
京都府立山城高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　近年は、全国大会に水泳部・ダンス部

　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・テニス部・卓球部・弓道部・

　剣道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30年度入学生） 　　書道、美術、茶道、イラストレーション

普通科 アドバンストコース 　　新聞、ESS同好会、JRC同好会

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30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 145 165 168 478 　　女子バドミントン、バトントワリング、

女 216 194 193 603 　　ダンス

学校生活 進路状況 現役生（延べ数）

○授業 (平成30年度入学生) H27年度 H28年度 H29年度
１～３年 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 53 60 67

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 597 832 659
国公立・私立短期大学 18 6 21

１～３年 文理総合科 週33時間授業 57 35 23
2 3 2

○学校行事 6 1 0
　　フレッシャーズセミナー

　　　　（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（第1学年１月）
　　普通科：スキー研修旅行

　　文理総合科：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ海外語学研修

○制服
　　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）・ 地図
　　ネクタイ・セーター・ベスト

○国際交流
　　山城高校は、グローバルな感覚を持った人材

　の育成を目標に、海外の様々な学校との交流

　を行っています。今年はドイツの姉妹校である

　フィルダーベンデン校へ10名の生徒を派遣し

　交流活動を行う予定です。また、留学生の受け

　入れをはじめ、海外からの生徒を学校に招き、

　交流活動を行っています。    ◆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

進化し続ける伝統校。ネクストステージへ！

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

公務員
就職

専修・各種学校

卒業生からのメッセージ
山城高校を一言で表すなら、まさしく「質の高い文武両

道」であると思います。私たち4人は3年間弓道部に所属

しながら、学業・学校行事・その他様々な場において積

極的に活動してきました。高等学校での学習は難度が

高く、前述したことを両立していくのに苦労した時もあり

ましたが、友人・先生方の支えもあり、それぞれが希望

の進路実現に向かって努力を継続することが出来ました。勉強面に関して言えば、

やはり先生方の支えは大きかったです。受験期にはほぼ毎日自習室を開放して

下さり、小論文、英作文、その他複数科目の個人指導を懇切丁寧に行って下さい

ました。そういった、生徒と先生方の「距離の近さ」こそ私たちが思う山城高校の

良い点であると思います。

最後に、高校生活では様々なことに積極的に挑戦すべきです。皆さんも、その

挑戦への環境が整った山城高校で1歩を踏み出してみませんか？

平成30年３月卒業 長野 凌真

 

 

  

 

設置 

学科等 

全日制 普通科 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し社会貢献できる人材の育成 

■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 ～ 

             □ AFS等留学生の受入実績 
              ドイツ・スイス・ロシア・タイ・   

ブルネイ・アイスランド・ノルウェー 

・ベルギー・中国・ガーナなど 
 

□ ドイツ姉妹校（フィルダーベンデン校）との定期交流 

 
 

■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』で自分を管理 

□ 『やましろ文箱』で軌跡を整理 
 

■質の高い文武両道をめざす 

～ スペシャリストでありながら多彩な能力を兼ね備える ～ 

□ 確かな「学力」 

- 京都大学・京都教育大学・立命館大学等との連携 

- サイエンスダイアログ事業への参加 

-「グローバルネットワーク京都」等の研究指定 

- 進学補習・土曜活用講座等で自立した学びを支援 

□ 豊かな「人間力」 

- 目標を持ち力を出し切れる人を育成する様々な部活動 

-「山城祭」・スキー研修旅行等の活力ある学校行事 

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 

求める生徒像 

自立した高校生の育成を

目標に、質の高い文武両

道を実現できる生徒 

スクールバリュー 

進化し続ける伝統校 

新世代 山城 

「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 
  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 32 時間授業 

土曜活用講座（希望者） 

進学補習（希望者） 

週 33 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 33 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 

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 

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 
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 お う き　

京都府立 鴨 沂 高等学校

鞍馬口校地　〒602-0898 京都市上京区相国寺門前町709
荒神口校地　〒602-0867 京都市上京区寺町通荒神口下る松蔭町131

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍

○体育系

○文化系

進路状況

H27年度 H28年度 H29年度

○創立 明治５年４月

○生徒数（ 平成30年５月1日現在 ）

1年 2年 3年 計

男
女

学校生活
○授業 ○制服

○学校行事
　４月　遠足
　６月　研修旅行（２年）
　７月　文化祭 地図
　10月　体育祭

○研修旅行
　２年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

専修・各種学校(含:看護系8/H29)

就職・公務員

卒業生数

　・大学・研究機関・企業等との連携
　・総合的な学習の時間 「 京都文化 」

　・一人一人の進路実現への手厚い指導
　・基礎・基本の徹底、学力伸長

＊市バス「荒神口」徒歩３分

＊市バス「河原町丸太町」徒歩５分

＊京阪「神宮丸太町」徒歩10分

　・週３３単位、週２回７限授業の実施
　・年間１２回の土曜日に授業を実施

＊地下鉄「丸太町」徒歩12分

　第１回学校説明会   ６月16日(土)

　・全教室電子黒板機能付ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ設置

～ 新校舎完成！ 躍進する鴨沂 ～

吹奏楽 茶道 書道 放送 調理 美術
自然科学 情報処理 合唱 軽音楽 演劇
京都文化（ 能・華道・京都文化探究 ）

サッカー バドミントン フェンシング
水泳 ( 水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ )
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 剣道 弓道 卓球 ダンス

現役生の合格状況 （延べ数）

９０％を超える加入率
・水球女子：京都府選抜全日本ｼﾞｭﾆｱＵ17第3位
・シンクロ：国体少年女子デュエット第４位
・自転車競技:全国高校総体,全国選抜大会出場
・ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ：JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 出場
・放送：NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ出場

今夏、本拠地・荒神口校地に戻ります！

○全日制課程 　普通科　（ 平成30年４月現在 ）

不易なる鴨沂の伝統復活！

躍進する進路実績・４年制大学進学率60%超
国公立4年制大学(含:防衛大1/H29)

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

　第４回学校説明会   11月17日(土)

鞍馬口校地
＊地下鉄「鞍馬口」徒歩７分

＊市バス「烏丸今出川」徒歩10分

＊京阪「出町柳」徒歩15分

荒神口校地 ( 今年８月末から )

　第３回学校説明会・体験授業･施設見学 ９月22日(土)
　部活動体験・見学   10月 ６日(土)

