
京都府立北桑田高等学校
みがく。かがやく。

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○全日制課程（平成28年４月現在）

普通科

森林リサーチ科

○創立 昭和19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 自転車競技、硬式野球、

男子バレーボール、吹奏楽　

学校生活 サッカー、卓球、剣道、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

○授  業 陸上競技、ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ、放送、美術・工芸

・普通科（文理探究コース・キャリアデザインコース）の設置 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

　森林リサーチ科（進学対応コース・技術伸長コース）の設置 進路状況
・平常進学講習、土曜講習、長期休業中進学講習の実施 H25年度 H26年度 H27年度

国公立4年制大学

○学校行事 私立4年制大学

 ５月　新入生歓迎球技大会 国公立・私立短期大学

 ６月　団体鑑賞

 ９月　文化祭

10月  体育祭

11月　耐久走
※現役生の進路状況（進路先別実数）

○研修旅行

○制服（H27年度よりデザイン変更）

女子：ブレザー、リボン（オレンジ系・ピンク系・ブルー系）

　　　　スカートまたはスラックス

男子：ブレザー、スラックス

　　　　ネクタイ（オレンジ系・ピンク系・ブルー系）

男女：セーターまたはベスト　（紺・グレー・白）から選択 地図

所在地　〒601-0534 京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥15番地

H28 全国高等学校選抜自転車競技大会 女子スクラッチ第5位

H27 紀の国わかやま国体 ポイントレース 第2位

H27 ジュニアトラック世界選手権4kmチームパーシュート第7位(日本ジュニア新記録)

H27 第65回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 銀賞

H27 第52回京都府吹奏楽コンクール高等学校の部小編成 金賞

H26　全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 総合優勝

H26　全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 4kmチームパーシュート 優勝

　　　　＊　自転車競技部は、保健体育教科書（大修館）に写真が掲載されています。

       3kmインディヴィデュアルパーシュート第8位

11月　森林リサーチ科中国研修旅行(2年)

 ６月　森林リサーチ科1泊研修(2,3年)

部活動加入率86％

専修・各種学校

公務員

就職

○トピックス

その他

10月  普通科グアム研修旅行(2年)

○ 平成 年度「地域創生推進校」

美山・京北まちごとキャンパス推進

○ 平成 年度京都フロンティア校採択

森林リサーチ科岩盤緑化プロジェクト

○ 京都府と中国・陝西省の友好提携 周年を記念す

る植樹式等、京都府知事ともに関連行事に参加

 
北高は京都府一小さな高校ですが、自分が活躍できる 
チャンスが多くあり、自分の人生観を変える学びや体験、 
人との出会いができる学校です。 
豊かな自然だけでなく、先生方、地域のみなさんによっ 
て学校全体が温かく包まれており、“ぬくもり”を実感でき 
ます。特に、個々の進路に対して、丁寧に指導を受けら 
れるのが最大のメリットです。 
北高での経験を原動力として、京都市民の生命と財産、 
歴史都市・京都を守っていきたいと決意しています。 
北桑田高校普通科卒業生 下野 幹太（京都市消防局） 

◆JR山陰本線（嵯峨野線）で 
日吉駅または園部駅から、 
南丹市営バス、 ふるさと公社 
バス乗り換え、 京北病院前 
下車すぐ 

卒業生からのメッセージ 

◆JR京都駅からJR西日本バスで 
周山まで、ふるさと公社バス乗 
り換え、京北病院前下車すぐ 
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京都府立北桑田高等学校
みがく。かがやく。

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○全日制課程（平成28年４月現在）

普通科

森林リサーチ科

○創立 昭和19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 自転車競技、硬式野球、

男子バレーボール、吹奏楽　

学校生活 サッカー、卓球、剣道、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

○授  業 陸上競技、ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ、放送、美術・工芸

・普通科（文理探究コース・キャリアデザインコース）の設置 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

　森林リサーチ科（進学対応コース・技術伸長コース）の設置 進路状況
・平常進学講習、土曜講習、長期休業中進学講習の実施 H25年度 H26年度 H27年度

国公立4年制大学

○学校行事 私立4年制大学

 ５月　新入生歓迎球技大会 国公立・私立短期大学

 ６月　団体鑑賞

 ９月　文化祭

10月  体育祭

11月　耐久走
※現役生の進路状況（進路先別実数）

○研修旅行

○制服（H27年度よりデザイン変更）

女子：ブレザー、リボン（オレンジ系・ピンク系・ブルー系）

　　　　スカートまたはスラックス

男子：ブレザー、スラックス

　　　　ネクタイ（オレンジ系・ピンク系・ブルー系）

男女：セーターまたはベスト　（紺・グレー・白）から選択 地図

所在地　〒601-0534 京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥15番地

H28 全国高等学校選抜自転車競技大会 女子スクラッチ第5位

H27 紀の国わかやま国体 ポイントレース 第2位

H27 ジュニアトラック世界選手権4kmチームパーシュート第7位(日本ジュニア新記録)

