弓道部
バスケットボール部（男女） ウェイトリフティング部

体操部

ボランティア部

野球部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　             　と　　き

所在地　〒611-0042 宇治市小倉町南堀池

専修・各種学校
公務員
就職

   北海道へ３泊４日の行程で行きます。ラフティ
ングや乗馬などの自然体験や、雄大な北海道を
体感できる農業体験、小樽などの街並みを散策
する自主活動と、思い出に残るものになっていま
す。

   文化祭（３日間）や体育祭、芸術展など、どの
行事にも熱心に取り組みます。みんなが一生懸
命やるからこそ、大きな感動が待っています。

近畿大会出場　　弓道部（男子・女子）　

吹奏楽部

家庭部

 ☆近鉄京都線
　「小倉駅」から
 徒歩１０分です。

　☆JR奈良線
　　「小倉駅」から
　徒歩１５分です。

　 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。

 
 

校章 

 
 

卒業生からのメッセージ

城南菱創高校で、「みんな」で学習・部活動・学校行事 
等にひたむきに取り組み、希望進路を実現しました。 
＜今春の卒業生（第７期生）＞ 

奈良女子大学  文学部  （剣道部） 
神戸大学  工学部  （ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 
京都府立大学 生命環境学部  （ハンドボール部） 
大阪市立大学 経済学部  （バレーボール部） 
京都教育大学  （美術部） 
滋賀県立大学 人間文化学部  （吹奏楽部） など

学校説明会日程

第１回 ８月２０日（土）全体説明、生徒による発表・説明

第２回 ９月２４日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

第３回１０月 １日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

第４回１０月２２日（土）学校説明、授業見学、部活動体験

第５回１１月１９日（土）教養科学科の説明､例題解説､体験授業

（設置学科等は平成 年度の予定）

設置

学科等

全日制 普通科

全日制 教養科学科 人文・社会科学系統、自然科学系統

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！！

学
校
の
特
色

～ Ａ ＮＥＷ ＳＴＡＧＥ ＦＯＲ ＹＯＵＲ ＢＲＩＧＨＴ ＦＵＴＵＲＥ ～ 

  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
⇒ きめ細かく丁寧な学習指導 ⇒ 希望進路の実現

少人数講座の演習 福祉関連科目の実習 クラス演劇・体育祭等、充実した高校生活

 「高い学力」 と 「探究の精神」、理想の自分を追求します！ 

☆ 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

京都大学での語学実習 京都大学化学研究所見学 サイエンスラボでの高大連携授業 ３年生ゼミ発表会
 

教
育
シ
ス
テ
ム

「単位制」により、新しい時代を切り拓く、多様で専門性豊かな教育を展開します！

コース

決定

普 通 科：２年次より、進路希望に応じて「個別の時間割」を作成する。

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

を選択する。

京都府立城南菱創高等学校 
 
 

 

普 通 科

教養科学科
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京都府立城陽高等学校
「進化する城陽　～なりたい自分を考え、自ら学び、行動する～」

学校概要 部活動

近畿大会ベスト８
 男子バスケットボール部

近畿大会出場
 山岳部

府下大会　優勝
 陸上競技部

○文化系
 ボランティア　放送　社会科学　美術　

○全日制課程　普通科（平成28年４月現在）  吹奏楽　家庭科　天文　華道　合唱　

○創立 昭和47年４月  書道　軽音楽　新聞　茶道　ESS

○生徒数（平成28年５月１日現在）  コンピュータ　囲碁・将棋　他

1年 2年 3年 計 ○体育系
男  バスケットボール　バレーボール女子　硬式野球　バドミントン　　

女  山岳　ラグビー　サッカー　陸上競技　ソフトテニス ハンドボール 

 剣道 体操

学校生活 進路状況
○平成27年度卒業生　進路状況

○授業 　 四年制大学36％、短期大学14％、専門･各種学校31％
　・１年生での習熟度別講座（英、数）    就職9％(4年連続就職率100％)、その他9％
　・城陽サタデープラス(土曜教室） ○平成27年度卒業生の主な進路先
　・TAG城陽（どれ道学習）    大学 ： 関西大学･立命館大学･同志社女子大学･龍谷大学

             京都産業大学･佛教大学･関西外国語大学･摂南大学など

   短期大学：龍谷大学短期大学部・関西外国語大学短期大学部など

○学校行事    専門学校：京都第一赤十字看護専門学校・洛和会京都厚生学校など

   就職：乙訓消防組合消防本部･京都府警察本部･

　　　　   日本たばこ産業(株)関西工場･(株)京都ホテル　など

  　 文化祭（９月） 　 体育祭（１０月） 国際理解教育（１１月）

○研修旅行

 沖縄（伊江島ホームステイ等）3泊4日 地図

○トピックス

近郊地図

           ◆JR城陽駅から徒歩1０分

所在地　〒610-0121 城陽市寺田宮ノ平１

○制服

　TAG城陽
（地域の方々を招き、自分たちの将来を考える）

写真 

卒業生からのメッセージ
私は、城陽高校に入ってすぐソフトテニス部に所属しま

した。その中で礼儀やマナー、強い精神を身につけるこ

とができました。将来の夢に向けて勉強に取り組んだ時、

成績や偏差値がなかなか上がりませんでした。それで

も忍耐強く勉強を続けることができたのは、部活動で得

た精神力のおかげだと思います。 私は、塾にも通わず、

自分で学習計画を立てて学習しました。城陽高校の先

生方は、私が受験勉強について相談に行くと丁寧に話

を聞いてくださり、相談に乗ってくださいました。そのお

陰で、なかなか伸びなかった受験後期を乗り切ることが

できました。城陽高校は精神面や学習面等、様々なこと

が学べる学校です。 

     Joyo Advance Club 
～城陽をリードするクラブ～ 

専門家の指導により部活動の充実を図り、生徒

一人ひとりが文武両道を目指せる環境を作ってい

ます。 
男子バスケット 女子バスケット サッカー 剣道

女子バレー 野球 卓球 陸上競技 ラグビー

ソフトテニス バドミントン 吹奏楽 美術 

谷山 文哉 くん 

（関西大学 在学中） 
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京都府立城陽高等学校
「進化する城陽　～なりたい自分を考え、自ら学び、行動する～」

学校概要 部活動

近畿大会ベスト８
 男子バスケットボール部

近畿大会出場
 山岳部

府下大会　優勝
 陸上競技部

○文化系
 ボランティア　放送　社会科学　美術　

○全日制課程　普通科（平成28年４月現在）  吹奏楽　家庭科　天文　華道　合唱　

○創立 昭和47年４月  書道　軽音楽　新聞　茶道　ESS

○生徒数（平成28年５月１日現在）  コンピュータ　囲碁・将棋　他

1年 2年 3年 計 ○体育系
男  バスケットボール　バレーボール女子　硬式野球　バドミントン　　

女  山岳　ラグビー　サッカー　陸上競技　ソフトテニス ハンドボール 

 剣道 体操

学校生活 進路状況
○平成27年度卒業生　進路状況

○授業 　 四年制大学36％、短期大学14％、専門･各種学校31％
　・１年生での習熟度別講座（英、数）    就職9％(4年連続就職率100％)、その他9％
　・城陽サタデープラス(土曜教室） ○平成27年度卒業生の主な進路先
　・TAG城陽（どれ道学習）    大学 ： 関西大学･立命館大学･同志社女子大学･龍谷大学