　第２回学校説明会   ８月19日(日)

31

＜ 卒業生からのメッセージ ＞  
小西 啄斗 平成２９年度卒業  テニス部主将 

 京都工芸繊維大学 工芸科学部    
 電子システム工学課程      西賀茂中学校出身 
 
高校を卒業して大学生となった今、鴨沂高校で学べて本当によかったと

感じています。部活動ではテニス部の主将として、先輩・後輩との人間関

係やチームをまとめる大切さを学ぶことができました。受験勉強ではクラ

スの友達と毎日自習室に残り、教え合ったり、たまには息抜きもしな

がら、最後までお互いを支え合い、ともに成長することができました。

先生方には自分の志望校に対して適切なアドバイスや情報をいただ

き、その結果、高校入学時には想像もしなかった進路実現を達成す

ることができました。高校生活は人生の中でかけがえのない重要な３

年間になります。ぜひ、鴨沂高校に入って様々なことを学び楽しく充

実した高校生活を送ってみてはどうですか。 

設置

学科等
全日制 普通科 発展コース（ 文系・理系・京都文化 ）・ 標準コース

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

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

同志社大学留学生との 

文化交流 

フランス姉妹校との交流     

ジュールゲード国際高校の 

生徒がホームスティ 

小学生と科学や実験の 

楽しさを共有する 

学生と共に学ぶ           

京都府立大学との  

教職インターンシップ連携       

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

地域の            

歴史文化遺産に学ぶ 

知られざる京都を発信 

フロンティア発表 
測量の専門技術を学ぶ 

京町家で 

建築の工夫を学ぶ 

入 っ て か ら 一 人 一 人 を 伸 ば す 面 倒 見 の い い 鴨 沂

自ら課題を発見し探究する

アクティブ・ラーニング 

少人数講座や      

ティームティーチング 
授業後にも 

納得するまで質問 

一人一人に応じた 

親身な進路指導 

平成３１年３月 代表生徒による フランス研修旅行 を実施
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 お う き　

京都府立 鴨 沂 高等学校

鞍馬口校地　〒602-0898 京都市上京区相国寺門前町709
荒神口校地　〒602-0867 京都市上京区寺町通荒神口下る松蔭町131

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍

○体育系

○文化系

進路状況

H27年度 H28年度 H29年度

○創立 明治５年４月

○生徒数（ 平成30年５月1日現在 ）

1年 2年 3年 計

男
女

学校生活
○授業 ○制服

○学校行事
　４月　遠足
　６月　研修旅行（２年）
　７月　文化祭 地図
　10月　体育祭

○研修旅行
　２年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

専修・各種学校(含:看護系8/H29)

就職・公務員

卒業生数

　・大学・研究機関・企業等との連携
　・総合的な学習の時間 「 京都文化 」

　・一人一人の進路実現への手厚い指導
　・基礎・基本の徹底、学力伸長

＊市バス「荒神口」徒歩３分

＊市バス「河原町丸太町」徒歩５分

＊京阪「神宮丸太町」徒歩10分

　・週３３単位、週２回７限授業の実施
　・年間１２回の土曜日に授業を実施

＊地下鉄「丸太町」徒歩12分

　第１回学校説明会   ６月16日(土)

　・全教室電子黒板機能付ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ設置

～ 新校舎完成！ 躍進する鴨沂 ～

吹奏楽 茶道 書道 放送 調理 美術
自然科学 情報処理 合唱 軽音楽 演劇
京都文化（ 能・華道・京都文化探究 ）

サッカー バドミントン フェンシング
水泳 ( 水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ )
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 剣道 弓道 卓球 ダンス

現役生の合格状況 （延べ数）

９０％を超える加入率
・水球女子：京都府選抜全日本ｼﾞｭﾆｱＵ17第3位
・シンクロ：国体少年女子デュエット第４位
・自転車競技:全国高校総体,全国選抜大会出場
・ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ：JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 出場
・放送：NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ出場

今夏、本拠地・荒神口校地に戻ります！

○全日制課程 　普通科　（ 平成30年４月現在 ）

不易なる鴨沂の伝統復活！

躍進する進路実績・４年制大学進学率60%超
国公立4年制大学(含:防衛大1/H29)

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

　第４回学校説明会   11月17日(土)

鞍馬口校地
＊地下鉄「鞍馬口」徒歩７分

＊市バス「烏丸今出川」徒歩10分

＊京阪「出町柳」徒歩15分

荒神口校地 ( 今年８月末から )

　第３回学校説明会・体験授業･施設見学 ９月22日(土)
　部活動体験・見学   10月 ６日(土)

　第２回学校説明会   ８月19日(日)

＜ 卒業生からのメッセージ ＞  
小西 啄斗 平成２９年度卒業  テニス部主将 

 京都工芸繊維大学 工芸科学部    
 電子システム工学課程      西賀茂中学校出身 
 
高校を卒業して大学生となった今、鴨沂高校で学べて本当によかったと

感じています。部活動ではテニス部の主将として、先輩・後輩との人間関

係やチームをまとめる大切さを学ぶことができました。受験勉強ではクラ

スの友達と毎日自習室に残り、教え合ったり、たまには息抜きもしな

がら、最後までお互いを支え合い、ともに成長することができました。

先生方には自分の志望校に対して適切なアドバイスや情報をいただ

き、その結果、高校入学時には想像もしなかった進路実現を達成す

ることができました。高校生活は人生の中でかけがえのない重要な３

年間になります。ぜひ、鴨沂高校に入って様々なことを学び楽しく充

実した高校生活を送ってみてはどうですか。 

設置

学科等
全日制 普通科 発展コース（ 文系・理系・京都文化 ）・ 標準コース

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

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

同志社大学留学生との 

文化交流 

フランス姉妹校との交流     

ジュールゲード国際高校の 

生徒がホームスティ 

小学生と科学や実験の 

楽しさを共有する 

学生と共に学ぶ           

京都府立大学との  

教職インターンシップ連携       

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

地域の            

歴史文化遺産に学ぶ 

知られざる京都を発信 

フロンティア発表 
測量の専門技術を学ぶ 

京町家で 

建築の工夫を学ぶ 

入 っ て か ら 一 人 一 人 を 伸 ば す 面 倒 見 の い い 鴨 沂

自ら課題を発見し探究する

アクティブ・ラーニング 

少人数講座や      

ティームティーチング 
授業後にも 

納得するまで質問 

一人一人に応じた 

親身な進路指導 

平成３１年３月 代表生徒による フランス研修旅行 を実施
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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