H27 第65回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 銀賞

H27 第52回京都府吹奏楽コンクール高等学校の部小編成 金賞

H26　全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 総合優勝

H26　全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 4kmチームパーシュート 優勝

　　　　＊　自転車競技部は、保健体育教科書（大修館）に写真が掲載されています。

       3kmインディヴィデュアルパーシュート第8位

11月　森林リサーチ科中国研修旅行(2年)

 ６月　森林リサーチ科1泊研修(2,3年)

部活動加入率86％

専修・各種学校

公務員

就職

○トピックス

その他

10月  普通科グアム研修旅行(2年)

○ 平成 年度「地域創生推進校」

美山・京北まちごとキャンパス推進

○ 平成 年度京都フロンティア校採択

森林リサーチ科岩盤緑化プロジェクト

○ 京都府と中国・陝西省の友好提携 周年を記念す

る植樹式等、京都府知事ともに関連行事に参加

 
北高は京都府一小さな高校ですが、自分が活躍できる 
チャンスが多くあり、自分の人生観を変える学びや体験、 
人との出会いができる学校です。 
豊かな自然だけでなく、先生方、地域のみなさんによっ 
て学校全体が温かく包まれており、“ぬくもり”を実感でき 
ます。特に、個々の進路に対して、丁寧に指導を受けら 
れるのが最大のメリットです。 
北高での経験を原動力として、京都市民の生命と財産、 
歴史都市・京都を守っていきたいと決意しています。 
北桑田高校普通科卒業生 下野 幹太（京都市消防局） 

◆JR山陰本線（嵯峨野線）で 
日吉駅または園部駅から、 
南丹市営バス、 ふるさと公社 
バス乗り換え、 京北病院前 
下車すぐ 

卒業生からのメッセージ 

◆JR京都駅からJR西日本バスで 
周山まで、ふるさと公社バス乗 
り換え、京北病院前下車すぐ 

設置

学科等

全日制 普通科 文理探究コース・キャリアデザインコース

全日制 森林リサーチ科 進学対応コース・技術伸長コース

教育

目標

恵まれた自然、落ち着いた学習環境の中で、人と出会い、がむしゃらに頑張り、キラキラ

輝く新しい発見をいっぱいさせて、自分の進路第一希望を実現していく生徒を育てます。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

普 通 科 入学時、希望制により「文理探究コース」「キャリアデザインコース」を

編成。２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更可能。

森林リサーチ科 入学時、本人の希望を基に総合的に判断して「進学対応コース」「技術伸

長コース」を編成。コース決定後は、履修科目が違うので変更不可。

【普通科】

◇文理探究コース

文系・理系難関大

学の受験に対応する

科目の内容を拡充・

高度化し、学力をいっそう伸長させる。

◇キャリアデザインコース

希望進路や適性に応じた科目選択に

対応し、実技や実習体験を取り入れ、学

力の充実を図る。

京都府立北桑田高等学校

【森林リサーチ科】

◇進学対応コース

地球規模で環境を考

え、森林の大切さとそ

の有効活用を伝えてい

くためのトップリーダーになる。

◇技術伸長コース

森林に関わるありとあらゆる知識と

技術を習得し、森林のスペシャリストに

なる。

京都府一小さな高校だからこそ！
先生が、生徒全員の名前を知っている！

一人ひとりが活躍できる場所を演出できる！

安心して、

学習や部活動に集中できる！

【美山・京北まちごとキャンパス】

学校のまわりのヒト・モノ・コト、

すべてが先生、すべての場所がキャンパス 

平成 年度より、研修旅行先をグアム

に変更 

【産学連携活動（岩盤緑化事業）】

吸水性ポリマーを開発した京都の企業と、京都府砕石協同

組合と合同で、保水性土壌苗キットを開発している。

【育林作業】

京都市内の寺や神社の建築に必要な樹齢 ～ 年の

巨木の育成・管理をしている。

 

○森林リサーチ科の取組 

○普通科の取組 

【グローバルコミュニケーションスキルの育成】
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京都府立亀岡高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

    陸上競技部　　　　　　　　　

○文化系

○全日制課程（平成28年４月現在）

普通科 (亀高スタンダード･亀高アカデメイア） ○体育系

普通科　美術・工芸専攻
数理科学科

○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 146 134 130 410 進路状況
女 157 162 175 494

H25年度 H26年度 H27年度

学校生活 国公立四年制大学 28 31 31
○授業 私立四年制大学 352 366 282
・学科・コース別に特色ある教育課程を編成 国公立・私立短期大学 27 16 22