             京都産業大学･佛教大学･関西外国語大学･摂南大学など

   短期大学：龍谷大学短期大学部・関西外国語大学短期大学部など

○学校行事    専門学校：京都第一赤十字看護専門学校・洛和会京都厚生学校など

   就職：乙訓消防組合消防本部･京都府警察本部･

　　　　   日本たばこ産業(株)関西工場･(株)京都ホテル　など

  　 文化祭（９月） 　 体育祭（１０月） 国際理解教育（１１月）

○研修旅行

 沖縄（伊江島ホームステイ等）3泊4日 地図

○トピックス

近郊地図

           ◆JR城陽駅から徒歩1０分

所在地　〒610-0121 城陽市寺田宮ノ平１

○制服

　TAG城陽
（地域の方々を招き、自分たちの将来を考える）

写真 

卒業生からのメッセージ
私は、城陽高校に入ってすぐソフトテニス部に所属しま

した。その中で礼儀やマナー、強い精神を身につけるこ

とができました。将来の夢に向けて勉強に取り組んだ時、

成績や偏差値がなかなか上がりませんでした。それで

も忍耐強く勉強を続けることができたのは、部活動で得

た精神力のおかげだと思います。 私は、塾にも通わず、

自分で学習計画を立てて学習しました。城陽高校の先

生方は、私が受験勉強について相談に行くと丁寧に話

を聞いてくださり、相談に乗ってくださいました。そのお

陰で、なかなか伸びなかった受験後期を乗り切ることが

できました。城陽高校は精神面や学習面等、様々なこと

が学べる学校です。 

     Joyo Advance Club 
～城陽をリードするクラブ～ 

専門家の指導により部活動の充実を図り、生徒

一人ひとりが文武両道を目指せる環境を作ってい

ます。 
男子バスケット 女子バスケット サッカー 剣道

女子バレー 野球 卓球 陸上競技 ラグビー

ソフトテニス バドミントン 吹奏楽 美術 

谷山 文哉 くん 

（関西大学 在学中） 

 

設置

学科等
全日制 普通科

プログレッシブコース

スタンダードコース

教育

目標

◆知・徳・体の調和のとれた人格形成 ◆自ら進路を切り拓く能力・態度の育成

◆生命と基本的人権を尊重する態度・実践力の育成

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

１年次・・・基礎学力診断テストと希望によるコース編成

２年次・・・２年進級時、学力・希望進路を考慮してコースを変更

考える・知る
将来を設計するために必要な知識を学ぶ

・城陽サタデープラス（土曜教室）

・学力向上プログラム

・集中進学補講 ・高大連携講座

進化する城陽

京都府立城陽高等学校

行動する・対話する
自ら行動し在り方生き方について考え抜く

・一年生部活動全員加入

・

・国際理解教育

・・

身につける・獲得する

自らの進路を実現させる

・ＴＡＧ城陽 ・関西主要大学体験

・ 関西大学

「学校インターンシッププログラム」

・キャリア教育 ・地域との連携

・・

地域から信頼される地元の公立高校として、生徒一人ひとりが夢と希望と目標

をもち、生き生きと過ごすことができる学校づくりをすすめます！

厳しさの中に愛情ある指導「城高マインド」による心身ともに健全な、自立・自律した高校生の育成

多様化・複雑化する現代社会を力強く輝ける人間の育成

京都府教育委員会指定 京都フロンティア校

＊クラス数は平成２８年度ベースです。
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京都府立西城陽高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　インターハイ出場　
　 　 陸上競技　男子ソフトテニス　水泳

　近畿大会出場
　　　陸上競技・男子ソフトテニス・水泳・卓球

○全日制課程（平成28年４月現在）　　普通科
ＧＳコース（Global Study）ハイレベルな学び
ＣＳコース（Club＆Study）「文」と「武」の両立
ＳＳコース（スポーツ総合専攻）

○創立 昭和58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

学校生活

○ 授業 進路状況
　　掃除の行き届いたきれいな校舎 ※現役生の合格状況（延べ数）

　　落ち着いた学習環境で H25年度 H26年度 H27年度
　　｢文｣と｢武｣の両立を目指す仲間と 国公立4年制大学
　　互いに切磋琢磨しながら学ぶ 私立4年制大学

国公立・私立短期大学
○学校行事 専修・各種学校

ＮＪフェスティバル（文化祭） 公務員
遠足（１・２・３年） 就職
ＮＪスポーツ大会・・・など
　行事をみんなで盛り上げ

　思いっきり楽しむ

○修学旅行
　　大自然満喫の
　　研修旅行

○制服

地図

○トピックス

◆近鉄「富野荘駅」から徒歩約15分

笑顔 ひたむきさ 感動

所在地　〒610-0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1

　　　バドミントン・女子バスケットボール・合唱

　　　男女バレーボール・女子ソフトボール

○文化系
　合唱 吹奏楽
　文芸 美術 天文
　茶道 ESS 写真
　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ研究

○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)
　女子ソフトボール
　バドミントン
　剣道 柔道 卓球 水泳

神戸大学 文学部 進学 
  卓球部  木幡中学出身  
  
西城陽なら、 
勉強と部活の両立ができます。 

月 日（日） 学校公開説明会 
月 日(土) (日) 月 (土)部活動体験 

各部いずれかの日で実施

月 日 日 学校公開説明会

月 日 土 学校説明会
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京都府立西城陽高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　インターハイ出場　
　 　 陸上競技　男子ソフトテニス　水泳

　近畿大会出場
　　　陸上競技・男子ソフトテニス・水泳・卓球

○全日制課程（平成28年４月現在）　　普通科
ＧＳコース（Global Study）ハイレベルな学び
ＣＳコース（Club＆Study）「文」と「武」の両立
ＳＳコース（スポーツ総合専攻）

○創立 昭和58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

学校生活

○ 授業 進路状況
　　掃除の行き届いたきれいな校舎 ※現役生の合格状況（延べ数）

　　落ち着いた学習環境で H25年度 H26年度 H27年度
　　｢文｣と｢武｣の両立を目指す仲間と 国公立4年制大学
　　互いに切磋琢磨しながら学ぶ 私立4年制大学

国公立・私立短期大学
○学校行事 専修・各種学校

ＮＪフェスティバル（文化祭） 公務員
遠足（１・２・３年） 就職
ＮＪスポーツ大会・・・など
　行事をみんなで盛り上げ

　思いっきり楽しむ

○修学旅行
　　大自然満喫の
　　研修旅行

○制服

地図

○トピックス

◆近鉄「富野荘駅」から徒歩約15分

笑顔 ひたむきさ 感動

所在地　〒610-0117 城陽市枇杷庄京縄手46-1

　　　バドミントン・女子バスケットボール・合唱

　　　男女バレーボール・女子ソフトボール

○文化系
　合唱 吹奏楽
　文芸 美術 天文
　茶道 ESS 写真
　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ研究