文部科学省指定　スーパーサイエンスハイスクール(SSH)

（第4期　平成29年度～33年度） E-mail　rakuhoku-hs@kyoto-be.ne.jp 

学校概要 部活動
○文化系
サイエンス・吹奏楽・放送・書道・囲碁将棋・美術・写真

ＥＳＳ・演劇・コーラス・音楽研究・文化研究・料理・茶道

園芸同好会

○体育系
男子ハンドボール・女子ハンドボール・サッカー

硬式野球・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

女子バスケットボール・テニス・バドミントン・剣道

弓道・女子ソフトテニス・水泳・山岳

○全国大会等の活躍(平成29年度）
・男子ハンドボール部　全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技3位 等　

○全日制課程（単位制）（平成30年４月現在） ・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ベスト８ 等

普通科文理コース(4)　　普通科スポーツ総合専攻(1) ・陸上競技部　全国高等学校陸上競技選抜大会男子300m 出場  等

サイエンス科(専門学科)中高一貫コース(2) ・弓道部　近畿高等学校弓道大会女子個人戦出場,女子団体の部準優勝 等

　 * (　　)内は各学年のクラス数 ・近畿高等学校選手権水泳競技大会女子400ｍフリーリレー 出場　等

○創立 昭和25年４月［1870（明治3）年開校の「京一中」が前身］ ・囲碁・将棋部　全国高校囲碁選手権大会全国大会女子個人戦 優勝　等

○生徒数（平成30年５月1日現在） ・書道部　全国書写書道教育振興会全国硬筆コンクール 優秀特選　等　

1年 2年 3年 計 ・サイエンス部 　朝永振一郎記念第12回「科学の芽」賞 受賞 等

男 進路状況
女

学校生活
○授業
・１年次は基礎基本を確実に学習

・２､３年次は文理に分かれた発展的学習

・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、団体鑑賞(５月)
・文化祭(９月）
・体育祭(10月)
・持久走大会(予定)(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、

洛北高校独自の「グローバル人材育成プ

ログラム」では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、スタン

フォード大学等にて様々な研修を実施し

ています。 

卒業生からのメッセージ

Ｑ クラブ活動と勉強の両立は大変でしたか？ 
Ａ 僕はサッカー部に所属していました。3年の10月中旬に部活を引退し 
ましたが、それまでは部活を優先していたため、勉強にはあまり多く 
の時間を割くことができていませんでした。でも志望校のレベルを 
下げるわけにはいかないと思い、学校の授業を大切にして、少ない 
空き時間で最大限集中して学習に取り組みました。 

 Ｑ 洛北の後輩たちに希望達成の秘訣をひとこと･･･ 
 Ａ 後輩のみなさんには部活動の忙しさを言い訳にしてしまうことのない 

ように、目標達成のためにできることを全力で頑張って欲しいです。 
 Ｑ 中学生のみなさんにメッセージをおねがいします。 
 Ａ 洛北高校には素晴らしい先生方がたくさんおられ、授業外でも親身に 

サポートしていただけるので、ハイレベルな文武両道を達成するには 
もってこいの環境が整っています。高校3年間を洛北高校で学ぶことが 
できて本当に良かったと思っています。 

京都大学 工学部 地球工学科

シルツ壮馬さん 文理コース卒

◆京都市営地下鉄   
     北山駅から徒歩      

分 
◆京都市バス洛北  

  高校前から徒歩 
  ５分 

◆京都市バス洛北 
  高校正門前すぐ 

一貫 文理 スポ専 計 一貫 文理 スポ専 計

　　                                                                                   　*現役生の合格状況（延べ数）

国公立4年制大学

H２８年度 H２９年度

コース

　　卒業生人数

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

就職・公務員

設置

学科等

全日制

全日制

普通科 単位制 ／文理コース・スポーツ総合専攻

サイエンス科 単位制 ／中高一貫コース

教育

目標
広い視野と旺盛な想像力を持ち、何事にもチャレンジする人を育てます。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定
◇文理コース、中高一貫コースは入学後、文系・理系進学に応じて科目登録をします。

『洛北の単位制』
◆学年制を基軸とする洛北の単位制 ◆京都府内全域から志願が可能

◆洛北サイエンスで発展的学習！ ◆洛北総合選択で興味関心に応じた科目を学習！

★文武両道をモットーとして、学習も、部活動も

とことん真剣に、前向きに取り組む洛北の仲間たち
・希望の進路を実現する「洛北の単位制」で未来の自分にぐっと近づく！

・土曜セミナー、進路補習で更に実力 ！

・卒業生ミーティングで、洛北の先輩から成功の秘訣をゲット！ 希望の進路先の

ホットな情報もゲット！

・部活動加入率は 超！体育系部活動 指定種目 はスポーツ総合専攻の仲間たちと

ともに、大きな目標に邁進！！

＊授業や放課後を利用した社会人講師による特別講義で今と未来を知る。

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４期 ～ ）

★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

・文理のバランスのとれた

カリキュラム

・１年次 週３３時間授業

普通科

文理コース

★基礎基本の徹底を重視

★ による発展的学習

普通科

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

・専攻スポーツ週２時間

・ 年次 週 時間授業

・

サイエンス科

中高一貫コース

・｢洛北サイエンス探究｣

による発展的な理数

教育 高校からの募集はなし。

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

※ による探究活動

と大学連携

「グローバル人材育成プログラム」で世界で勝負する自分の姿を知る

★アメリカやイギリス、オーストラリア等への留学を実現。国際的感覚、視野が広がるチャンス！（希望者）

★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じた国際交流を実施！

★ 中高一貫コースおよび文理コースに多彩な プログラムを用意、科学的思考力を育成！

★ サイエンス探究・サイエンスチャレンジ・サイエンスツアーなどで「科学する」（ 実績）

一人ひとりを大切にする洛北の教育

ステキな未来へ確実に繋がる洛北の３年間！

伝統と創造 そして 輝く君がいる 
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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

文部科学省指定　スーパーサイエンスハイスクール(SSH)