専修・各種学校 70 75 71
公務員 3 4 1
就職 10 8 7
その他 29 2 4

○学校行事 *延べ合格者数です。既卒生を含みません。

○研修旅行
・普通科　九州研修旅行（10月）　 同志社大学

・数理科学科　グアム研修旅行(10月)

田中　舞衣

○制服

地図

JR亀岡駅から
徒歩10分

○トピックス

(H27年度卒業)

心理学部

所在地　〒621-0812 京都府亀岡市横町23番地
Tel.0771-22-0103  Fax.0771-22-0128

・全国高等学校総合文化祭　

・習熟度編成や少人数講座など目的に応じて展開

    美術部

・近畿大会出場

    男子ソフトテニス部

・ 5月：芸能鑑賞　　・ 6月：体育祭
・ 7月：学習合宿(1年)、進学補習
・ 9月：文化祭　　　・10月：美術・工芸専攻展

・12月：学習合宿(2年)、進学補習

・土曜スマート講座（数理科学科）や土曜活用事業
　の充実

インテリジェントブルーと呼ばれる知性あふれる濃
紺の上着に、女子はスクールカラーのエンジを取り
入れたライトブルーのひだ折れスカート、男子はブ
ルー系の深みのある色柄のズボンです。

軽音楽、写真、華道、茶道、演劇、書道、
美術、コミックアート、合唱、放送、
吹奏楽、ESS、自然科学、数学研究会

剣道、卓球、ソフトテニス、バスケットボール、
バレーボール、バドミントン、陸上競技、体操・
新体操、テニス、ワンダーフォーゲル(以上男
女)、硬式野球、ラグビー、サッカー(以上男
子)、ソフトボール(女子)

　　　　まっすぐに、とことん　進む　未来への道

卒業生からのメッセージ 
 

 私の亀岡高校在学中の目標は勉強と部活を両立させるという

ものでした。部活動はソフトボール部に所属していたのでほぼ毎

日練習が行われるなか勉強面で意識したのは、授業を集中して

うけること、分からない所はテストまでに先生に質問し理解する

こと、スキマ時間を活用することでした。亀岡高校の良さは一人

一人が自分の勉強スタイルを確立できる所だと思います。先生

方は分からない所を質問に行くと丁寧に教えてくださり、進路の

相談に行くとあたたかくサポートしてくださいます。また部活動の

顧問の先生も不安な点を相談すると一緒に悩んでくださり、解決

策やアドバイスもくださいます。頼りになる先生方のおかげで亀

岡高校ですごした3年間はかけがえのないものとなりました。皆

さんの3年間もきっとすばらしいものになるはずです。 

 
 
    

 社会に通じる要素、マナーを項目ごとに

ランク付けして具体的に示すCanDoリスト

を一昨年度より本格実施しています。 
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設置 

学科等 

全日制 普通科 スタンダード・アカデメイア コース(2年次より) 

全日制 普通科 美術・工芸専攻 

全日制 数理科学科  

教育 

目標 
 「自ら進んで自分を鍛え、互いに理解し助け合おう」 

学
校
の
特
色 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 総学…総合的な学習の時間。数理科学科では総合的な学習の時間をGS(グローバルサイエンス)と

呼び、地域・環境と関わる専門的な探究活動を行っています。 

教
育
シ
ス
テ
ム 

コース

決定 

 普通科は1年次2学期に、入学後の成績と本人の希望でコース分けをします。 

 普通科（美術・工芸専攻）と数理科学科は入学時に決定済み。※定員は平成28年度実績 

 