○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)
　女子ソフトボール
　バドミントン
　剣道 柔道 卓球 水泳

神戸大学 文学部 進学 
  卓球部  木幡中学出身  
  
西城陽なら、 
勉強と部活の両立ができます。 

月 日（日） 学校公開説明会 
月 日(土) (日) 月 (土)部活動体験 

各部いずれかの日で実施

月 日 日 学校公開説明会

月 日 土 学校説明会

設置

学科等
全日制 普通科 ＧＳコース ＣＳコース ＳＳコース（スポーツ総合専攻）

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。

学
校
の
特
色

笑顔・ひたむきさ・感動 －そんな言葉が似合う学校－

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。  

教
育
シ
ス
テ
ム

コース別の学びで、各々の持つ力を３年間で最大限に伸ばします

コース（ ）※週３４時間授業

幅広い教養を身につけ、国公立大学・難関私立大学の文系及び理系への進学を目指します。

コース（ ＆ ）※週３ 時間授業

高いレベルで「文」と「武」を両立させ、国公立大学・私立大学の文系及び理系への進

学を目指します。習熟度に対応した発展クラスも設定します。

ＳＳコース（スポーツ総合専攻）※週３ 時間授業

スポーツでの全国レベルの活躍と、国公立・私立大の文系・体育系４年制大学への進学

を目指します。

※授業時間数は１年生

各コースともに「文」と「武」の両立により自己管理のできる人間育成を目指し、

各コースが切磋琢磨する学びの集団を形成します。

＜基本コンセプト＞

・３年間でそれぞれの力を最大限に伸ばす

・自ら学ぶ「力」をつける仕組

・３つのコースが競い合い支え合う

コース

決定
・ 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。

京都府立西城陽高等学校
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京都府立京都八幡高等学校（北キャンパス）　　　　　　　　　　

学校概要 部活動（南北キャンパス合同で活動します。）

写真

校舎写真

写真

全日制課程（平成28年４月現在）
普通科総合選択制

写真
○創立 平成19年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 3年 計
男
女

進路状況

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
4年制大学

○授業 短期大学

写真

○学校行事

写真

○研修旅行 写真

○制服 写真 地図

○トピックス

◆京阪樟葉駅からバス９分

　　　　科学・共生・感動
所在地 〒614-8363　京都府八幡市男山吉井7

2年

○全国大会等の活躍
レスリング部は 年度、近畿選

手権３連覇、インターハイ団体５位･

個人３位入賞２名、和歌山国体３位

入賞２名、全国高校選抜大会団体５

位･個人優勝１名･準優勝１名と全国

で活躍しました。

弓道部、卓球部、中国武術部も近

畿、全国大会へ出場しています。

○文化系
吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、

伝統文化、美術、写真、ボランティ

ア、科学、ＥＳＳ、コンピュータ

○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、柔道、剣道、レスリン

グ、男子ハンドボール、バドミント

ン、弓道、中国武術

普通科総合選択制には、２つのエリアと
８つのコースが設置され、自分の能力・適
性、興味・関心や希望進路にあった学習を
重点的に行うことができます。

専修・各種学校
公務員
就職
その他

文化祭・体育祭は南北キャンパス合同で
行います。文化祭では、各クラスの展示や
発表の他、部活動・有志による企画や、模
擬店が開かれます。また、八幡支援学校
や地域の方々を招いて交流する取組も進
めています。

３泊４日の日程で、沖縄研修旅行を２年
生で実施しています。特に民泊体験の中
で、 「おじぃ」や「おばぁ」と過ごした大切な
時間は生徒たちにとって心に残る体験で
す。

　写真の制服の他に、セーター、ベスト、
ポロシャツが用意されています。

 
 

写真 

卒業生からのメッセージ 
 

京都八幡高校で一番成長できたと思えるのは、

勉強面でも運動面でも苦手なことにも積極的に

挑戦するようになったことです。高校から始めた

ハンドボールではどんな状況でも諦めない精神

を身に付けました。これから入学される皆さんに

も何か一つでも夢中になれるものを見つけてい

ただき高校生活をぜひとも充実したものにしてほ

しいと思います。

（関西大学人間健康学部・芝本 葵生）

 
 

「まごころおせち料理」をお届け

京都府無形文化財で「瓢亭」当主の髙

橋様から特別授業でご指導いただいたこ

とを生かし、「まごころおせち料理」をつ

くって、城陽支援学校の生徒と一緒に、

地域の高齢者の方々にふるまいました。 

（現役生・決定先） 
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京都府立京都八幡高等学校（北キャンパス）　　　　　　　　　　

学校概要 部活動（南北キャンパス合同で活動します。）

写真

校舎写真

写真

全日制課程（平成28年４月現在）
普通科総合選択制

写真
○創立 平成19年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 3年 計
男
女

進路状況

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
4年制大学

○授業 短期大学

写真

○学校行事

写真

○研修旅行 写真

○制服 写真 地図

○トピックス

◆京阪樟葉駅からバス９分

　　　　科学・共生・感動
所在地 〒614-8363　京都府八幡市男山吉井7

2年

○全国大会等の活躍
レスリング部は 年度、近畿選

手権３連覇、インターハイ団体５位･

個人３位入賞２名、和歌山国体３位

入賞２名、全国高校選抜大会団体５

位･個人優勝１名･準優勝１名と全国

で活躍しました。

弓道部、卓球部、中国武術部も近

畿、全国大会へ出場しています。

○文化系
吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、

伝統文化、美術、写真、ボランティ

ア、科学、ＥＳＳ、コンピュータ

○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、柔道、剣道、レスリン

グ、男子ハンドボール、バドミント

ン、弓道、中国武術

普通科総合選択制には、２つのエリアと
８つのコースが設置され、自分の能力・適
性、興味・関心や希望進路にあった学習を
重点的に行うことができます。

専修・各種学校
公務員
就職
その他

文化祭・体育祭は南北キャンパス合同で
行います。文化祭では、各クラスの展示や
発表の他、部活動・有志による企画や、模
擬店が開かれます。また、八幡支援学校
や地域の方々を招いて交流する取組も進
めています。

３泊４日の日程で、沖縄研修旅行を２年
生で実施しています。特に民泊体験の中
で、 「おじぃ」や「おばぁ」と過ごした大切な
時間は生徒たちにとって心に残る体験で
す。

　写真の制服の他に、セーター、ベスト、
ポロシャツが用意されています。

 
 

写真 

卒業生からのメッセージ 
 

京都八幡高校で一番成長できたと思えるのは、

勉強面でも運動面でも苦手なことにも積極的に

挑戦するようになったことです。高校から始めた

ハンドボールではどんな状況でも諦めない精神

を身に付けました。これから入学される皆さんに

も何か一つでも夢中になれるものを見つけてい

ただき高校生活をぜひとも充実したものにしてほ

しいと思います。

（関西大学人間健康学部・芝本 葵生）

 
 

「まごころおせち料理」をお届け

京都府無形文化財で「瓢亭」当主の髙

橋様から特別授業でご指導いただいたこ

とを生かし、「まごころおせち料理」をつ

くって、城陽支援学校の生徒と一緒に、

地域の高齢者の方々にふるまいました。 

（現役生・決定先） 

 