（第4期　平成29年度～33年度） E-mail　rakuhoku-hs@kyoto-be.ne.jp 

学校概要 部活動
○文化系
サイエンス・吹奏楽・放送・書道・囲碁将棋・美術・写真

ＥＳＳ・演劇・コーラス・音楽研究・文化研究・料理・茶道

園芸同好会

○体育系
男子ハンドボール・女子ハンドボール・サッカー

硬式野球・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

女子バスケットボール・テニス・バドミントン・剣道

弓道・女子ソフトテニス・水泳・山岳

○全国大会等の活躍(平成29年度）
・男子ハンドボール部　全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技3位 等　

○全日制課程（単位制）（平成30年４月現在） ・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ベスト８ 等

普通科文理コース(4)　　普通科スポーツ総合専攻(1) ・陸上競技部　全国高等学校陸上競技選抜大会男子300m 出場  等

サイエンス科(専門学科)中高一貫コース(2) ・弓道部　近畿高等学校弓道大会女子個人戦出場,女子団体の部準優勝 等

　 * (　　)内は各学年のクラス数 ・近畿高等学校選手権水泳競技大会女子400ｍフリーリレー 出場　等

○創立 昭和25年４月［1870（明治3）年開校の「京一中」が前身］ ・囲碁・将棋部　全国高校囲碁選手権大会全国大会女子個人戦 優勝　等

○生徒数（平成30年５月1日現在） ・書道部　全国書写書道教育振興会全国硬筆コンクール 優秀特選　等　

1年 2年 3年 計 ・サイエンス部 　朝永振一郎記念第12回「科学の芽」賞 受賞 等

男 進路状況
女

学校生活
○授業
・１年次は基礎基本を確実に学習

・２､３年次は文理に分かれた発展的学習

・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、団体鑑賞(５月)
・文化祭(９月）
・体育祭(10月)
・持久走大会(予定)(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、

洛北高校独自の「グローバル人材育成プ

ログラム」では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、スタン

フォード大学等にて様々な研修を実施し

ています。 

卒業生からのメッセージ

Ｑ クラブ活動と勉強の両立は大変でしたか？ 
Ａ 僕はサッカー部に所属していました。3年の10月中旬に部活を引退し 
ましたが、それまでは部活を優先していたため、勉強にはあまり多く 
の時間を割くことができていませんでした。でも志望校のレベルを 
下げるわけにはいかないと思い、学校の授業を大切にして、少ない 
空き時間で最大限集中して学習に取り組みました。 

 Ｑ 洛北の後輩たちに希望達成の秘訣をひとこと･･･ 
 Ａ 後輩のみなさんには部活動の忙しさを言い訳にしてしまうことのない 

ように、目標達成のためにできることを全力で頑張って欲しいです。 
 Ｑ 中学生のみなさんにメッセージをおねがいします。 
 Ａ 洛北高校には素晴らしい先生方がたくさんおられ、授業外でも親身に 

サポートしていただけるので、ハイレベルな文武両道を達成するには 
もってこいの環境が整っています。高校3年間を洛北高校で学ぶことが 
できて本当に良かったと思っています。 

京都大学 工学部 地球工学科

シルツ壮馬さん 文理コース卒

◆京都市営地下鉄   
     北山駅から徒歩      

分 
◆京都市バス洛北  

  高校前から徒歩 
  ５分 

◆京都市バス洛北 
  高校正門前すぐ 

一貫 文理 スポ専 計 一貫 文理 スポ専 計

　　                                                                                   　*現役生の合格状況（延べ数）

国公立4年制大学

H２８年度 H２９年度

コース

　　卒業生人数

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

就職・公務員

設置

学科等

全日制

全日制

普通科 単位制 ／文理コース・スポーツ総合専攻

サイエンス科 単位制 ／中高一貫コース

教育

目標
広い視野と旺盛な想像力を持ち、何事にもチャレンジする人を育てます。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定
◇文理コース、中高一貫コースは入学後、文系・理系進学に応じて科目登録をします。

『洛北の単位制』
◆学年制を基軸とする洛北の単位制 ◆京都府内全域から志願が可能

◆洛北サイエンスで発展的学習！ ◆洛北総合選択で興味関心に応じた科目を学習！

★文武両道をモットーとして、学習も、部活動も

とことん真剣に、前向きに取り組む洛北の仲間たち
・希望の進路を実現する「洛北の単位制」で未来の自分にぐっと近づく！

・土曜セミナー、進路補習で更に実力 ！

・卒業生ミーティングで、洛北の先輩から成功の秘訣をゲット！ 希望の進路先の

ホットな情報もゲット！

・部活動加入率は 超！体育系部活動 指定種目 はスポーツ総合専攻の仲間たちと

ともに、大きな目標に邁進！！

＊授業や放課後を利用した社会人講師による特別講義で今と未来を知る。

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４期 ～ ）

★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

・文理のバランスのとれた

カリキュラム

・１年次 週３３時間授業

普通科

文理コース

★基礎基本の徹底を重視

★ による発展的学習

普通科

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

・専攻スポーツ週２時間

・ 年次 週 時間授業

・

サイエンス科

中高一貫コース

・｢洛北サイエンス探究｣

による発展的な理数

教育 高校からの募集はなし。

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

※ による探究活動

と大学連携

「グローバル人材育成プログラム」で世界で勝負する自分の姿を知る

★アメリカやイギリス、オーストラリア等への留学を実現。国際的感覚、視野が広がるチャンス！（希望者）

★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じた国際交流を実施！

★ 中高一貫コースおよび文理コースに多彩な プログラムを用意、科学的思考力を育成！

★ サイエンス探究・サイエンスチャレンジ・サイエンスツアーなどで「科学する」（ 実績）

一人ひとりを大切にする洛北の教育

ステキな未来へ確実に繋がる洛北の３年間！

伝統と創造 そして 輝く君がいる 
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京都府立北稜高等学校
可能性を最大限に伸ばそう！！　～勉強も部活動も～