京都府立亀岡高等学校 
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京都府立南丹高等学校

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍
　体操競技部　全国インターハイ出場

　団体12位

　男子ソフトテニス部　近畿大会出場

　陸上競技部　5000m競歩京都府優勝

　　　　近畿大会出場

○文化系
　美術部・吹奏楽部・ＥＳＳ部

　簿記部・茶道部・書道部

　ボランティア部・演劇部

　放送部・新聞部・科学部

○全日制課程（平成28年４月現在） 　工学クラブ

　総合学科 ○体育系

　　総合知的探究系列（特進クラス） 　硬式野球部・男女バレーボール部

　　人間科学系列　　    テクニカル工学系列 　男女バスケットボール部

　　スポーツ健康系列　　ビジネス情報系列 　サッカー部・男女ソフトテニス部

○創立 昭和54年４月 　陸上競技部・男女バドミントン部

○生徒数（平成28年５月１日現在） 　卓球部・ソフトボール部・体操競技部

1年 2年 3年 計

男 進路状況
女 H25年度 H26年度 H27年度

国公立4年制大学

学校生活 私立4年制大学

○授業 国公立・私立短期大学
　100以上の選択科目から、進路希

　望や興味･関心に応じて選べる自

　由度の高い教育システムです。

　本校独自の学校設定科目を40以

　上設置し、実習や体験、フィー

　ルドワーク、運動等を主とした

　科目から進学への科目まで幅広

　く学べます。27年度からは工業

　科目も設置し、より幅広く、将

　来の進路に向って学べます。

○学校行事
　　４月　入学式・一泊研修

　　６月　春季球技大会

　　９月　文化祭

　  10月　秋季球技大会

　  11月　研修旅行（２年生） 地図
　　２月　総合学科発表会

　　３月　卒業式 アクセス

○修学旅行 　ＪＲ千代川駅から
　沖縄研修と海外研修の選択 　　東へ１km
○トピックス 　　　　（徒歩約15分）

　京都縦貫道千代川ＩＣ

　　　　　　　　　東へ2km

※現役生の進路状況（進路先別実数）

その他

～セカンドステージへ～
所在地　〒621-0008 亀岡市馬路町中島1

専修・各種学校

公務員

就職

○ロボットのプログラミングを学ぶ 
○華道、茶道、陶芸を体験する授業 
○大学との連携でバイオ実習 
○出雲風流花踊りを披露 

卒業生からのメッセージ

２年次に行われた全員参加の学

習合宿が受験について深く考え

る機会になりました。受験勉強

は積み重ねだと毎日自分に問い、

クラス・部活動で培った仲間と

受験を乗り越えることができま

した。

卒業生吉田 香菜子さん

（立命館大学経営学部国際経

営学科・東輝中学出身）

部活動を引退した後は、特進ク

ラスの仲間とともに、放課後の

自習室を活用し、お互いの進路

に向けて切磋琢磨できました。

今振り返ってみても、受験を通

して自分自身を磨くことができ、

いい思い出です。

卒業生太田 圭亮君

（龍谷大学理工学部機械シス

テム工学科・殿田中学出身）
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京都府立南丹高等学校

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍
　体操競技部　全国インターハイ出場

　団体12位

　男子ソフトテニス部　近畿大会出場

　陸上競技部　5000m競歩京都府優勝

　　　　近畿大会出場

○文化系
　美術部・吹奏楽部・ＥＳＳ部

　簿記部・茶道部・書道部

　ボランティア部・演劇部

　放送部・新聞部・科学部

○全日制課程（平成28年４月現在） 　工学クラブ

　総合学科 ○体育系

　　総合知的探究系列（特進クラス） 　硬式野球部・男女バレーボール部

　　人間科学系列　　    テクニカル工学系列 　男女バスケットボール部

　　スポーツ健康系列　　ビジネス情報系列 　サッカー部・男女ソフトテニス部

○創立 昭和54年４月 　陸上競技部・男女バドミントン部

○生徒数（平成28年５月１日現在） 　卓球部・ソフトボール部・体操競技部

1年 2年 3年 計

男 進路状況
女 H25年度 H26年度 H27年度

国公立4年制大学

学校生活 私立4年制大学

○授業 国公立・私立短期大学
　100以上の選択科目から、進路希

　望や興味･関心に応じて選べる自

　由度の高い教育システムです。

　本校独自の学校設定科目を40以

　上設置し、実習や体験、フィー

　ルドワーク、運動等を主とした

　科目から進学への科目まで幅広

　く学べます。27年度からは工業

　科目も設置し、より幅広く、将

　来の進路に向って学べます。

○学校行事
　　４月　入学式・一泊研修

　　６月　春季球技大会

　　９月　文化祭

　  10月　秋季球技大会

　  11月　研修旅行（２年生） 地図
　　２月　総合学科発表会

　　３月　卒業式 アクセス

○修学旅行 　ＪＲ千代川駅から
　沖縄研修と海外研修の選択 　　東へ１km
○トピックス 　　　　（徒歩約15分）

　京都縦貫道千代川ＩＣ

　　　　　　　　　東へ2km

※現役生の進路状況（進路先別実数）

その他

～セカンドステージへ～
所在地　〒621-0008 亀岡市馬路町中島1

専修・各種学校

公務員

就職

○ロボットのプログラミングを学ぶ 
○華道、茶道、陶芸を体験する授業 
