
京都府立宮津高等学校
　  「青雲の志」　～目覚めよ！私の中の可能性～

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・近畿及び全国レベルの大会等に

　出場・出品した生徒　６２名！

　陸上競技部、ボート部、ヨット部

　美術部、書道部、写真部、ＩＣＣ

○文化系
　吹奏楽部、美術部、書道部、写真部

　ＩＣＣ、演劇部、茶道部、華道部、琴部

　情報処理部、建築研究部

　フィールド探究同好会

○全日制課程（平成28年４月現在） ○体育系
普通科 建築科 　陸上競技部、ボート部、ヨット部

○創立 明治36年４月　京都府立第四中学校として創立 　バレーボール部、ソフトテニス部

○生徒数（平成28年５月１日現在） 　硬式野球部、バドミントン部

1年 2年 3年 計 　サッカー部、バスケットボール部

男 84 85 110 279 　ソフトボール部

女 106 103 116 325 ○特色

・加入率８７％！みんなで挑戦！

学校生活 ・文武両道をめざし、７時完全下校！

○授業 進路状況
・宮高は「授業第一主義」。予習・復習 進路状況
　を大切に、授業で学力を伸ばします。 ※現役生の合格状況（延べ数）

・習熟度別講座を弾力的に設定し、 H25年度 H26年度 H27年度
　個に応じた指導を展開します。 国公立4年制大学 63 62 66
・建築科は、実習を通して身につけた 私立4年制大学 325 279 272
　力を活用し、地域にも貢献します。 国公立・私立短期大学 7 9 7
○学校行事 専修・各種学校 43 55 33
　　みんなが「全力で宮高生！」 文部科学省管轄外の学校 1 5 2
　　フレッシュマンセミナー（４月） 公務員 4 9 4
　　校外学習（４月）、宮高祭(９月)他 就職 6 10 11
　　「つながる力」をはぐくみます！

○修学旅行
　　白銀の信州、スキー修学旅行

　　雄大な大自然に感動！

　　仲間の新たな顔を発見！

　　最高の思い出がエネルギーに！

○制服
男子　黒サージ又はカシミヤの標準

　　　　学生服。夏季は指定の白色

　　　　カッターシャツ

女子　黒サージ又はカシミアのセー 地図
　　　　ラー型標準服。夏季は夏型 地図
　　　　標準服（黒ネクタイ） ◆丹鉄宮津駅から徒歩15分 ◆活発なボランティア活動

所在地　〒626-0034 宮津市字滝馬23番地
Tel.0772-22-2116  Fax.0772-22-2117

◆今年度の学校説明会等の日程

８月２日(火) 体験セミナー

８月４日(木) 建築セミナー

９月20日(火)・21日(水) 宮高説明会

10月23日(日) オープンスクール

卒業生からのメッセージ

京都大学文学部

板垣 佳亮 君

（平成26年度卒業）

宮津高校では、勉強、部活動（野球部・

キャッチャー）、生徒会長と忙しい毎日でした
が、熱心な先生方に恵まれ、どれも真剣に取り

組むことができました。京都大学文学部に合格
することができたのは、宮津高校のおかげと感

謝しています。また、それ以外の面、例えば学
校祭なども非常にレベルが高く、あらゆる面で

充実した学校生活を送ることができました。こ
れから先、宮津高校で学んだことを活かして何

事にも頑張っていこうと思います。

宮津駅

宮村駅
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設置 
学科等 

全日制 普通科  
全日制 建築科  

教育目標 我が国や地域の発展に貢献する「社会的使命感と青雲の志を持つ人材」の育成 

 
 
 
学 
校 
の 
特 
色 

 
 

◇大学と連携した高度な研究活動 

「スーパーサイエンスネットワーク(SSN)京都」指定校として、大学連携と研究活動を推進し、「真

の力」となる問題解決能力・コミュニケーション能力・リー

ダーシップを育みます。 
◇地域に浸透する「ボランティア活動」 

 平成 27年度ボランティア活動参加生徒 1933名！ 

 活動を通して豊かな人間性を育みます！ 
◇「質実剛健」をモットーに、充実した部活動 

 部活動加入率 87パーセント！  
 平成 27年度全国・近畿出場生徒数 

文化系・体育系合わせて 62名！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 

育 

シ 

ス 

テ 

ム 

 

 

 

＜普通科＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

＜建築科＞ 

クラス

編制 
入学予定者説明会において実施する実力診断テストや生徒の希望などを参考に総合的に判断し、習熟度

別クラス編制を行います。 

 京都府立宮津高等学校 

 ＜習熟度別クラス編制によるきめ細やかな学習指導＞ 

◎習熟度に応じた講座編制により「一人一人が伸びる」授業を行います。 

◎全クラス共通の教育課程・教科書とし、学習内容を保証します。 

 
＜標準・２クラス程度＞ 

◎基礎学力の充実を図りつつ、発

展的な内容に取り組む力を育て

ます。 

 