 

  

設置 

学科等 
全日制 普通科 総合選択制 

アドバンス・エリア（自然科学コース・人文科学コース） 

ユニバーサル・エリア 

（社会科学コース・表現科学コース・健康科学コース・ 

生活科学コース・工芸科学コース・経営科学コース） 

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。 

学
校
の
特
色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース

決定 

1年次は、入学時の習熟度と希望により、「アドバンス・エリア」と「ユニバーサル・エリ 

ア」に分かれます。 

２年次からは、興味・関心や進路希望に応じて、８つのコースで学びます。 

  

「 」がきっと見つかる 

 

アドバンス・エリア 

自然科学コース 

知的好奇心を刺激して 
「科学する心」を育てます。 

人文科学コース 

高
大
連
携
授
業 

（
大
阪
工
業
大
学
） 

普通科総合選択制 
アドバンス・エリア/ユニバーサル・エリア 

京都府立京都八幡高等学校北キャンパス 

We Can Project（難関大学突破） 

多様な興味関心に対応 

目
標
・
習
熟
度
に
対
応 

進学補習（７限・休業中補習） 

伏
見
・
中
書
島 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク 

 

京
都
御
所 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク 

 

ユニバーサル・エリア 

健康科学コース 
車
い
す
バ
ス
ケ
体
験 

生活科学コース 
京
都
府
指
定
無
形
文

化
財
・
髙
橋
英
一
様

か
ら
京
料
理
を
学
ぶ 

社会科学コース 
京
都
大
学
総
合
博
物
館

で
の
校
外
学
習 

 表現科学コース 

創
作
小
噺
発
表 

 

（
落
語
体
験
） 

経営科学コース 
新
商
品
開
発
実
習 

（
ア
イ
デ
ィ
ア
パ
ン
） 

 工芸科学コース 

陶
芸
実
習 
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京都府立京都八幡高等学校（南キャンパス）　　　　　　　　　　

学校概要 部活動 （南北キャンパス合同で活動します。）

○全国大会等の活躍

校舎写真

○全日制課程（平成28年４月現在）
人間科学科　　　　　　介護福祉科

○創立 平成19年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在） ○体育系

1年 2年 3年 計
男
女

学校生活
進路状況

H25年度 H26年度 H27年度

○学校行事

○研修旅行

○制服

○トピックス

地図

◆京阪樟葉駅からバス16分

　北キャンパスと同じです。

公務員
文化祭・体育祭は南北キャンパス合同で行い

ます。文化祭では、各クラスの展示や発表の他、
部活動・有志による企画や、模擬店が開かれま
す。また、八幡支援学校や地域の方々を招いて
交流する取組も進めています。

就職
その他

(現役生・決定先）

２年生の 月に３泊４日の日程で沖縄研修旅
行を計画しています。チビチリガマでの平和学
習、民泊体験、安謝福祉複合施設での研修な
ど、生徒たちの人間的成長を促すメニューが
いっぱいです。

　　　　科学・共生・感動
所在地 〒614-8236　京都府八幡市内里柿谷16-1

レスリング部は 年度、近畿選
手権３連覇、インターハイ団体５位･
個人３位入賞２名、和歌山国体３位
入賞２名、全国高校選抜大会団体５
位･個人優勝１名･準優勝１名と全国
で活躍しました。

弓道部、卓球部、中国武術部も近
畿、全国大会へ出場しています。

南キャンパスのボランティア部が
「第 回ボランティア・スピリット賞
（アワード）コミュニティー賞」を受賞
しました。

○文化系
吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、

伝統文化、美術、写真、ボランティ
ア、科学、ＥＳＳ、コンピュータ

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、柔道、剣道、レスリング、
男子ハンドボール、バドミントン、弓
道、中国武術

○授業
　人間科学科は、大学等への進学のための学
力伸長を目標にし、加えて「子どもたちとの交
流」を通して「人間力」を磨きます。介護福祉科
は、３年間で介護福祉士国家試験受験資格が
取得できます。

4年制大学
短期大学
専修・各種学校

Ｎ 

 
 
八幡支援学校との対面式

４月 日に、南キャンパス１年生と八幡支援学校の全児

童生徒との対面式を行いました。校歌を交換し、交流ダン

スを一緒に楽しく踊りました。今日を皮切りに、昼休み交

流・授業交流・行事交流が日常的に始まります。 
 
 
介護技術コンテスト

介護福祉科２年生が全国福祉高等学校長会

近畿支部第３回介護技術コンテストにおいて最

優秀賞を獲得し、第４回全国高校生介護技術コ

ンテストに近畿の代表として出場しました。 
 

卒業生からのメッセージ 
人間科学科 平成 年度卒業生 湯川 絵里衣 さん        
臨床心理士を目指して南キャンパスに入学しましたが、学

習を深めるうちに、支援学校の先生になりたいという夢を持

ちました。今年４月から南キャンパスと同一敷地内にある八

幡支援学校に勤務しています。皆さんも南キャンパスで夢を

見つけませんか。 
介護福祉科 平成 年度卒業生 北村 佳奈 さん  
介護はやりがいのある素敵な仕事です。人と関わることが

好きな人、誰かの役に立ちたいと思っている人、福祉に少し

でも興味がある人は京都八幡高校南キャンパスのオープン

キャンパスに参加してみてください！ 
 

－ 76 －



京都府立京都八幡高等学校（南キャンパス）　　　　　　　　　　

学校概要 部活動 （南北キャンパス合同で活動します。）

○全国大会等の活躍

校舎写真

○全日制課程（平成28年４月現在）
人間科学科　　　　　　介護福祉科

○創立 平成19年４月
○生徒数（平成28年５月１日現在） ○体育系

1年 2年 3年 計
男
女

学校生活
進路状況

H25年度 H26年度 H27年度

○学校行事

○研修旅行

○制服

○トピックス

地図

◆京阪樟葉駅からバス16分

　北キャンパスと同じです。

公務員
文化祭・体育祭は南北キャンパス合同で行い

ます。文化祭では、各クラスの展示や発表の他、
部活動・有志による企画や、模擬店が開かれま
す。また、八幡支援学校や地域の方々を招いて
交流する取組も進めています。

就職
その他

(現役生・決定先）

２年生の 月に３泊４日の日程で沖縄研修旅
行を計画しています。チビチリガマでの平和学
習、民泊体験、安謝福祉複合施設での研修な
ど、生徒たちの人間的成長を促すメニューが
いっぱいです。

　　　　科学・共生・感動
所在地 〒614-8236　京都府八幡市内里柿谷16-1

レスリング部は 年度、近畿選
手権３連覇、インターハイ団体５位･
個人３位入賞２名、和歌山国体３位
入賞２名、全国高校選抜大会団体５
位･個人優勝１名･準優勝１名と全国
で活躍しました。

弓道部、卓球部、中国武術部も近
畿、全国大会へ出場しています。

南キャンパスのボランティア部が
「第 回ボランティア・スピリット賞
（アワード）コミュニティー賞」を受賞
しました。

○文化系
吹奏楽、演劇、放送、文芸、書道、

伝統文化、美術、写真、ボランティ
ア、科学、ＥＳＳ、コンピュータ

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、柔道、剣道、レスリング、
男子ハンドボール、バドミントン、弓
道、中国武術