○大学との連携でバイオ実習 
○出雲風流花踊りを披露 

卒業生からのメッセージ

２年次に行われた全員参加の学

習合宿が受験について深く考え

る機会になりました。受験勉強

は積み重ねだと毎日自分に問い、

クラス・部活動で培った仲間と

受験を乗り越えることができま

した。

卒業生吉田 香菜子さん

（立命館大学経営学部国際経

営学科・東輝中学出身）

部活動を引退した後は、特進ク

ラスの仲間とともに、放課後の

自習室を活用し、お互いの進路

に向けて切磋琢磨できました。

今振り返ってみても、受験を通

して自分自身を磨くことができ、

いい思い出です。

卒業生太田 圭亮君

（龍谷大学理工学部機械シス

テム工学科・殿田中学出身）

設置

学科等
全日制 総合学科

総合知的探究系列（特進クラス） テクニカル工学系列

人間科学系列 スポーツ健康系列 ビジネス情報系列

教育

目標

平成 年度に新しくテクニカル工学系列を設置した南丹高校は、総合学科設立 年目

を迎え、より高い目標に向かって新しい段階へ一歩を踏み出しました。幅広い選択科目の

中から生徒が自らが選び、学ぶという総合学科の特色を生かし、多様な能力・適性に対応

し、より高い目標を目指し、生徒の力を伸ばす教育活動を推進します。

学
校
の
特
色

総合学科は新しい第３の学科です。南丹高校

では 年次は普通科とほぼ同じ科目で進学に対

応できる学力をつけ、 年次からは、多くの選

択科目から生徒自身が選ぶことによって、 人

人の進路にフィットした学びができます。

選んで学ぶのを特色とする総合学科として、

南丹高校は 以上の選択科目を用意していま

す。そして、この科目選択をサポートするため

に 年次に『産業社会と人間』を設定し、生徒

が自分の適性、社会や産業のしくみ、将来の仕

事、そしてライフプランについて考え、自己の

目標について考える学習をします。そして、そ

の目標を実現するために、大学等への進学や就

職を考え、最適な科目を選択し、目的意識を持

って高校生活を送ります。

知識を詰め込むのでなく、自分の目的を待っ

て学び、体験や実習、「やってみること」を重

視し、自ら課題を発見し解決する『何のために

学ぶのか』に答える新しい学びが総合学科です。

年度に新設したテクニカル工学系列では

工業系の科目を 科目 単位設定し、新築の

実習棟で学習ができます。大学の工学部や地元

企業など将来の選択肢がさらに広がります。

教育シ

ステム

生徒一人ひとりが自分の夢（目標）を実現するために、科目を

選択していくのが総合学科です。さらに、南丹高校では特進クラス（総合知的探究系列）

を設置し、国公立大学や難関私立大学への進学に対応しています。

コース

決定

「系列」はコースではなく、生徒は科目を進路に応じて自由に選ぶことができます。

特進クラスは入学前に希望者を募って編成し、原則として３年間同じクラスです。

京都府立南丹高等学校

－ 91 －



京都府立園部高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

陸上部：第68回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会近畿大会出場

射撃部：第35回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会ビームピストル2位

ホッケー部：第31回近畿高等学校ホッケー選手権大会出場

吟詠剣詩舞部：第39回全国高等学校総合文化祭出場

校舎写真 吹奏楽部：アンサンブルコンテスト銀賞受賞

サイエンス部：第39回全国高等学校総合文化祭出場

写真

○全日制課程（平成28年４月現在） ○文化系吹奏楽・吟詠剣詩舞・美術・書道

普通科（SB・SAｺｰｽ）、普通科(中高一貫コース) 茶道・ボランティア・合唱・放送

京都国際科 華道・ＥＳＳ・サイエンス・写真

○創立 明治20年７月 ○体育系陸上競技・硬式野球・射撃

○生徒数（平成28年５月１日現在） 男子・女子バスケットボール

男子・女子バレーボール

1年 2年 3年 計 ホッケー・サッカー・テニス

男 64 65 89 218 バドミントン・剣道・ソフトテニス

女 95 98 93 286 進路状況
(合格のべ数　（現役・浪人含む）)

学校生活 H25年度 H26年度 H27年度
○授業 国公立4年制大学 34 28 18

週34時間の授業 私立4年制大学 213 233 240
徹底したわかりやすい授業 写真 国公立・私立短期大学 14 14 8
進路に応じて様々な補習を展開 37 39 38
研修旅行を山場とした課題研究 5 2 4

○学校行事 11 10 13
入学生宿泊研修・学習合宿 13 6 9
オーストラリア語学研修旅行 写真
文化祭・体育祭
スピーチコンテスト
芸術鑑賞

○修学旅行
SA・SBコース 写真

中高一貫コース

京都国際科

○制服 写真

地図

○トピックス

近郊地図

その他

Global & Aware ～世界へ、思いやりをもって～

所在地　〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町97番地
Tel.0771‐62‐0051 　 Fax.0771‐62‐0116

専修・各種学校
公務員
就職

台湾研修
台湾での海外研修(3泊4日)

シンガポール・マレーシア研修
シンガポール・マレーシアでの語学・
国際理解研修(4泊5日)