＜応用・２クラス程度＞ 

◎早期から発展的な内容を扱い、ト

ップレベルの学力を育てます。 

◎難関大学に対応した特修講座（数

・英）を弾力的に設置します。 

 

＜進化した宮高新教育システムがスタート！＞ 

◎従来の天橋コース・文橋コースを発展的に融合 

◎希望進路に応じた学びを重視 

◎選択科目と習熟度でクラス・講座を編制 

国公立大学や難関私大への進学に対応した高度で発展的な学習内容に加え、専門

学校や就職にも対応する柔軟な科目選択により、希望進路実現に向けた質の高い

学びを実現します。 
 
 
 
 
 
 
 

◎普通科とほぼ同じ科目を学習し、多様な進路に対応します。 

◎数・英において習熟度別授業を行い、きめ細やかな学習指導を行います。 

◎建築の専門性を深め、実習などを通して建築のプロ「匠」を目指します。 

◎普通科目を多く学び、大学進学を視野に、より高い専門性に挑戦していき

ます。 

＜上記のいずれかを将来の夢に従って選択できます。＞ 

希望進路や学習状況により選択 

1 年 

2・3 年 

2・3 年 

1 年 

－ 113 －



京都府立海洋高等学校

学校概要 部活動
○体育系

校舎写真

○全日制課程（平成28年４月現在）

海洋学科群 ○文化系

（海洋科学科、海洋工学科、海洋資源科） 　マリンバイオ部

○創立 明治31年11月 　ボランティア部

○生徒数（平成28年５月１日現在） ○特色

1年 2年 3年 計 　・加入率99％！

男 72 78 77 227 　・全国・近畿レベル

女 24 18 18 60    の大会に 149人（全校生徒比1.9人に１人）が出場！

学校生活 進路状況
○授業 　・１年次国・数・英・理において習熟度別講座

　・各学科・コースとも魅力ある多様な実習 H25年度 H26年度 H27年度

　・学力向上に向けて丁寧なサポート体制（海洋プロジェクト） 国公立４年制大学 3 2 2

私立４年制大学 13 15 23

国公立・私立短期大学 6 2 6

専修・各種学校 24 25 20

公務員 7 5 9

33 31 33

2 0 1

○行事・取組

　本校ならでは

　の多彩な取組

○修学旅行　北海道

○制服

　冬服：黒色ｼﾞｬｹｯﾄ、男女

　ともパンツスタイル

　夏服：肩章付きｶｯﾀｰｼｬﾂ ○キャリアプランニング・サポート

　女子スカートは夏服の期間のみ着用可 　・54校1,751名の児童・生徒が来校！

　ﾈｸﾀｲ：男子は紺色、女子は小豆色 　・専門の指導を通して人間力を磨く！

○資格取得　生徒全体で974件を取得！ ○豊富な外部機関との連携

　卒業生の94％が教育長表彰！ 　・最先端の研究分野に触れ、学びの

○全国レベルの研究活動！ 　 深化を図る！

○100種以上のボランティア活動に 　・大学・研究機関から研究の在り方を

　10,000人近くが参加！ 　 学ぶ！  
○全校生徒の約半数が寮・下宿生活 地図
○トピックス

◆京都丹後鉄道宮舞線栗田駅 徒歩約10分

※現役生の進路状況（進路先別実数）

所在地　〒626-0074 宮津市字上司１５６７－１
Tel.0772-25-0331  Fax.0772-25-0332

就職

その他

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

     だれもやってないことをやってみませんか

第１回学校説明会 ８月 ４日（木） 丹後通学圏外

８月 ５日（金） 丹後通学圏

学校説明会（中学１・２年生対象） ８月 ３日（水）

第２回学校説明会 ９月25日（日）

第３回学校説明会 １２月10日（土）

校章

平成27年度卒業生

池田 志帆さん（舞鶴市立和田中学校出身）

京都府職員警察事務 就職

海洋高校は、普通科高校では体験できないよう

な授業が数多くあり、また就職率100％や様々な

資格取得が可能であることから、この学校が１番

自分に合っていると思い入学を決めました。

入学後は、イワガキやナマコ育成に関わる調査研究やボート部での近畿大会

出場、台湾高級学校との国際交流など貴重な経験を重ね、海洋高校ならではの

規律やマナーを身に付けることで、念願の希望進路を達成できました。

カッター部

日本海南部地区優勝

冬季学習合宿プロからの指導

ウエイトリフティング部

全日本ジュニア優勝

レスリング部

全国高校選手権３位

「海洋高校ホームページ」毎日更新中です。

障害者海釣り支援

ダイビング実習

ヨット部

国民体育大会出場