○授業
　人間科学科は、大学等への進学のための学
力伸長を目標にし、加えて「子どもたちとの交
流」を通して「人間力」を磨きます。介護福祉科
は、３年間で介護福祉士国家試験受験資格が
取得できます。

4年制大学
短期大学
専修・各種学校

Ｎ 

 
 
八幡支援学校との対面式

４月 日に、南キャンパス１年生と八幡支援学校の全児

童生徒との対面式を行いました。校歌を交換し、交流ダン

スを一緒に楽しく踊りました。今日を皮切りに、昼休み交

流・授業交流・行事交流が日常的に始まります。 
 
 
介護技術コンテスト

介護福祉科２年生が全国福祉高等学校長会

近畿支部第３回介護技術コンテストにおいて最

優秀賞を獲得し、第４回全国高校生介護技術コ

ンテストに近畿の代表として出場しました。 
 

卒業生からのメッセージ 
人間科学科 平成 年度卒業生 湯川 絵里衣 さん        
臨床心理士を目指して南キャンパスに入学しましたが、学

習を深めるうちに、支援学校の先生になりたいという夢を持

ちました。今年４月から南キャンパスと同一敷地内にある八

幡支援学校に勤務しています。皆さんも南キャンパスで夢を

見つけませんか。 
介護福祉科 平成 年度卒業生 北村 佳奈 さん  
介護はやりがいのある素敵な仕事です。人と関わることが

好きな人、誰かの役に立ちたいと思っている人、福祉に少し

でも興味がある人は京都八幡高校南キャンパスのオープン

キャンパスに参加してみてください！ 
 

設置

学科等
全日制

人間科学科

介護福祉科

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。

学
校
の
特
色

１．高い専門性の習得 ～学習を科学する～

◆人間科学科 ヒューマンマインドの育成

・交流体験（小学校特別支援学級・保育所・幼稚園）

・授業交流（八幡支援学校小学部・中学部・高等部）

・絵本の読み聞かせ（近隣の小学校）など

◆介護福祉科 （スペシャリストの育成）

・介護実習（高齢者施設）

※３年間で 日の施設実習を行います。

※介護福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。

２．共生社会への志向 ～八幡支援学校（スクールパートナー）との交流～

同一敷地内に八幡支援学校があり、日常的に交流し、豊かな心を育みます。

① 昼休み交流

＜昼休みを一緒に過ごします＞

② 授業交流

＜小学部との授業交流：人間科学科＞

③ 行事交流

＜文化祭や体育祭でも交流します＞

３．関連分野への進学・就職へ ～３年後の感動～

※平成２ 年度卒業生進路実績

①【進 学】四年制大学 １３名 ・短期大学 ６名 ・専門学校 １８名

②【就 職】社会福祉施設 １０名・民間企業 １名・公務員１名（就職率１００％）

教
育
シ
ス
テ
ム

京都府立京都八幡高等学校 （南キャンパス）

＜校内での実習：介護福祉科＞ 

平成 年度卒業生

介護福祉士国家試験合格率

％（全国の合格率 ％）
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京都府立久御山高等学校

学校概要 部活動
○体育系

○文化系

校舎写真 　吹奏楽、演劇、放送、美術、茶道、オフィス情報

○同好会
　なぎなた、自然科学、ＥＳＳ、将棋、アスリート

■全国大会等の活躍
　・インターハイ
      サッカー部　ベスト16

○全日制課程（平成28年４月現在） 　・その他の全国大会
　普通科　　S（スタンダード）コース 　　　剣道部　国民体育大会　少年男子３名出場

A（アカデミー）コース 　　　剣道部　女子団体　　全国高等学校剣道選抜大会出場

スポーツ総合専攻(P（フィジカル）コース) 　　　アスリート同好会（ボウリング）高等学校ボウリング大会　第２位

○創立 昭和55年１月10日　学校設置 　・近畿大会
○生徒数（平成28年５月１日現在） 　　　ソフトテニス部　近畿高等学校ソフトテニス選手権大会個人戦出場

1年 2年 3年 計 　　　陸上競技部　インターハイ近畿地区予選会男子5000m　８位入賞

男
女 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

○授業・特別活動  ○学校祭(飛翔祭・スポーツ大会) 私立4年制大学
国公立・私立短期大学

○研修旅行 　　　　　○制服
　Aコース　グアム

　S・Pコース　沖縄

地図

○学校説明会予定 　　　近鉄大久保駅前より
近郊地図 　　　バス10分

　　　　(京都京阪バス　
　 　　　　久御山団地下車)

その他

自学・自律・自鍛

所在地　〒613-0033 京都府久世郡久御山町林

専修・各種学校
公務員
就職

　剣道、サッカー(男子）、ソフトテニス(女子)、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、水泳
　バドミントン、ソフトボール(女子)、テニス

※現役生の合格状況（延べ数）

《卒業生からのメッセージ》
京都教育大学 教育学部 体育領域専攻

長谷川 輝（ コース・サッカー部）

私はサッカー部に入部し、「全国制覇」という小さ

な頃からの夢を３年間追い続けました。学校生活で

はたくさんの経験を積むことができ、その中で「高

校教師」というもう一つの夢を見つけました。所属

していた コースでは、学習に対する意識も高く、文武両道の精神で２

つの夢を追い続けることができました。ぜひ、皆さんも久御山高校で夢

を追いかけてください。

・８月２２日(月) 部活動体験 
・９月２４日(土) 部活動体験・学校説明会・個別相談会 
・１０月２３日(日) 部活動体験・学校説明会・個別相談会 
・１１月２６日(土) 個別相談会 
・１２月３日(土) 個別相談会 
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京都府立久御山高等学校

学校概要 部活動
○体育系

○文化系

校舎写真 　吹奏楽、演劇、放送、美術、茶道、オフィス情報

○同好会
　なぎなた、自然科学、ＥＳＳ、将棋、アスリート

■全国大会等の活躍
　・インターハイ
      サッカー部　ベスト16

○全日制課程（平成28年４月現在） 　・その他の全国大会
　普通科　　S（スタンダード）コース 　　　剣道部　国民体育大会　少年男子３名出場

A（アカデミー）コース 　　　剣道部　女子団体　　全国高等学校剣道選抜大会出場

スポーツ総合専攻(P（フィジカル）コース) 　　　アスリート同好会（ボウリング）高等学校ボウリング大会　第２位

○創立 昭和55年１月10日　学校設置 　・近畿大会
○生徒数（平成28年５月１日現在） 　　　ソフトテニス部　近畿高等学校ソフトテニス選手権大会個人戦出場

1年 2年 3年 計 　　　陸上競技部　インターハイ近畿地区予選会男子5000m　８位入賞

男
女 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

○授業・特別活動  ○学校祭(飛翔祭・スポーツ大会) 私立4年制大学
国公立・私立短期大学

○研修旅行 　　　　　○制服
　Aコース　グアム

　S・Pコース　沖縄

地図

○学校説明会予定 　　　近鉄大久保駅前より
近郊地図 　　　バス10分

　　　　(京都京阪バス　
　 　　　　久御山団地下車)