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・競技かるた部 ・自転車競技部

・放送部 ・吹奏楽部

・陸上競技部

○文化系
・競技かるた ・ＥＳＳ

・天文地学 ・吹奏楽

○全日制課程（平成30年４月現在） ・放送 ・美術

普通科 文理コース・英語コース・総合コース ・演劇 ・写真

・囲碁将棋

○創立 昭和54年10月
○生徒数（平成30年５月１日現在） ○体育系

1年 2年 3年 計 ・剣道 ・サッカー

男 ・バスケットボール ・硬式野球

女 ・テニス ・ラグビー

・バレーボール ・ハンドボール

学校生活 ・バドミントン ・自転車競技

・卓球 ・陸上競技

○授業 《特色ある授業》 進路状況
 北稜エッセイ（総合的な学習の時間）

 ﾘｽﾆﾝｸﾞ特講・Active English H27年度 H28年度 H29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
 総合地球環境学研究所との連携授業 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
遠足 文化祭 公務員
体育祭 スポーツデイ 就職
芸術鑑賞 狂言ワークショップ その他
大学トークフェスタ マレー語講座

マレーシアデイ＆オーバーナイトエクスチェンジ

○修学旅行

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

所在地　〒606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町2105番地

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年生英語・文理コース希望者〉

※現役生の合格状況(延べ数)

 
 

卒業生からのメッセージ 

月 日 月 部活動体験①

月 日 土 第１回学校説明会

部活動体験② 
月 日 土 第２回学校説明会

月 日 土 第３回学校説明会 
月 日 金 個別相談会①

月 日 木 個別相談会②

神山 和輝
（洛北中学校出身） 
平成30年３月卒業 

 

 九州大学

経済学部 １回生

北稜高校は部活動が盛んです。部活動入部率がとても

高く、どの部活も全力で取り組んでいます。僕はテニス

部でキャプテンをしていました。部員のみんなと練習し

た３年間が一番の思い出です。また文化祭や体育祭も盛

んです。クラスで協力して行う演劇やリレーはみんなの

絆を深めてくれます。勉強の面に関しては全て自分次第

だと思います。普段から勉強している人は成績も上がっ

ていくし、先生も全力でサポートしてくれます。僕の周

りには勉強を頑張っている人が多く、そのおかげで僕も

勉強を続けることができました。部活動と勉強を頑張り

たいという人にとって北稜高校はすごくいい高校だと思

います。

洛北中 

 

 

 

設置 

 

学科等 

 

全日制 

 

 

普通科 

 

文理コース Global Academic Course G A C 

英語コース Global Eng l i sh Course G E C 

総合コース Global Integral  Course G I  C 

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 

1年：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。 

2年：1年次に文理選択プログラム学習を行い、自分の進路希望に合った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３３時間授業 週３２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３３時間授業 週３１時間授業 

文系・理系 

グローバルな 

視野 

表現活動 
環境や地域をテーマに 

表現力を育成 

小論文模試 

伝統文化学習 等 主体的に 

生きる力 
 

               

国際理解教育 
マレーシア研修旅行（1年） 

マレーシア交換留学 

オーストラリア英語合宿(2年) 

各国高校生との交流 等 

 

環境教育 
KES認証 エコスクール 21認証 

総合地球環境学研究所連携 

環境保護活動 等 

 

主体的に生きる力 

＊クラス数は平成３０年度ベースです 
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京都府立北稜高等学校
可能性を最大限に伸ばそう！！　～勉強も部活動も～

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・競技かるた部 ・自転車競技部

・放送部 ・吹奏楽部

・陸上競技部

○文化系
・競技かるた ・ＥＳＳ

・天文地学 ・吹奏楽

○全日制課程（平成30年４月現在） ・放送 ・美術

普通科 文理コース・英語コース・総合コース ・演劇 ・写真

・囲碁将棋

○創立 昭和54年10月
○生徒数（平成30年５月１日現在） ○体育系

1年 2年 3年 計 ・剣道 ・サッカー

男 ・バスケットボール ・硬式野球

女 ・テニス ・ラグビー

・バレーボール ・ハンドボール

学校生活 ・バドミントン ・自転車競技

・卓球 ・陸上競技

○授業 《特色ある授業》 進路状況
 北稜エッセイ（総合的な学習の時間）

 ﾘｽﾆﾝｸﾞ特講・Active English H27年度 H28年度 H29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
 総合地球環境学研究所との連携授業 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
遠足 文化祭 公務員
体育祭 スポーツデイ 就職
芸術鑑賞 狂言ワークショップ その他
大学トークフェスタ マレー語講座

マレーシアデイ＆オーバーナイトエクスチェンジ

○修学旅行

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

所在地　〒606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町2105番地

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年生英語・文理コース希望者〉

※現役生の合格状況(延べ数)

 
 

卒業生からのメッセージ 

月 日 月 部活動体験①

月 日 土 第１回学校説明会

部活動体験② 
月 日 土 第２回学校説明会

月 日 土 第３回学校説明会 
月 日 金 個別相談会①

月 日 木 個別相談会②

神山 和輝
（洛北中学校出身） 
平成30年３月卒業 

 

 九州大学

経済学部 １回生

北稜高校は部活動が盛んです。部活動入部率がとても

高く、どの部活も全力で取り組んでいます。僕はテニス

部でキャプテンをしていました。部員のみんなと練習し

た３年間が一番の思い出です。また文化祭や体育祭も盛

んです。クラスで協力して行う演劇やリレーはみんなの

絆を深めてくれます。勉強の面に関しては全て自分次第

だと思います。普段から勉強している人は成績も上がっ

ていくし、先生も全力でサポートしてくれます。僕の周

りには勉強を頑張っている人が多く、そのおかげで僕も

勉強を続けることができました。部活動と勉強を頑張り

たいという人にとって北稜高校はすごくいい高校だと思

います。

洛北中 

 

 

 

設置 

 

学科等 

 

全日制 

 

 

普通科 

 

文理コース Global Academic Course G A C 

英語コース Global Eng l i sh Course G E C 

総合コース Global Integral  Course G I  C 

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 

1年：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。 

2年：1年次に文理選択プログラム学習を行い、自分の進路希望に合った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３３時間授業 週３２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３３時間授業 週３１時間授業 

文系・理系 

グローバルな 

視野 

            

表現活動 
環境や地域をテーマに 

表現力を育成 

小論文模試 

伝統文化学習 等 主体的に 

生きる力 
 

                              

国際理解教育 
マレーシア研修旅行（1年） 

マレーシア交換留学 

オーストラリア英語合宿(2年) 

各国高校生との交流 等 

 

環境教育 
KES認証 エコスクール 21認証 

総合地球環境学研究所連携 

環境保護活動 等 

 

主体的に生きる力 

＊クラス数は平成３０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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　　ボート部は全国大会に毎年出場しています。