災害復旧ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

黒潮寮(定員44人）

心和む下宿生活

学校祭ｶｯﾀｰﾚｰｽフィッシング技能コンテスト

野球部

バレーボール部（男）（女）

サッカー部

バドミントン部

レスリング部

ウエイトリフティング部

寮生活 清掃活動

ボート部 カッター部

ヨット部

食品加工体験

京都大学との連携京のスポーツ夢バンク事業

日本海に隣接する校地
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設　置
学科等

全日制
課　程

海洋学科群

教　育
目　標

コ
ー

ス
決
定

　１年次､海洋学科群として一括募集します。（平成28年度入学生は定員100名・3クラス）
　全生徒が同じ教科・科目を学び､２年次に選択する５つの学科・コースの基本に触れます。
　２年次からは､適性や能力､希望進路に応じて､海洋科学科､海洋工学科(２コ－ス)海洋資源科(２コース)に分かれて学び､それ
ぞれの学科・コースの目標に沿った海のスペシャリストを育成します。
【１年次】　　　　　　　　【２・３年次】

京都府立海洋高等学校

  海洋科学科　海洋工学科（航海船舶コース・海洋技術コース）
　　　　　  　海洋資源科（栽培環境コース・食品経済コース）

　知・徳・体の調和のとれた発達を図り、勤労と責任を重んじ、基本的人権を尊重し、国際感覚を身に付けた、
心豊かでたくましい生徒を育成します。

五級海技士養成施設として、船員になるための学習を行います。航海や運用、海上法規を学び、
実習船「みずなぎ」を活用し、漁業実習や海洋観測、国際・国内航海実習に取り組みます。

作業潜水や海洋構造物の設計・施工を学び、マリンエンジニアを目指します。水深10ｍプール
や沿岸水域でスクーバダイビングやマスク･ヘルメット潜水に取り組みます。外敵生物（ヒトデ
等）の駆除や堆肥化等の研究活動を通して、海洋環境の保全や地元水産業の発展に貢献します。

魚介類の飼育技術を学び､豊かな海づくりに貢献します。トラフグやヒラメ、ホンモロコ等、
様々な魚介類を育成します。育てた魚を料理店やホテル等に卸し、地域の活性化に貢献します。鯨
類やサケの調査・研究に取り組み、謎に包まれた生態の解明に挑みます。

水産食品の製造・加工・流通を学び、新製品の開発に取り組みます。地産地消を基本に、地元の
魚介類を素材にした製品を生産します。各種イベントでの出品や｢１Dayレストラン｣の開催等の販
売活動を通して実践力を磨きます。

教
育
シ
ス
テ
ム

◆１年次、国・数・英・理を習熟度別講座で実施し、基礎・基本を身に付けます。
◆14年連続で就職内定率100%を達成し、23年連続で国公立大学に合格しています。
◆学力向上に向けて「海洋プロジェクト」（体系的組織的な学習・進路指導）を展開し、進学補習や学習合宿、
  インターンシップ、就職・公務員対策講座等、個に応じた指導を行います。
◆航海船舶・海洋技術・栽培環境・食品経済の各コースは、豊富な専門科目(３年次、20単位、全体の63％)によ
　り専門性を磨きます。
◆海洋科学科は、普通科と共通する科目を多く学び（３年次は、19単位[全体の59%]）、普通科から目指すこと
　ができる多様な進路に対応します。
◆資格取得に力を入れます。(学校全体で974件の資格を取得、3年生の約94%が京都府教育委員会教育長表彰を受賞)

学
　
校
　
の
　
特
　
色

普通科に近いカリキュラムで、国公立大学や私立４年制大学等、上級学校への進学を目指しま
す。集中実習や大学・関係機関との連携を通して専門性を高めるとともに、研究活動に力を注ぎ、
思考力やコミュニケーション能力を磨きます。

近畿唯一の水産・海洋系単独専門高校として、海のスペシャリストを育てます。

海洋科学科 大学に進学したい！

海洋工学科

航海船舶コース 船員になりたい！

海洋技術コース ダイバーになりたい！

海洋資源科

栽培環境コース 魚を育てたい！

食品経済コース 水産食品を作りたい！

京都大学アカデミックデイ

国際航海実習出航式

ダイビング実習

若狭湾鯨類調査

１Dayレストラン

海洋学科群

海洋資源科

海洋工学科

海洋科学科

航海船舶コース

食品経済コース栽培環境コース

海洋技術コース

近年、普通科に近い、多様な進路に進む生徒

が増えてきています。
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京都府立加悦谷高等学校
一人一人の可能性を伸ばす