◆JR園部駅から
□徒歩約20分

 
 
   校章 

 
 写真 

オーストラリア語学研修旅行  
  ７月末から２週間、オーストラリアのアデ
レードにあるキングス・バプティスト・グラ

マースクールとセント・フランシス・デ・サレ・

カレッジで語学研修を行います。 
 （普通科・京都国際科の希望者対象） 

卒業生からのメッセージ    （一部抜粋） 

 僕は３年生の６月まで陸上競技部に所属していました。陸上部は部活も勉強も

おろそかにしないのが、部の常識みたいなものになっているので、両立するのに

困ったことは、ありませんでした。テスト期間にも自主的に練習していましたし、テ

ストの前日に大会があったこともありました。つまり日頃からの意識と習慣だと思

います。両立が当たり前だと思い込むことが大切だと思います。まだ先の事かも知

れませんが、合格したら是非先生方に報告に来て下さい。僕も合格の報告をしに

学校へいきましたが、本当にたくさんの先生方が、合格を祝ってくださりいろいろな

お話をすることができました。改めて先生方は僕たちを全力でサポートして下さっ

ていることがわかりました。 

横浜国立大学経営学部経営システム科学科 在学中 （平成27年度卒業生） 

                                        辻 峻汰 
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設置 

学科等 

全日制 普 通 科（SBコース・SAコース） 普通科（中高一貫コース） 

全日制 京都国際科 

教育 

目標 

Global & Aware ～世界へ、思いやりをもって～ 

「Global」国際的な感覚と視野を持ち、「Aware」受容力を兼ね備えた生徒の育成 

学
校
の
特
色 

充実の…「授業」「学力の伸長」「キャリア教育」 

◆英語教育、理科教育、さらに教育評価の分野において研究指定を受けて実践研究を蓄積し

てきました。それらの実績の上に、教員は日々積極的に教科指導力向上に向けた努力をして

います。◆年間を通して各教科で進学補習を実施し、夏・冬・春の休業中には、まとまった

時間数の進学講座を開講しています。◆自学自習のために STルーム（学習室）を設け、放

課後と土曜日に開放しています。◆多様な講演会や説明会によってキャリア意識を醸成し、

学習へのモチベーションを高めています。 
国際理解教育 

◆常時２名の AET（英語指導助手）が勤務して英語の授

業に参加しています。◆夏季休業中に２週間の短期語学研

修がオーストラリアのアデレード市で行われ、１～２年の

希望生徒が本校との姉妹校等でオールイングリッシュの

授業とホームステイを経験します。◆１～３年生希望者を

対象とした最大８週間の連携校(アメリカコロラド州デン

バー)における留学プログラムもあります。◆国際問題や

最新の世界情勢についての専門科目や特別講座を実施しています。 
部活動 

◆射撃部・吟詠剣詩舞部・陸上競技部は毎年、全国・近畿大会に出場する実績をあげて

います。ホッケー部・吹奏楽部・合唱部・サイエンス部・写真部のほか多くの部が活躍

しています。 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

コース

決 定 

普通科 SB（標準）コースは 2クラス、SA（発展）コースは 1クラス編成。 
普通科合格後に希望をとり、関心・能力・進路希望に応じて決定します。(クラス数は H28実績) 

 

京都府立園部高等学校 

・国際交流プログラムや言語活動およびグループワーク 

・文理系の様々な分野における課題研究 

・進学補習や土曜講座など、補習授業の充実 

・きめ細やかな指導 

 

 

ＳＢ（ソノベ・ベーシック） 

科目選択により、自分にあった進路を 

一人一人の個性に合わせた進路指導を通して、

大学進学をはじめとした様々な進路に対応。 

（園部高校全体の取組） 

京都国際科 

語学力と国際感覚を身につける 

大学進学をはじめとし、英語や国際感覚

を生かした様々な進路に対応。 

 

附属中学校からの 6年間一貫コース 

国公立大学をはじめとした難関大学への

進学に対応。進学補習も充実。 

 

 