その他

自学・自律・自鍛

所在地　〒613-0033 京都府久世郡久御山町林

専修・各種学校
公務員
就職

　剣道、サッカー(男子）、ソフトテニス(女子)、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、水泳
　バドミントン、ソフトボール(女子)、テニス

※現役生の合格状況（延べ数）

《卒業生からのメッセージ》
京都教育大学 教育学部 体育領域専攻

長谷川 輝（ コース・サッカー部）

私はサッカー部に入部し、「全国制覇」という小さ

な頃からの夢を３年間追い続けました。学校生活で

はたくさんの経験を積むことができ、その中で「高

校教師」というもう一つの夢を見つけました。所属

していた コースでは、学習に対する意識も高く、文武両道の精神で２

つの夢を追い続けることができました。ぜひ、皆さんも久御山高校で夢

を追いかけてください。

・８月２２日(月) 部活動体験 
・９月２４日(土) 部活動体験・学校説明会・個別相談会 
・１０月２３日(日) 部活動体験・学校説明会・個別相談会 
・１１月２６日(土) 個別相談会 
・１２月３日(土) 個別相談会 

設置

学科等
全日制 普通科 コース・ コース・スポーツ総合専攻 Ｐコース

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。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

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。

･ 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。

 

京都府立久御山高等学校

文
武
両
道
の
実
現

文武両道の実現

・積極的に部活動に取り組み、自ら鍛える姿勢を身につける

・自学自習習慣を確立させ、基礎学力を築き上げる

・中堅私大進学及び多様な進路の実現を目指す

 

 

 

 

・積極的に部活動に取り組み、自ら鍛える姿勢を身につける

・高度な学習内容を意欲的に学ぼうとする姿勢を確立する

・国公立大学及び中堅私大以上の 年制大学進学を目指す

・スポーツ教育をベースとして人格の形成を図る

・リーダーとしての素養を育み、学校の中核を担う

・基礎学力を身につけ中堅私大及び多様な進路の実現を目指す

◆「学び直し」の徹底

◆「分かる授業」の充実

◆ 集中講習・学習合宿・土曜講習

◆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・中学校での水泳教室、出前授業

◆地域創生事業の展開

◆国際理解教育と人権教育の展開

⇒土曜講習は必修

⇒土曜講習は選択

⇒土曜講習は選択

※コース名横の数字はクラス数（クラス数は平成 ８年度の例です）

１年生 ２年生 ３年生
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学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真

○文化系

○全日制課程（平成28年４月現在）
普通科（アドバンストコース・スタンダードコース） ○体育系
工学探究科、機械技術科
電気技術科、自動車科

○創立 昭和38年1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

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度

○授業
写真 国公立・私立短期大学

写真

○学校行事

写真

○修学旅行

○制服

地図

○トピックス

国公立4年制大学
私立4年制大学

　　京都府立田辺高等学校

その他

所在地　〒610-0361 京都府京田辺市河原神谷24

専修・各種学校
公務員
就職

普通科と工業に関する学科の併設校です。

普通科…アドバンストコース･スタンダードコース

陸上競技部【全国ジュニア選抜競歩出場】
女子ハンドボール部【近畿大会３位入賞】
男子ハンドボール部【近畿大会出場】
ウエイトリフティング部【近畿大会出場】
美術部【読書感想画中央コンクール　入賞】
放送部【春の高校放送フェス　優良賞】
機械工作部【全国大会出場】
自動車部【全国大会出場決定】など

吹奏楽、軽音楽、写真、美術、情報処理、
ＥＳＳ、華道、茶道、自動車、機械工作、
演劇、鉄道研究、電気研究、無線、文芸、
社会問題研究、合唱、放送、ダンス

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、男子ハンド
ボール、女子ハンドボール、バドミントン、男子テ
ニス、女子テニス、ソフトテニス、卓球、柔道、自
転車、ワンダーフォーゲル、ウエイトリフティング

人間力のある人を育てます

工学探究科…理工学系大学へ進学するエンジ
　　　　　　　　  ニアを育てます。
機械技術科…機械のスペシャリストを育てます。
電気技術科…電気のスペシャリストを育てます。
自動車科…自動車のスペシャリストを育てます。 ＜卒業生からのメッセージ＞

1年一泊研修、２・３年校外活動、芸術鑑賞、
インターンシップ、学習合宿、文化祭、体育祭、
研修旅行、課題研究発表会、文化系部活動発
表会など

信州方面（スキー、スノーボード研修）

「知的で新しい学校服」がコンセプトのベネトン社
のデザインを採用しています。 世界的なブランド
の採用により着こなしを含めた服飾感覚の向上
を図り、その洗練された制服と共に新たに進化
する田辺高校のカラーづくりを目指します！

※現役生の進路状況（進路先別実数）

  
 

近鉄 
新田辺駅から 

徒歩５分！！ 

 
 

工業技術科卒 
香川大学 
工学部 

塩田 智基 くん 

「聞くより見る、見るより体験する」 学校説明会へ 

私は田辺高校でた

くさんの先生や友達

と出会い自分の知ら

なかったことをたくさ

ん知ることができまし

た。私は高校でプロ

グラミングに興味を

持ち、夢中になって

勉強しました。皆さん

も是非、田辺高校に

入学して充実した「意

味のある高校生活」

を送ってください。

  まずは 

－今年度から全学年で９クラス編成－ 

学    校    公    開 ：５月 日（木）・ 月 日（土）

説明会 ・ 体験会：８月４日（木）～５日（金）・ 月８日（土）

個別進学相談会： 月 日（土）・ 月 日（土）

私は田辺高校でた

くさんの経験をする

ことができました。３

年生の夏には海外

留学を実現すること

ができました。私に

とって、田辺高校で

の３年間は本当に自

分が学びたい進路

から夢までを明確化

することができた素

晴らしい高校生活で

した。

普通科卒 
関西外国語大学 

短期大学部 
宮川 響 さん 
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学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真

○文化系

○全日制課程（平成28年４月現在）
普通科（アドバンストコース・スタンダードコース） ○体育系
工学探究科、機械技術科
電気技術科、自動車科

○創立 昭和38年1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

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度

○授業
写真 国公立・私立短期大学

写真

○学校行事

写真

○修学旅行

○制服

地図

○トピックス

国公立4年制大学
私立4年制大学

　　京都府立田辺高等学校

その他

所在地　〒610-0361 京都府京田辺市河原神谷24

専修・各種学校
公務員
就職

普通科と工業に関する学科の併設校です。

普通科…アドバンストコース･スタンダードコース

陸上競技部【全国ジュニア選抜競歩出場】
女子ハンドボール部【近畿大会３位入賞】
男子ハンドボール部【近畿大会出場】
ウエイトリフティング部【近畿大会出場】
美術部【読書感想画中央コンクール　入賞】
放送部【春の高校放送フェス　優良賞】
機械工作部【全国大会出場】
自動車部【全国大会出場決定】など