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍
■ウエイトリフティング部

・全国インターハイ男子２名出場 

・全国女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会３名出場　

学校対抗３位入賞

・国民体育大会105kg級

今井勇輝スナッチ４位入賞

■書道部　

・全国総合文化祭滋賀大会　１名出品

井上茉由特別賞

○全日制課程 （平成28年４月現在） ・全日本高校・大学生書道展　優秀賞受賞

普通科
○創立 昭和23年９月 ○体育系 ○文化系

　陸上競技部 　吹奏楽部

○生徒数（平成28年５月１日現在） 　硬式野球部 　書道部

1年 2年 3年 計 　ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部 　囲碁部

男 55 63 56 174 　女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 　茶道部

女 65 57 58 180 　バスケットボール部 　合唱部

　 　サッカー部 　美術部

学校生活 　卓球部 　ＥＳＳ部

○授業 　ソフトテニス部 ＊ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・剣道

(＊は同好会）

進路状況
■平成28年３月卒業生の進路状況
  4年制大学　24%   短期大学　14%  
  就職　20%   専門各種学校　40%

○学校行事 ■平成28年３月卒業生の主な合格大学
　■ ４月　新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ合宿 　京都教育大学　京都工芸繊維大学　京都府立大学　福知山公立大学

　■ ５月　球技大会 　立命館大学　佛教大学　龍谷大学　花園大学　岡山理科大学　

　■ ６月　芸術鑑賞 　神戸学院大学　大阪電気通信大学　その他

　■ ９月　学校祭

　　与謝の海支援学校との交流会

　■10月　きもの着付け教室

　■ １月  ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

　■ ２月  加悦高展

○修学旅行　２年次スキー ○制服

地図

○トピックス

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

所在地　〒629-2313 与謝野町字三河内810番地
Tel.0772-42-2171  Fax.0772-42-2172

・２年次から、スタンダードコー
ス、アドバンスコース、アスリート
スポーツコースに分かれて学習
をします。
・平日はオール６限、隔週土曜
授業を実施しています。

◆丹鉄与謝野駅から自転車で10分又は丹海ﾊﾞｽ加悦高校前から徒歩1分

全国高等学校ウエイトリフ

ティング競技選抜大会で３年

片山裕貴君が男子105kg級
で３位に入賞しました。

僕の通っていた加悦谷高校は、勉強、行事、部活など

様々なことに力を入れている学校です。例えば、文化祭では、

クオリティの高い劇をやるクラスもあれば、ダンスやバンドな

どで生徒達を盛り上げるクラスもあり、それぞれの個性を出

しながらみんなが活躍できるものになっています。

僕は、現在は大学生として勉強や部活を頑張っています。

しかし、今の僕があるのは、加悦高の先生方のおかげです。

加悦高の先生方は、皆さんの学校生活がより良いものにな

るようにサポートしてくださいます。

皆さんもぜひ、加悦高に見学に来てください。

卒業生からのメッセ―ジ

京都工芸繊維大学 工芸科学部 廣瀬 僚大

全国選抜大会 ３位入賞！
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設置 
学科等 

全日制 普通科 
１年次  ：オールフラットクラス編成 
２･３年次：スタンダードコース・アドバンスコース 

アスリートスポーツコース 

教育 
目標 

１ 生徒一人一人の可能性を伸ばし、希望進路の実現を図るとともに、社会に貢献できる人
材の育成 

２ 「地域の学校」として、信託と期待に応えうる学校づくり 
３ 生徒、自らがつくる「安心・安全」な学校づくり 

学
校
の
特
色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース

決定 

２年次以降…進路希望と１年次の学習状況 

を総合的に判断して決定します。 

 

 

京都府立加悦谷高等学校 

■平日は 6 限で終わり部活動を活性化し、土曜授業の実施で学力向上を図ります。 

■ボランティア活動を積極的に行い、地域と連携した取組を進め、社会に貢献できる人間を

育成します。 

■ウエイトリフティング部、陸上競技部、書道部が全国大会で活躍 

京都フロンティア校 ボランティア活動推進

充実 
キャリア教育の充実 

・英語レシテーション ｺﾝﾃｽﾄ 
・イギリス アベリスツイス留学 
・地元小学校へ「出前授業」 
・地域開放型スポーツクラブ 
・与謝蕪村俳句大会へ全校参加 

・地域人授業 
・プラスワンスタディ 
・インターンシップ 
・ジョブシャドウイング 
・キャリア教育講演会 

・PTA 合同学校周辺清掃 
・海岸清掃 
・福祉施設での呈茶 
・保育所ボランティア 
・地域行事ボランティア 

オールフラットクラス編成 【数・英】習熟度別講座 

スタンダードコース 
・確かな学力の育成 
・基礎学力の徹底 
・多様な進路選択 
 
 
 
私立大学・短期大学 
専修各種学校・就職 

アドバンス 
コース 

・発展的な学習内容 
・文系・理系に対応 

 
 
 

国公立大学 
難関私立大学 

アスリートスポーツ
コース 

 
・全国で活躍するトップア
スリートの育成 
・スポーツ理論と研究 
・特色のあるｽﾎﾟｰﾂ授業 

１年 

２年 

・ 

３年 

■オール６限 
■土曜授業 

メリハリのある教育システム 
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京都府立峰山高等学校

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

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（人間教養コース・文理探究コース） ○体育系
産業工学科（機械系統・デザイン系統）