　　演劇部は近畿大会で最優秀賞を受賞し、

　　平成30年度の全国大会に出場します。

○文化系
　　書道、美術、演劇、吹奏楽、軽音楽、音楽、

　　イラストレーション、クッキング、文芸、茶道、

　　ESS、コンピュータ、放送局

○全日制課程（平成30年４月現在）　   普通科 ○体育系
○創立     昭和23年４月 [明治37年創立の京都第二高等女学校が前身] 　　ラグビー (男)､ バレーボール､ サッカー､体操､

○生徒数 （平成30年５月１日現在） 　　柔道、空手道、陸上競技、ソフトテニス、卓球、

1年 2年 3年 計 　　ボート、ダンス、バドミントン、バスケットボール、

男 　　硬式野球（男）、バトントワリング（女）

女 進路状況
○現役生の進路状況(進路別実数)

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度

○授業 国公立・私立4年制大学

国公立・私立短期大学

専修・各種学校

○主な進学先(過去３年間)
京都大学、京都府立大学、滋賀大学、同志社大学、立命館大学、

○学校行事 京都産業大学、龍谷大学、佛教大学、京都造形芸術大学、

京都外国語大学、京都看護大学、京都第二赤十字看護専門学校、　他

＜卒業生からのメッセージ＞

○研修旅行

○制服 ○トピックス
　 来年度(平成３１年度)入学生

　から制服を導入します。

地図

その他

　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

就職・公務員

・コース制や習熟度別講座で、個々の力

や進路希望に応じた授業を行います。 
・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。 
・土曜学習で基礎学力充実と入試対策を

行います。 

・文化祭、体育祭、遠足、球技大会、

芸術鑑賞など多くの行事があります。 
・文化祭では、１年生はパフォーマンス、

２年生は模擬店、３年生は演劇に取り

組み、大変盛り上がります。 

今年度は２年生が 月に沖縄に行きま

す。来年度入学生については、海外研

修も含め検討中です。 

ワークライフビジョン(総合学習)で
は、フィールドワークや進路学習等

を通じて視野を広げ、自分の未来

や進路について深めます。生徒た

ちからは、「将来についてたくさん

考えることができた」「普段の授業

では習わない、将来必要なことを

教えてもらえてよかった」等の感想 
が数多く寄せ 
られています。 

一人一人の特性に配慮した支援

を学校体制として行っています。

長期欠席者特別選抜実施校です。 

◆ＪＲ嵯峨野線  
     「二条」駅徒歩５分 
 
◆地下鉄東西線 
     「二条」駅徒歩５分 
 
 ◆阪急京都線 
     「大宮」駅徒歩18分 
 
◆市バス「千本旧二条」 

徒歩３分 
同「丸太町智恵光院」 

徒歩５分 

朱雀高校の行事は自分たちで企画し、自主的に運営しています。

特に文化祭の三年生演劇は高校生とは思えない圧巻の演技を見

せてくれます。また、どの部活動も熱心に活動していて、自分自身

サッカー部でチームメイトと毎日練習した日々は自分を一回りも二

回りも大きく成長させることができ、一生忘れられない思い出になり

ました。来年度からは制服とコース制が導入されます。生まれ変わ

り、個性あふれる朱雀高校で楽しい三年間を過ごしてください。 
H30年卒  京都外国語大学ドイツ語学科 関森一馬（旭丘中学出身) 

私は朱雀高校に入学して、一生に残る思い出と、たくさんの良い

経験をしました。演劇部で数々の賞を頂き、多くの大会に進出さ

せて頂きましたが、勉強と両立させることができました。朱雀生は

仲間意識が強く、助け合いながら共に成長していける学校です。 
H30年卒 立命館大学産業社会学部 大谷 鈴（四条中学出身) 

学校説明会等の日程(予定) 
６月９日（土） ７月２７日（金）  
９月８日（土） １０月２０日（土）  

設置

学科等
全日制 普通科 探求≪文化≫コース・ 探求≪人間≫コース・ 総合コース 予定

教育

目標

「平凡の偉大さに徹せよ」の校訓のもと、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

２・３年次

コース

決定
１年次･･･合格発表後の学力診断テスト（国・数・英）と希望調査で総合的に判断

京都府立朱雀高等学校

探求コース

[週３２時間]

総合コース

[週３０時間]

探求≪文化≫コース [週３２時間]

～京都の真ん中で

『文化』と『歴史』の世界を覗いてみよう！

～

探求≪人間≫コース [週３２時間]

～科学的なアプローチで

『人間』を探求してみよう！～

総合コース [週３０時間]

～幅広い学習を通して

自らの可能性を切り拓こう！～

制服導入
コース制

導入

部活動

活性化

生徒の意見を取り入れた制服で

規律ある高校生活を！

探求コースで

難関大学進学を目指します！

よりいっそう

活気溢れる学校に！

詳細については、学校説明会・学校公開・個別進路相談会などで順次説明していきます。

コース名等は予定

夢を持って羽ばたこう

とする人を応援します！

難関４年制大学

(文系)

４年制大学(理系)

医療・看護系

１年次

中堅大学等

進路目標
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所在地　〒604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

　　ボート部は全国大会に毎年出場しています。

　　演劇部は近畿大会で最優秀賞を受賞し、

　　平成30年度の全国大会に出場します。

○文化系
　　書道、美術、演劇、吹奏楽、軽音楽、音楽、

　　イラストレーション、クッキング、文芸、茶道、

　　ESS、コンピュータ、放送局

○全日制課程（平成30年４月現在）　   普通科 ○体育系
○創立     昭和23年４月 [明治37年創立の京都第二高等女学校が前身] 　　ラグビー (男)､ バレーボール､ サッカー､体操､

○生徒数 （平成30年５月１日現在） 　　柔道、空手道、陸上競技、ソフトテニス、卓球、

1年 2年 3年 計 　　ボート、ダンス、バドミントン、バスケットボール、

男 　　硬式野球（男）、バトントワリング（女）

女 進路状況
○現役生の進路状況(進路別実数)

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度

○授業 国公立・私立4年制大学

国公立・私立短期大学

専修・各種学校

○主な進学先(過去３年間)
京都大学、京都府立大学、滋賀大学、同志社大学、立命館大学、

○学校行事 京都産業大学、龍谷大学、佛教大学、京都造形芸術大学、

京都外国語大学、京都看護大学、京都第二赤十字看護専門学校、　他

＜卒業生からのメッセージ＞

○研修旅行

○制服 ○トピックス
　 来年度(平成３１年度)入学生

　から制服を導入します。

地図

その他

　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

就職・公務員

・コース制や習熟度別講座で、個々の力

や進路希望に応じた授業を行います。 
・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。 
・土曜学習で基礎学力充実と入試対策を