ＳＡ（ソノベ・アドバンス） 

効果的な科目選択、発展的な学習 

国公立大学をはじめとした難関大学へ

の進学に対応。進学補習も充実。 

中高一貫 

普通科 
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学校概要 部活動

○全日制課程（平成28年４月現在）
農業学科群…1年次共通
農産バイオ科・環境緑地科・・・2年次より

○創立 昭和57年12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 国公立4年制大学

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

専修・各種学校

公務員

就職

その他

○学校行事

○修学旅行

○制服

地図

○寮教育

京都府立農芸高等学校
生命を育み、自然と調和し、未来の環境を築く　

所在地　〒622-0059 京都府南丹市園部町南大谷
　　　　　　Tel 0771-65-0013  Fax 0771-65-0006

卒業生からのメッセージ 
大学に入学し２年が経ちました。最初は一人暮らしなどで戸惑い、勉強で落

ち込むこともありましたが、友人に助けられ過ごしてきました。しかし、実験や

実習では高校で習ったことも多くスムーズに進めることができました。 
私は高校の時、農業鑑定競技全国大会にに向けて勉強をしていましたが、

「この知識はどこかで使うことはあるのかな」と思っていました。しかし、大学で

実験・実習をしていると「あぁ、あのとき勉強した！」と思うことがたくさんありま

す。 
わからないことは楽しかったりします。わからないことをわかるようにする過

程は、もっと楽しいです。見たことのないものや知らなかったことにワクワクし

てください。（一部抜粋） 
日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科 

上 野   光 

講義で得た知識をもとに実習に出る

と、多くの発見をするとともに、さらに

知りたくなってきます。理論と実験・実

証を並行して学習することで、思考・

判断・解決などの能力を身につけます。 

体育祭・臨地研修・農業鑑定競技会 
農芸祭・校内意見発表会 

北海道方面：９月下旬（３泊４日） 

いろいろなところに、京都農芸だけの

オリジナルデザインがあります。瑠璃

色をメインカラーにし、洗練された

フォーマルなイメージの制服です。 

本校に入学した男子生徒は、船南

寮で１年間の全寮制教育を受けます。

寮生活を通じて正しいものの見方や

考え方を体得することで、現状を理

解し自己実現のために努力する姿勢

を育みます。２年次からは希望により

入寮することができます。 

○全国大会の活躍
畜産部 

  全日本ホルスタイン共進会 
          優等賞（３位）  

 高校生ベストリードマン賞２位 
造園部 

  第５３回技能五輪全国大会 銀賞 
植物バイオ部 

  第３２回日本菊花全国大会 
福助花壇の部 参議院議員賞 
三本立花壇の部 旭化学工業賞 

○文科系：合唱 茶道 
○体育系 

硬式野球 サッカー 陸上競技 
バドミントン バスケットボール 剣道 

   硬式テニス 卓球 柔道 
パワーリフティング 

○農業クラブ専門部 
草花 畜産 造園 環境 情報処理 
植物バイオ 野菜 
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設置

学科等

全日制 農産バイオ科
作物コース・野菜コース・草花コース

畜産コース・植物バイオコース・動物バイオコース

全日制 環境緑地科 造園コース・農業土木コース

教育

目標

校訓「質実剛健」のもと、次の３つを目指す京都農芸生を育成する。

「生命を慈しみ 他を思い遣りつながる力をもつ」

「社会人基礎力を養い 未来を展望する力をもつ」

「質実剛健の気風を培い 挑戦し続ける力をもつ」

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

学科

決定

１年次は、農業学科群で、 クラス編成。 年次より、生徒の希望などを参考に総合的に

判断し、農産バイオ科 クラス、環境緑地科 クラス編成となります。

※クラス数は平成 年度ベース

授業のなかから

いのちを見つける

仲間とともに

成長を感じる

生命を育み 食と

正面から向き合う

自然と暮らし

未来の環境を築く

京都府立農芸高等学校

 

１年次は 年間、同じ科目を学

習します。自分の興味や関心に応

じた学びを、２年次に向けて選択

していくために、幅広い知識や技

術を身につけていきます。

年次より専門コースに分か

れて学習します。専門性の基礎・

基本に重点を置き、これをもとに

専門能力の向上を図ります。

３年次は自らの興味関心の高

い課題を設定し、解決に向けた研

究活動を積極的に進めます。
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京都府立須知高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　　　女子ホッケー部
 　　　　平成19年度全国高校総体優勝
　　　　 平成26年度長崎国体準優勝（5名出場）

　　　　 平成27年度全国インターハイベスト８位
　　男子ホッケー部
 　 　 　平成11年度全国高校総体準優勝
　　  　 平成26年度全国インターハイベスト８位
○体育系
　 ・硬式野球・ホッケー（男女）・バレーボール（女）
 　・バスケットボール（男女）・サッカー（男）
 　・陸上競技・剣道・卓球

○全日制課程（平成28年４月現在）  　・吹奏楽・茶道・写真・木日会（美術）
普通科
食品科学科

○創立 明治９年10月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

※現役生の進路状況（進路先別実数）

○授業 H25年度 H26年度 H27年度
普通科：個々の生徒の進路希望等に応じて、ＳＤ・ＡＤ・ＳＡの 国公立4年制大学 等
　　　　　３コースに分かれて学習を行います。 私立4年制大学

国公立・私立短期大学

○学校行事

○研修旅行
平成28年度は沖縄方面へ
３泊４日で実施
　(詳細は本校のHPをご覧ください)