○創立 大正11年（1922年）４月
○生徒数（平成28年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 114 126 122 362
女 126 113 111 350

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 33 36 34

私立4年制大学 219 249 194
国公立・私立短期大学 29 28 24

67 67 62
0 3 4

22 11 16
5 6 7

○学校行事

○修学旅行

○制服

地図

○トピックス ◆丹海バス・峰山

　下車徒歩３分

近郊地図
◆京都丹後鉄道　

峰山駅　　

　下車徒歩20分

～　求めてやまじ　高き理想を　～

所在地　〒627-8688 京丹後市峰山町古殿1185番地
Tel.0772-62-1012  Fax.0772-62-1013

専修・各種学校
公務員

　野球部　バレーボール部　体操部
　バスケットボール部　陸上競技部
　バドミントン部  剣道部　サッカー部
　ソフトボール部　ソフトテニス部
　テニス部　卓球部
　少林寺拳法(同好会)

　吹奏楽部　　書道部　　ESS
　軽音楽部　　美術部　　演劇部
　茶道部　　華道部　　地学研究部
　写真部　　ロボット研究部
　アニメーション部

※現役生の合格状況（延べ数）

■陸上競技部
  　 日本ユース陸上競技選手権大会
　　　　女子やり投げ出場
■ロボット研究部
　　　全国高校ロボット競技大会

その他
就職

　時期　12月上旬　　行き先　沖縄
　内容　平和学習、自然体験
　　　　　民泊による異文化体験　など

　ブレザー、スラックス(男)・スカート(女)
　カッター、ブラウス
　ネクタイ・リボン・カーディガン

　☆普通科（１週間の授業時間数）
　　　１年次　全クラス33時間
　　　２・３年次　人間教養コース　31時間
　　 　　　　　　　文理探究コース　33時間
　☆産業工学科（１週間の授業時間数）
　　　１年次　33時間
　　　２・３年次　31時間

　　６月　球技大会
　　７月　インターンシップ（産業工学科）
　　９月　峰高祭（文化の部・体育の部）
　 11月　芸術鑑賞
　　２月　峰高展（文化部の発表）　など

校章

～～ オープンキャンパス ～～
日時：８月３日（水）・８月４日（木） 9：00～12：00
内容：吹奏楽部演奏、峰高DVD上映、学校説明、体験授業Ⅰ・Ⅱ

進路相談会、 部活動体験（希望者のみ１３：００～１４：４０）

～～ 学校公開 ～～
日時：１０月３０日（日） 午後からの予定
内容：授業公開・部活動体験 など

私は吹奏楽部に所属し、峰高入学時から理学療法士になるという夢の

実現に向けて、部活動と勉強を両立させることを目標にしました。心がけ

ていたことは、授業に集中すること、時間を有効に使うこと、そして部活動

と勉強を気持ちを切り替えて頑張ることでした。部活動やクラスで素敵な

仲間と出会え、良い思い出をたくさんつくり、とても充実した３年間でした。

中学生の皆さん、今を大切にして、今できることを精一杯頑張ってください。

大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療法学科３年

前田 明香里さん （平成25年度卒業・高龍中学校出身）
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設置 

学科等 

全日制 普通科 人間教養コース・文理探究コース 

全日制 産業工学科 機械系統・デザイン系統 

教育 

目標 

心身ともに健康で、礼儀と規律を重んじ、人を思いやり、郷土を愛するとともに、高い志と柔

軟な国際感覚をもって自己を高め、創造力豊かに社会に貢献できる人間を育てる。 

学
校
の
特
色 

《 教育スローガン（校是）》 

「求めてやまじ 高き理想を！」 
 創立94年目、各界に多様な人材を輩出  

府立高校特色化事業「グローバルネットワーク京都」に指定 

◇アカデミックミネ・プロジェクト 「科学の教室」 等 

◇コミュニティ・プロジェクト 地域活動100 等 

◇コミュニケーション・プロジェクト 国際交流 等 

  活発でレベルの高い部活動、生徒会活動  

教
育
シ
ス
テ
ム 

■■■ 普 通 科 ■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 産業工学科 ■■■ 

 

 

 

コース

決定 

◇普 通 科 ２年進級時に、本人の進路希望や１年次の成績をもとに決定します。 

◇産業工学科 入学時の系統で３年間学びます。 

Challenge Stage 自己の向上と目標の実現にチャレンジ 

           