行います。 

・文化祭、体育祭、遠足、球技大会、

芸術鑑賞など多くの行事があります。 
・文化祭では、１年生はパフォーマンス、

２年生は模擬店、３年生は演劇に取り

組み、大変盛り上がります。 

今年度は２年生が 月に沖縄に行きま

す。来年度入学生については、海外研

修も含め検討中です。 

ワークライフビジョン(総合学習)で
は、フィールドワークや進路学習等

を通じて視野を広げ、自分の未来

や進路について深めます。生徒た

ちからは、「将来についてたくさん

考えることができた」「普段の授業

では習わない、将来必要なことを

教えてもらえてよかった」等の感想 
が数多く寄せ 
られています。 

一人一人の特性に配慮した支援

を学校体制として行っています。

長期欠席者特別選抜実施校です。 

◆ＪＲ嵯峨野線  
     「二条」駅徒歩５分 
 
◆地下鉄東西線 
     「二条」駅徒歩５分 
 
 ◆阪急京都線 
     「大宮」駅徒歩18分 
 
◆市バス「千本旧二条」 

徒歩３分 
同「丸太町智恵光院」 

徒歩５分 

朱雀高校の行事は自分たちで企画し、自主的に運営しています。

特に文化祭の三年生演劇は高校生とは思えない圧巻の演技を見

せてくれます。また、どの部活動も熱心に活動していて、自分自身

サッカー部でチームメイトと毎日練習した日々は自分を一回りも二

回りも大きく成長させることができ、一生忘れられない思い出になり

ました。来年度からは制服とコース制が導入されます。生まれ変わ

り、個性あふれる朱雀高校で楽しい三年間を過ごしてください。 
H30年卒  京都外国語大学ドイツ語学科 関森一馬（旭丘中学出身) 

私は朱雀高校に入学して、一生に残る思い出と、たくさんの良い

経験をしました。演劇部で数々の賞を頂き、多くの大会に進出さ

せて頂きましたが、勉強と両立させることができました。朱雀生は

仲間意識が強く、助け合いながら共に成長していける学校です。 
H30年卒 立命館大学産業社会学部 大谷 鈴（四条中学出身) 

学校説明会等の日程(予定) 
６月９日（土） ７月２７日（金）  
９月８日（土） １０月２０日（土）  

設置

学科等
全日制 普通科 探求≪文化≫コース・ 探求≪人間≫コース・ 総合コース 予定

教育

目標

「平凡の偉大さに徹せよ」の校訓のもと、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

２・３年次

コース

決定
１年次･･･合格発表後の学力診断テスト（国・数・英）と希望調査で総合的に判断

京都府立朱雀高等学校

探求コース

[週３２時間]

総合コース

[週３０時間]

探求≪文化≫コース [週３２時間]

～京都の真ん中で

『文化』と『歴史』の世界を覗いてみよう！

～

探求≪人間≫コース [週３２時間]

～科学的なアプローチで

『人間』を探求してみよう！～

総合コース [週３０時間]

～幅広い学習を通して

自らの可能性を切り拓こう！～

制服導入
コース制

導入

部活動

活性化

生徒の意見を取り入れた制服で

規律ある高校生活を！

探求コースで

難関大学進学を目指します！

よりいっそう

活気溢れる学校に！

詳細については、学校説明会・学校公開・個別進路相談会などで順次説明していきます。

コース名等は予定

夢を持って羽ばたこう

とする人を応援します！

難関４年制大学

(文系)

４年制大学(理系)

医療・看護系

１年次

中堅大学等

進路目標
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京都府立洛東高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

 　・陸上競技部 ・・・棒高跳 近畿大会出場

 　・水泳部 ・・・近畿大会出場　

 　・ランブリング部 ・・・近畿大会出場

 　・卓球部 ・・・男女とも近畿大会出場

校舎写真 　 ・スキー ・・・全国高等学校スキー大会出場

　   近畿スキー大会出場

○文化系
　 吹奏楽部、コーラス部、茶道部

　 美術・工芸部、食物部、放送部

　 フォークソング研究部、自然科学部

○全日制課程（平成30年４月現在） ○体育系
      普通科　学力伸長コース、総合探究コース(３年生)  　陸上競技部、硬式野球部、サッカー部

　　　　　　     プログレスコース、ライフデザインコース(１・２年生)  　女子ソフトボール部、ラグビー部

  ※平成29年度入学生からプログレスコース、ライフデザインコースに変更  　テニス部、女子ソフトテニス部

○創立 昭和29年４月  　水泳部、バスケットボール部

○生徒数（平成30年５月１日現在）  　バドミントン部、ランブリング部

1年 2年 3年 計  　卓球部、女子バレーボール部

男 138 106 130 374 進路状況　　　　　　　　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

女 144 162 125 431 H27年度 H28年度 H29年度
四年制大学 86 94 82

学校生活 短期大学 14 15 25
○授業 専修・各種学校 53 68 53
　・外部からの講師（大学教授や看護師、 22 24 38
 　保育士など）による講義や実習。 17(1) 16(1) 25
　・「協働的な学び」、「ディベート授業」の実践。 42 32 38
　・月、木曜は７限授業を実施。

○学校行事
　・５月に校外学習、９月に文化祭、１０月に

 　体育祭があります。

　・３年生の文化祭では東部文化会館で演劇

　 を実施。３年生の演劇は圧巻です。

○研修旅行
　・２年の１月に長野県信州へ行き、

 　スキーやスノーボードをします。

○制服
　・ブレザー、カッターシャツ(長袖､半袖)、

 　カーディガンやベストなど多くの 地図
 　バリエーションを楽しめます。

○トピックス

近郊地図

　　　★山科駅から徒歩７分

駅からの所要時間

「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

その他

看護・医療系専門学校
就職（公務員）

 
 