吹奏楽、軽音楽、写真、美術、情報処理、
ＥＳＳ、華道、茶道、自動車、機械工作、
演劇、鉄道研究、電気研究、無線、文芸、
社会問題研究、合唱、放送、ダンス

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、男子ハンド
ボール、女子ハンドボール、バドミントン、男子テ
ニス、女子テニス、ソフトテニス、卓球、柔道、自
転車、ワンダーフォーゲル、ウエイトリフティング

人間力のある人を育てます

工学探究科…理工学系大学へ進学するエンジ
　　　　　　　　  ニアを育てます。
機械技術科…機械のスペシャリストを育てます。
電気技術科…電気のスペシャリストを育てます。
自動車科…自動車のスペシャリストを育てます。 ＜卒業生からのメッセージ＞

1年一泊研修、２・３年校外活動、芸術鑑賞、
インターンシップ、学習合宿、文化祭、体育祭、
研修旅行、課題研究発表会、文化系部活動発
表会など

信州方面（スキー、スノーボード研修）

「知的で新しい学校服」がコンセプトのベネトン社
のデザインを採用しています。 世界的なブランド
の採用により着こなしを含めた服飾感覚の向上
を図り、その洗練された制服と共に新たに進化
する田辺高校のカラーづくりを目指します！

※現役生の進路状況（進路先別実数）

  
 

近鉄 
新田辺駅から 

徒歩５分！！ 

 
 

工業技術科卒 
香川大学 
工学部 

塩田 智基 くん 

「聞くより見る、見るより体験する」 学校説明会へ 

私は田辺高校でた

くさんの先生や友達

と出会い自分の知ら

なかったことをたくさ

ん知ることができまし

た。私は高校でプロ

グラミングに興味を

持ち、夢中になって

勉強しました。皆さん

も是非、田辺高校に

入学して充実した「意

味のある高校生活」

を送ってください。

  まずは 

－今年度から全学年で９クラス編成－ 

学    校    公    開 ：５月 日（木）・ 月 日（土）

説明会 ・ 体験会：８月４日（木）～５日（金）・ 月８日（土）

個別進学相談会： 月 日（土）・ 月 日（土）

私は田辺高校でた

くさんの経験をする

ことができました。３

年生の夏には海外

留学を実現すること

ができました。私に

とって、田辺高校で

の３年間は本当に自

分が学びたい進路

から夢までを明確化

することができた素

晴らしい高校生活で

した。

普通科卒 
関西外国語大学 

短期大学部 
宮川 響 さん 

設置

学科等

全日制 普通科（アドバンストコース・スタンダードコース）

全日制

（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

教育

目標

「身につける４つの力」

●事実にもとづいて真理を求め、「深く考える力」

●知識と実践を結合し、創造的に体験を発展させ、「問題を解決する力」

●自己を正しく表現し、相互に信頼し、「協力して仕事をする力」

●豊かで健康な心身を養い、「困難に打ち勝つ力」

学
校
の
特
色

「人間力のある人を育てます」
優しい心を持ち、自分をしっかり見つめ、社会人として生き抜く力をつけます。

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。

携帯電話等の持ち込みを禁止し、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、自分で考える進路指導を行っています。

教
育
シ
ス
テ
ム

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！

普通科も選択授業で、「技術一般」「工業技術基礎」などの工業科目を学べます。

工業に関する専門学科では、「技能検定」「電気工事士」「自動車整備士」などの

いろいろな資格の取得ができます。

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）

 

アドバンストコース

スタンダードコース

普 通 科

工学探究科

京都府立田辺高等学校

機械技術科

電気技術科

自 動 車 科
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学校概要 部活動
○活躍する部活動

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部：京都府高等学校新人大会ベスト16　南山城大会準優勝

科学部：日本進化学会2015年大会高校生部門　最優秀賞

合唱部：全国高等学校総合文化祭出場

○文化系クラブ

演劇・将棋・簿記パソコン・科学・書道・合唱・茶道

漫画研究・放送・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・美術・園芸・写真・吹奏楽

ダンス同好会

○体育系クラブ

ソフトテニス・ラグビー・陸上競技・剣道・柔道

○全日制課程（平成28年４月現在） 男子バレーボール・女子バレーボール・野球

普通科   システム園芸科  情報企画科 男子バスケットボール・女子バスケットボール・卓球

○創立 アーチェリー・バドミントン・サッカー・カヌー同好会

○生徒数 （平成28年５月１日 現在）

1年 2年 3年 計

男

女

学校生活 進路状況

○授業 H25年度 H26年度 H27年度

【普通科】 国公立4年制大学

  「発展」「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」 私立4年制大学

　　　の２つのエリア 国公立・私立短期大学

【ｼｽﾃﾑ園芸科】 専修・各種学校

  農業に関する学科 公務員

【情報企画科】 就職

その他

○学校行事

  文化祭：１年．展示

　　　　　  ２年．ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

　　　　　 ３年．舞台発表（演劇など）

  体育祭：色別対抗

○研修旅行
　沖縄方面  3泊4日
　ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂや沖縄文化
　の体験学習など

○制服
　女子はスラックスかスカート、 地図
      リボンかネクタイの選択可

◆JR「木津駅」から徒歩８分

京都府立木津高等学校
君の未来をプロデュースする！

所在地　〒619-0214 京都府木津川市木津内田山34

簿記パソコン部：全国高等学校簿記コンクール出場

  校外学習

  商業に関する学科

明治34年５月    相楽郡立農学校として開校

現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

地域と連携する木津高校！ 

・システム園芸科と情報企画科

が共同でＡＢＣマーケットを運営

し、収穫した農作物を近隣の方

に販売しています。

・また各専門学科では地域の方

に向けた講座を実施しています。
 
・ボランティア有志の生徒が集まり、毎月一度、木津駅周辺のクリーン

活動を実施しています。 JR 

 情報企画科ではコンピュータの使い方や

簿記会計などを詳しく学ぶことができました。

また、多くの先生方に大学合格のための指

導をしていただきました。 
    木津高校は本当に親切な先生ばかりでし

た。放課後遅くまで補習していただいた先生

に感謝しています。高校で学んだことを生か

して、常に挑戦していきたいと思います。 
 

 

Ｈ２７年度 情報企画科卒業 大澤源一郎 
京都産業大学法学部 在学中 広野中学出身 

卒業生からのメッセージ
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学校概要 部活動
○活躍する部活動

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部：京都府高等学校新人大会ベスト16　南山城大会準優勝

科学部：日本進化学会2015年大会高校生部門　最優秀賞

合唱部：全国高等学校総合文化祭出場

○文化系クラブ

演劇・将棋・簿記パソコン・科学・書道・合唱・茶道

漫画研究・放送・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・美術・園芸・写真・吹奏楽

ダンス同好会

○体育系クラブ

ソフトテニス・ラグビー・陸上競技・剣道・柔道

○全日制課程（平成28年４月現在） 男子バレーボール・女子バレーボール・野球

普通科   システム園芸科  情報企画科 男子バスケットボール・女子バスケットボール・卓球

○創立 アーチェリー・バドミントン・サッカー・カヌー同好会

○生徒数 （平成28年５月１日 現在）

1年 2年 3年 計

男

女

学校生活 進路状況

○授業 H25年度 H26年度 H27年度

【普通科】 国公立4年制大学

  「発展」「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」 私立4年制大学

　　　の２つのエリア 国公立・私立短期大学

【ｼｽﾃﾑ園芸科】 専修・各種学校

  農業に関する学科 公務員

【情報企画科】 就職

その他

○学校行事

  文化祭：１年．展示

　　　　　  ２年．ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

　　　　　 ３年．舞台発表（演劇など）

  体育祭：色別対抗

○研修旅行
　沖縄方面  3泊4日
　ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂや沖縄文化
　の体験学習など