Ambitious Stage 学習の基盤づくり・個に応じた学力の習得 

普通科目とともに工業系の専門科目を学習、地域に貢献できる技術者の育成

京都府立峰山高等学校 

１年次 
夢をみつける 

習熟度別クラス編制（標準・発展） 
英語・数学で習熟度別講座 

人間教養コース 
幅広い教養と確かな学力 

部活動などの時間を保障 

多様な進路希望に対応 

私立大・短大・専門学校・

就職など 

文理探究コース 
学習内容の深化 

発展的な学力の育成 

文系・理系ともに対応 

国公立大学・難関私立大学

・医歯薬系学部への進学 

２年次 
夢をはぐくむ 

３年次 
夢にとびたつ 

機械系統 
機械のしくみなどの基礎・基本 

製図･設計、溶接や旋盤などの加工技術

メカトロニクスなどの高度な学習

デザイン系統 
色彩構成・デッサンなどの基礎・基本 

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ・ﾃｷｽﾀｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 

CG 活用などの高度な学習 
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京都府立峰山高等学校 弥栄分校

http://www.kyoto-be.ne.jp/yasaka-mineyama-hs/

学校概要 部活動

○体育系
写真

　　卓球部、ソフトテニス部
○文化系

校舎写真 　　軽音楽部、和太鼓部、
　　茶華道部

写真

○農業クラブ
 　全国の高等学校の農業学科で学ぶ
生徒全員が加入している組織です。

○全日制課程（平成28年４月現在）   （農業鑑定競技会、意見発表会、

農園芸科 　　　　　家畜審査競技会など実施）

家 政 科 ○家庭クラブ 写真

○創立 昭和23年４月  　家政科で学ぶ生徒全員が加入して

○生徒数（平成28年５月１日現在） いる組織です。

1 年 2 年 3 年 計   （ファッションショー、フードショップ、

男 19 12 13 44 　　　　　ボランティア活動など実施）

女 16 7 7 30 ボランティア活動等実施

進路状況
学校生活
○授業 H25年度 H26年度 H27年度
（農園芸科） 私立4年制大学 0 0 1
　農作物の栽培を通し「食の重要性」や 国公立・私立短期大学 0 2 0
　「専門的な知識・技術」を学ぶ 専修・各種学校 3 6 5
（家 政 科） 公務員 0 1 0
　「衣・食・住・福祉」などの生活関連 就職 19 17 7

1 0 0

○学校行事
　１学期：修学旅行（３年）･遠足（１･２年）

　　    　　球技大会、芸術鑑賞、校外研修、
 　　 　　　ゆかたの日
　２学期：学校祭（文化の部・体育の部）、
　 　　　　奈具丘祭（即売・ファッションショー）

　３学期：課題研究発表会、スキー教室、

○修学旅行

○制服 地図

○トピックス 近郊地図

近郊地図

         ◆丹海バス・「弥栄分校下」から徒歩３分

その他

「ものづくり」 を通して 「ひとづくり」

所在地　〒627-0142 京丹後市弥栄町黒部３８０番地
Tel.0772-65-3850  Fax.0772-65-3850

　技術を学ぶ

　　　　 　卒業生を送る会

　　　　　　　峰山高校本校と同じ

　　テニス部、バドミントン部、
　　陸上部、バスケットボール部、

　  ３年：沖縄 (平和学習･民泊体験)