○制服

地図

☆京都縦貫自動車道丹波ICから車で約7分

リスタ須知　夢・無限大　∞　挑戦と躍進！！

学校生活
進路状況

【京都方面から】
　JR園部駅からＪＲﾊﾞｽ(約20分)
【和知方面から】
　JR和知駅から京丹波町営ﾊﾞｽ
　　　　　　　　　　　　　(約20分)
【桧山方面から】
　桧山からJRバス（約10分）

○文化系

その他
就職

須高祭(文化祭、体育祭)・校外学習(1･3年生)・学習合宿・長
期休業中進学講座・球技大会・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会・須高感謝祭・
食品科学科収穫感謝祭・食品科学科課題研究発表会など

専修・各種学校
公務員

平成23年度入学生から女子の
ブレザーのデザインが変更されました。
（写真は新しいデザイン）

○トピックス

所在地　〒622-0231 京都府船井郡京丹波町豊田下川原166-1

食品科学科：２年から「食品加工」と「公園管理」の２コースに
　分かれてそれぞれの専門科目の学習を行います。

卒業生からのメッセージ 
    三嶋凌平君（広島大学文学部へ入学）は、生徒会会長として、文化 
祭や体育祭などの様々な学校行事に積極的に携わり、実用英語技 
能検定準１級にも合格しました。そんな三嶋凌平君からのメッセージ 
を読んでください。 

須知高校の進路指導の特色は、徹底した個人指導だと思います。 
僕の場合は進路部の英語科Ｔ先生にマンツーマンで指導していただきました。  
受験勉強は自信を持つことも大切です。「もっと自信を持ったらいい、君は実力を

持っているんやから。」この言葉で、僕は自信を持って試験に臨むことができまし

た。大学受験では苦しいことが多かったのですが、困難から逃げずに立ち向かい、

乗り越えることで、僕は確実に成長することができました。 

 
 

 

・「京都フロンティア校」「ハイスクール起業チャレンジ実践校」

の指定を受けました。

・「東日本大震災」復興支援の取組として絆プロジェクトを行っ

ています。

福島県立相馬農業高校と連携し、サラミの共同開発を

行っています。また、震災で福島県内や埼玉県などで避難生

活をされている双葉町の方々への復興支援として、ジャガイ

モ・ヨーグルト・クッキーなどの生産物を送っています。
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設置

学科等

全日制 普通科 アドバンスコース・ＳＡコース・スタンダードコース

全日制 食品科学科 食品加工コース・公園管理コース

教育

目標

「自主」「規律」「誠実」を校訓とし、心身ともに健康で、自主の精神に富み、根気よく学ぶ

力と豊かな情操を身につけた有為な社会の形成者を育成する。

学
校
の
特
色

本校は、明治９年にアメリカからジェームス・オースチン・ウィード氏を主任教員に迎え、京都

府農牧学校として創設されました。日本の三大農業教育の発祥地の一つと言われています。昭和

年に京都府立須知高等学校となりました。▼ 標高約 ｍの位置にあり、 ㎡とい

う広大な校地に緑があふれ、ポニーや羊などが放牧されるなど、豊かな自然環境に恵まれた高校

です。 ▼ 小規模校の特性を生かして個々の生徒に手厚く対応し、学習と部活動との両立がで

きる環境をつくり、希望進路の実現を目指します。

教
育
シ
ス
テ
ム

普通科（ クラス） ※クラス数は平成 年度ベース

募集 第１学年 第２学年  第３学年

普通科

２

クラス

スタンダード スタンダード スタンダード

アドバンス文理 アドバンス文理 アドバンス文理

ＳＡ（スーパーアドバンス） ＳＡ（スーパーアドバンス） ＳＡ（スーパーアドバンス）

食品科学科（ クラス）

「地域創生推進校」として「土から食卓までを結ぶ」専門教育を目指します。

コース

決定
本人の進路希望等をもとに、総合的に判断し、決定します。

京都府立須知高等学校

リスタ須知 夢・無限大∞ 挑戦と躍進！！
◆ 京都府教育委員会から「京都フロンティア校」の指定を受け、その実践テーマに、「リ

スタ須知 夢・無限大」を掲げ、学力向上に取り組んでいます。テーマ「リスタ須知」の

「リスタ」は、新たなスタート・出発を意味しています。また「夢・無限大」は、本校に

学ぶ皆さんが、将来への目標・志を固め、社会自立に向けた確かな進路を切り拓くことを

目指したものです。広大な敷地とさわやかな自然環境の中で、 世紀のグローバル社会

に貢献できる人材育成と、「人間としての在り方・生き方」を学ぶ教育を重視しています。 
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