○制服
　女子はスラックスかスカート、 地図
      リボンかネクタイの選択可

◆JR「木津駅」から徒歩８分

京都府立木津高等学校
君の未来をプロデュースする！

所在地　〒619-0214 京都府木津川市木津内田山34

簿記パソコン部：全国高等学校簿記コンクール出場

  校外学習

  商業に関する学科

明治34年５月    相楽郡立農学校として開校

現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

地域と連携する木津高校！ 

・システム園芸科と情報企画科

が共同でＡＢＣマーケットを運営

し、収穫した農作物を近隣の方

に販売しています。

・また各専門学科では地域の方

に向けた講座を実施しています。
 
・ボランティア有志の生徒が集まり、毎月一度、木津駅周辺のクリーン

活動を実施しています。 JR 

 情報企画科ではコンピュータの使い方や

簿記会計などを詳しく学ぶことができました。

また、多くの先生方に大学合格のための指

導をしていただきました。 
    木津高校は本当に親切な先生ばかりでし

た。放課後遅くまで補習していただいた先生

に感謝しています。高校で学んだことを生か

して、常に挑戦していきたいと思います。 
 

 

Ｈ２７年度 情報企画科卒業 大澤源一郎 
京都産業大学法学部 在学中 広野中学出身 

卒業生からのメッセージ

設置

学科等

全日制 普通科 発展エリア・スタンダードエリア

全日制 システム園芸科

全日制 情報企画科

教育目標 １．自主協調の精神 ２．すぐれた英知と体力 ３．人と自然を大切にする豊かな心

学
校
の
特
色

創立 年の歴史と伝統のもと 未来に向かって躍進！

教
育
シ
ス
テ
ム

◆普通科：どちらのエリアも２年生からコース分けを行います。

発展エリア→特文コース・特理コース ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｴﾘｱ→連携コース・表現コース

◆システム園芸科：食料の生産から環境の創造まで広く農業について学び、野菜・花・茶

の実習を通して新しい時代の農業を担う実践力を身につけます。

◆情報企画科：コンピュータの利用技術の向上及び企画力･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を育成します。

また様々な資格取得を目指します。

コース

決定

◆普通科のエリアについて

入学前に希望調査及び学力診断テストを実施して総合的に判断し、２つのエリアに分かれます。

◆２年生からのコースについて

希望調査を実施し、進路希望・学習状況・適性などをもとに決定します。

京都府立木津高等学校

普

通

科

発展エリア

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｴﾘｱ

システム園芸科

情 報 企 画 科

国公立大学、難関私立大学への進路希望実現に対応

大学、短大、専門学校、就職など多様な進路希望実現に対応

専門的な知識・技術を習得

大学、短大、専門学校、就職など

多様な進路希望実現に対応

一
人
一
人
に
応
じ
た

丁
寧
な
指
導
！

学
校
行
事
・
部
活
動

が
充
実
！

あ
ら
ゆ
る
進
路
希
望
に

応
じ
た
指
導
！

教
科
書
だ
け
で
は
学
べ
な
い

授
業
が
い
っ
ぱ
い
！
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京都府立 南陽 高等学校

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

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）

普通科

サイエンスリサーチ科 ○体育系
○創立 昭和61年 ４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 158 157 179 494
女 204 178 176 558

進路状況
学校生活

H25年度 H26年度 H27年度
○授業 国公立4年制大学 109 109 136

私立4年制大学 694 726 735

国公立・私立短期大学 7 4 3

11 20 9

1 2 0

○学校行事 1 0 0
1 1 1

*延べ合格者数です。既卒生を含みません。

○研修旅行

○制服

地図
○トピックス

近郊地図

近鉄「高の原」駅から徒歩約１５分

普通科：マレーシア・シンガポール（４泊５日）
サイエンスリサーチ科：オーストラリア（５泊６
日）
　ともに、自然体験・学校交流等を行います。

シャツ（ライトブルー）
ブレザー・パンツ（チャコールグレー）
スカート（紺ベースチェック）
ネクタイ・リボン

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。 専修・各種学校

公務員

就職
遠足、球技大会、文化祭、体育祭、英語ス
ピーチコンテスト、芸術鑑賞のほか、生徒会
による大学との合同イベントなどに積極的に
取り組んでいます。

その他（大学校等）

～進取・敬愛・雄健～

所在地　〒619-0224 木津川市兜台６丁目２番地
Tel.0774-72-8730  Fax.0774-72-8647

書道、美術、演劇、文芸、ＥＳ
Ｓ、マジック、吹奏楽、放送局、
新聞局の９部と、自然科学同好
会。マジック部は全国的にも珍
しい部活動です。

ソフトボール、バスケットボー
ル、バレーボール、卓球、サッ
カー、テニス、陸上競技、バドミ
ントン、なぎなた、硬式野球、剣
道の１１部。

男子ソフトボール部、なぎなた
部は全国大会、近畿大会の常
連です。昨年度のなぎなた部
は、全国選抜男子個人優勝、近
畿大会女子団体優勝と活躍し
ました。陸上競技部が近畿大会
に進出しました。

卒業生からのメッセージ 京都大学 工学部

隅田 一樹 君

南陽高校で手に入れたもの。それは、

「仲間」と「挑戦する心」です。勉強で

も、部活動でも、仲間と共に高みを目

指して挑戦し続けた南陽高校での

日々が、僕を成長させてくれました。

南陽高校は「堅楽しい」をコンセプトに、よ

り刺激的で魅力あふれる学校に進化中で

す。

「堅楽しい」とは、伝統や落ち着いた学校

生活、質の高い学習を大切にしながら、と

もに学ぶ楽しさやともに創造する楽しさ、生

きる楽しさを大切にするという意味です。
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設置 

学科等 
全日制 

普通科 

サイエンスリサーチ科 

教育 

目標 

知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性と国際性を身につけ、社会の発展に寄与する生徒

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 
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。 

  

  

 

 

 

 

高みに至って達成感を味わおう 

失敗を恐れず挑戦しよう 

志を持って高い目標を立てよう 

多角的・多面的に考えよう 

京都府立南陽高等学校 

思考 

志向 

試行 

至高 

サイエンスリサーチ科 普  通  科 

 1年  

 ２年  

 ３年  

文系クラス 

理系クラス 

共通クラス 

人文・社会科学     自然科学 
充実コース      充実コース 文系クラス 

人文・社会科学     自然科学 
充実コース      充実コース 理系クラス 

共通クラス 

進 路 実 現 
進路に応じた科目選択 進路に応じた科目選択 サイエンス研究 

サイエンス Ⅱ 

サイエンス Ⅰ 
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