卒業生からのメッセージ

校章

奈 具 丘 祭 （なぐおかさい）

＜ 弥栄分校最大のイベント ＞

農園芸科 栽培農作物の一般販売

家 政 科 フードショップ

ファッションショー

写真

卒業生からのメッセージ

上田 裕太（平成26年度農園芸科卒）

（株）三 豊 勤務

私は、 高校時代に学んだ農業の知識を活かし、

丹後地域の農業発展のために農業自営者

の方々を相手に頑張っています。

在学中の農業実習で得た忍耐力が今、

私の大きな力となっています。
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設置 全日制 農園芸科

学科等 全日制 家 政 科

教育 心身ともに健康で、礼儀と規律を重んじ、人を思いやり、郷土を愛するとと

もに、高い志と柔軟な国際感覚をもって自己を高め、想像力豊かに社会に貢献

目標 できる人間を育てる。

『少人数できめ細やかな授業を通し、「確かな学力」をつけます。』

○農園芸科

学 農作物の栽培学習を通し、幅広く「生きる力」の育成を目指します。

（「農作物の栽培から加工、販売」まで、一連の学習をすすめます。）

校 ○家 政 科

衣食住、ヒューマンサービスなどに関する生活関連産業のスペシャリスト

の の育成を目指します。

特

色

＜農園芸科＞ 地域連携事業 ＜家政科＞ 地域連携事業

（地元こども園児への花植え指導） （食のみやこ高校生レストランへの出店）

１年次は、農園芸科・家政科をミックスしたホームルーム

教

２年次からは、学科別のホームルームに変更。

育 専門科目の授業も増えます。

シ

ス

テ ◇資格取得にチャレンジ！

ビジネス文書実務検定、危険物取扱者資格、毒劇物取扱者資格、

ム 日本農業技術検定、食物調理技術検定、被服製作技術検定など

もちろん、英語検定、漢字検定、数学検定も受験できます。

農園芸科

農業情報処理･植物ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・

造園技術・測量・果樹・野菜など

家政科

生活産業情報・ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ・消費生活

服飾手芸・ﾌｧｯｼｮﾝ造形・調理・食品など

京都府立峰山高等学校 弥栄分校
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京都府立網野高等学校

http://www.kyoto-be.ne.jp/amino-hs/cms

学校概要 部活動

　全国高等学校新体操選抜大会男子新体操団体

　全国高等学校選抜ｽｷｰ大会（回転・大回転）出場

　国民体育大会(冬季)ｽｷｰ競技会（大回転）出場

○創立 　全国高等学校総合文化祭  美術・工芸部門出展

　近畿高等学校駅伝競走大会出場（男女）

1年 2年 3年 計 ○体育系

男 76 62 71 209   陸上競技部　野球部

女 75 81 65 221   サッカー部　剣道部  体操部

  ソフトテニス部　卓球部　　

学校生活   バレーボール部　レスリング部

○特色ある授業   バスケットボール部　

○文化系

　　丹後活性化プレゼンテーション   経営実習部　茶道華道部　ＥＳＳ　吹奏楽部

　　英語パフォーマンスプロジェクト   演劇部　 ボランティア部 美術部　書道部  　　　　　　

進路状況

○学校行事 H25年度 H26年度 H27年度
　　１学期 国公立４年制大学 12 10 5
　　２学期 私立４年制大学 98 133 175

国公立・私立短期大学 18 16 11
　　３学期 専修・各種学校（内看護系） 43（7） 51（6） 30（5）

公務員 7 3 1
就職 16 18 8

地図

　

※現役生の合格状況(延べ数)

○制服（写真）
　　ブレザー(紺色）

　　スラックス（グレー：男子）

　　スカート（グレー：女子）

○トピックス

丹鉄網野駅から

丹海バスで6分

「網野高校前」下車

　　主な研修地：首里城、ひめゆりの塔、

　　美ら海水族館、各地避難壕

入学式、球技大会

学校祭、芸術鑑賞

学校公開

美術・書道作品展、卒業式

　　ビブリオバトル、商業デザイン　

　　網高体操、ビーチバレー

○修学旅行　２学年　12月実施
　　沖縄方面へ研修旅行

　　体験学習及び平和学習

普通科（スタンダードコース、アドバンスコース）

青年は未来を信じ使命に生きる

所在地　〒629-3101 京丹後市網野町網野2820番地
Tel.0772-72-0379  Fax.0772-72-0405

○全国大会等の活躍（平成27年度）

　インターハイ2015ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技大会

　 　 学校対抗戦出場・個人対抗戦 60kg級２位

　国民体育大会2015ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技大会

　  　個人対抗戦 60kg級２位・50kg級５位

　全国高等学校選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ大会

　   個人対抗戦 60kg級３位

　インターハイ2015新体操競技男子新体操団体

○全日制課程（平成28年４月現在）

企画経営科
昭和23年５月

○生徒数（平成28年５月１日現在）

私は高校生活の中で、生徒会・部活動・学習

活動・地域でのボランティア活動などに積極的に

取り組みました。大学入試の際にも、網高ＳＶＣ

が自分自身の経験値を上げていることを強く感じました。

高校というのは、自分のしたいことを追求できる場です。「自分の考

え」をしっかりと持って、仲間や先生方と共に思う存分追求してください。

卒業生からのメッセージ

京都教育大学教育学部 進学

金木涼平くん（書道部・網野中出身）

網高公式ＰＲキャラクター 「ＳＶＣマン使命くん」

（つながる力）
スタディー、ソーシャビリティー

( 展望する力）
ボランティア、ビジョン

( 挑戦する力）

クラブ、チャレンジ
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設置 

学科等 

全日制 普通科 スタンダードコース・アドバンスコース 

全日制 企画経営科 丹後圏で唯一「商業」を学ぶ専門学科 

教育 

目標 

生徒信条「青年は未来を信じ使命に生きる」の精神にのっとり、将来に対する夢や目標を持

たせ、希望進路の実現に向けて挑戦する姿勢を大切にする。 

学
校
の
特
色 

   
    

  

 

●チューター制の導入   
～個別指導の充実～    

生徒の「やる気」をカタチに 

するサポート   

     

●ＩＣＴの活用  
～アクティブラーニング～   

能動的・主体的な「学び」への転換   

 

●ボランティア    
地域に学び地域に生きる    

 

●部活動   
飽くなき挑戦と青春     

教
育
シ
ス
テ
ム 

 

 

   

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

                     

  「課題解決能力」を育成する。 

コース

決定 

○１年次・・・合格発表後の希望調査や診断テスト等を総合的に判断して決定 

○２年次・・・１年次に説明会や面談を行って決定（進級時のコース再選択可能） 

京都府立網野高等学校 

普通科 企画経営科 

スタンダード 

検定や資格を生かした就職・進学 

※専門学科推薦で国公立・有名私立大学への進学も可能 

「実学」で 

自分・地域・未来を 

デザインする 
※２・3年次は自分に 

必要な科目を選択 

共通カリキュラム 

※1年次は専門性の基礎を学ぶ 

幅広い進路     

を実現      

アドバンス 

国公立・難関     

私立大学に合格 

①１年次から進学を意識した

高度な授業を展開 

 

②文系・理系それぞれの希望

進路に応じたカリキュラム

の選択 

 

③希望進路の実現に特化し

た演習を中心とする進学

講習の充実 

①基礎基本の重視によ

る確かな学力の定着 

 

②１年次の数学・英語

習熟度別授業を実施 

 

③就職、専門学校、短

大、４年制大学等希

望進路に対応した講

習の充実 
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京都府立久美浜高等学校

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

学校概要 部活動
○体育系

硬式野球、ソフトテニス 写真
カヌー、バスケットボール

陸上競技、サッカー

バレーボール、剣道

校舎写真
○文化系　

ＥＳＳ、吹奏楽、茶道、華道 写真
美術、軽音楽、情報処理

自然科学、農業クラブ

ボランティア

○全日制課程（平成28年４月現在）
総合学科 ○全国大会等の活躍

○創立 明治35年４月 創立114周年 Ｈ27全国高校総体カヌー競技 写真
○生徒数（平成28年５月１日現在） （地元 久美浜湾開催）

1年 2年 3年 計 　男子総合４位

男 55 45 52 152 　Ｋ－１男子200Ｍ ２位

女 32 35 33 100 　Ｋ－４男子200Ｍ ３位

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 0 1 2
私立4年制大学 13 13 17
国公立・私立短期大学 5 4 7

29 34 19
0 1 0

20 31 24
○学校行事 4 0 1

○制服

○修学旅行

○トピックス

地図

近郊地図

◆丹鉄かぶと山駅から自転車で10分　丹海バス「橋爪」から徒歩１分

行き先：沖縄
内  容：最大の特徴は民家泊。
          宿泊先（民家）で、
　　　　 小グループに分かれて
          様々な活動を行います。

新入生宿泊研修、芸術鑑賞、球技大会
カヌー実習、文化祭･体育祭、持久走
社会人交流会、レシテーショングランプリ
スキー・スノーボード実習、ダンス発表会

 ２年生から４系列の授業
｢文理特修｣:大学進学対応
｢教    養｣:資格取得促進
　　　　　 多様な進路に対応
｢福    祉｣:介護福祉士実務者
           研修等資格取得
｢生産科学｣:農業・環境学習

その他
就職

あなたの色で輝こう　～可能性は∞～

所在地　〒629-3444 京丹後市久美浜町橋爪６５番地
Tel.0772-82-0069  Fax.0772-82-0690

専修・各種学校
公務員

※現役生の進路状況（進路先別実数）

校章

写真

卒業生からのメッセージ 平成27年度卒

同志社大学 スポーツ健康学部 村野武広

中学生体験セミナー
８月４日(木)

学校公開（予定）
11月５日(土)

小学校から始めたカヌー競技で国

際大会にも出場できました。練習と

学習に集中して取り組み、充実した

高校生活を過ごすことができました。

オリンピック出場を目指し、将来

はスポーツでみんなに勇気を与える

ような仕事がしたいです。
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設置 

学科等 
全日制 総合学科 文理特修・教養・福祉・生産科学の４系列 

教育 

目標 

 創立114年の歴史と伝統を踏まえ、校訓「意欲、克己、創造」の精神を培い、個

性を生かし、社会に貢献できる若者の育成を目標とする。 

学
校
の
特
色 

あ な た の 色 で 輝 こ う ！ 

輝 学びのプランいろいろ 

選択科目盛り沢山、専門家による講演 

輝 学校行事は魅力満載 

他校ではできないカヌー実習、伝統の持久走 

スキー＆スノーボード実習、創造性豊かな学校祭  

輝 満足度重視の部活動 

体育系・文化系合わせて１８部を設置 

輝 ボランティア活動で地域貢献 

  クリーン作戦・イベント運営参加など 

地域と一体になったボランティア活動   

～ 可 能 性 は ∞ ～ 

教
育
シ
ス
テ
ム 

一人一人の個性を輝かせる独自の教育システム 

1年次          ２・3年次 卒業後の進路 

共 

通 

科 

目 

 

文理特修 
普通科目を学習し、進学を

目指す。 国公立大学 

私立大学 

短 大 

専門学校 

就 職 

 

卒業生の87％が 

第１希望を実現 

 

 

教 養 
一人一人の適性に応じて、

学びたい科目を学ぶ。 

福 祉 
専門家による授業を受け、

高い専門性を磨く。 

 

生産科学 
実験・実習を中心とする、

魅力ある農業科目を学ぶ。 
 

コース

決定 １年次は共通科目中心⇒２・３年次は選択科目中心 

  

 

京都府立久美浜高等学校 
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