写真 

◇卒業生からのメッセージ◇ 
 洛東高校は自分の得意なことや、やりたいことに 
応じたコース選択、授業選択ができます。 
 私は2年生から文系で、歴史フィールドワークとい 
う授業を選択したのですが、その授業が大学入試 
に繋がり、第一志望に合格することが出来ました。 
 また、進路のことに関して先生方に面倒を見ていただいたおかげで、 
良い結果を掴めたとも思っています。 
 もちろん、文化祭や体育祭などの行事も盛んで、文化祭の演劇で 
監督を務めた私は大きく成長できたと感じています。 
 多様なコースがあり、良い先生方がいる洛東高校で、あなたも将来 
の夢を探してみませんか。 
 そして、一度きりの高校生活を洛東高校で楽しんでみませんか。 
    

 
 

文部科学省が主催する事業に参加し、オー

ストラリアに留学。 
そこで、「夢に向かって行動することの大切

さ」を実感し、全校生徒に報告しました。 

「トビタテ！留学 Japan」に参加 

平成29年度 普通科学力伸長コース 卒業 
   木村美結 （立命館大学 文学部人文学科地域研究学域） 

平成30年度 普通科総合探究コース  
         在校生  堀之内蘭夢 

設置

学科等
全日制 普通科 プログレスコース、ライフデザインコース

教育

目標

「校是のもと、幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、 

社会で活躍する人間の育成を目指す」

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

※平成 年度入学生からプログレスコース、ライフデザインコースに変更

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。２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

校是 「正しく働き、正しく生きる」未来へ繋がる自分

地域とつながる

社会性の向上

「色々な興味」をサポート

進学希望から就職まで、さまざま

な進路希望に対応

「確かな学力」をサポート

難関・中堅私立大学、看護医療

系への進学

１年

プログレスコース ライフデザインコース

自分自身を振り返り、将来なりたい自

分について考え、個性と意欲を生か

せる進路を見つけ、実現する

●総合社会     ●文化史 

●芸術造形     ●芸術探究  

●健康と栄養   ●被服製作基礎 

●情報演習     ●情報活用 

●サイエンスラボ 

●スポーツ探究Ⅰ・Ⅱ 

●ライフスキルⅠ・Ⅱ 等 

興味関心や進路希望に合わせた選

択科目を設置

特色ある科目

実践的な授業内容に主体的に取り組

み、幅広い知識と確かな学力を習得

●実用英語  ●歴史ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 

文系２・３

年

実習や観察を通して自然科学への興

味を深め、論理的思考力を育成

●自然科学探究 

ヒューマン・ケアの資質を身に付け、看

護医療分野への進学を目指す

●医療福祉Ⅰ・Ⅱ ●医療化学 

●医療数学 

理系

医療科学系

充実した

学校生活

進路実現に

向けた学力向上
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京都府立洛東高等学校

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

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

 　・陸上競技部 ・・・棒高跳 近畿大会出場

 　・水泳部 ・・・近畿大会出場　

 　・ランブリング部 ・・・近畿大会出場

 　・卓球部 ・・・男女とも近畿大会出場

校舎写真 　 ・スキー ・・・全国高等学校スキー大会出場

　   近畿スキー大会出場

○文化系
　 吹奏楽部、コーラス部、茶道部

　 美術・工芸部、食物部、放送部

　 フォークソング研究部、自然科学部

○全日制課程（平成30年４月現在） ○体育系
      普通科　学力伸長コース、総合探究コース(３年生)  　陸上競技部、硬式野球部、サッカー部

　　　　　　     プログレスコース、ライフデザインコース(１・２年生)  　女子ソフトボール部、ラグビー部

  ※平成29年度入学生からプログレスコース、ライフデザインコースに変更  　テニス部、女子ソフトテニス部

○創立 昭和29年４月  　水泳部、バスケットボール部

○生徒数（平成30年５月１日現在）  　バドミントン部、ランブリング部

1年 2年 3年 計  　卓球部、女子バレーボール部

男 138 106 130 374 進路状況　　　　　　　　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

女 144 162 125 431 H27年度 H28年度 H29年度
四年制大学 86 94 82

学校生活 短期大学 14 15 25
○授業 専修・各種学校 53 68 53
　・外部からの講師（大学教授や看護師、 22 24 38
 　保育士など）による講義や実習。 17(1) 16(1) 25
　・「協働的な学び」、「ディベート授業」の実践。 42 32 38
　・月、木曜は７限授業を実施。

○学校行事
　・５月に校外学習、９月に文化祭、１０月に

 　体育祭があります。

　・３年生の文化祭では東部文化会館で演劇

　 を実施。３年生の演劇は圧巻です。

○研修旅行
　・２年の１月に長野県信州へ行き、

 　スキーやスノーボードをします。

○制服
　・ブレザー、カッターシャツ(長袖､半袖)、

 　カーディガンやベストなど多くの 地図
 　バリエーションを楽しめます。

○トピックス

近郊地図

　　　★山科駅から徒歩７分

駅からの所要時間

「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

その他

看護・医療系専門学校
就職（公務員）

 
 

写真 

◇卒業生からのメッセージ◇ 
 洛東高校は自分の得意なことや、やりたいことに 
応じたコース選択、授業選択ができます。 
 私は2年生から文系で、歴史フィールドワークとい 
う授業を選択したのですが、その授業が大学入試 
に繋がり、第一志望に合格することが出来ました。 
 また、進路のことに関して先生方に面倒を見ていただいたおかげで、 
良い結果を掴めたとも思っています。 
 もちろん、文化祭や体育祭などの行事も盛んで、文化祭の演劇で 
監督を務めた私は大きく成長できたと感じています。 
 多様なコースがあり、良い先生方がいる洛東高校で、あなたも将来 
の夢を探してみませんか。 
 そして、一度きりの高校生活を洛東高校で楽しんでみませんか。 
    

 
 

文部科学省が主催する事業に参加し、オー

ストラリアに留学。 
そこで、「夢に向かって行動することの大切

さ」を実感し、全校生徒に報告しました。 

「トビタテ！留学 Japan」に参加 

平成29年度 普通科学力伸長コース 卒業 
   木村美結 （立命館大学 文学部人文学科地域研究学域） 

平成30年度 普通科総合探究コース  
         在校生  堀之内蘭夢 

設置

学科等
全日制 普通科 プログレスコース、ライフデザインコース

教育

目標

「校是のもと、幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、 

社会で活躍する人間の育成を目指す」

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

※平成 年度入学生からプログレスコース、ライフデザインコースに変更

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。２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

校是 「正しく働き、正しく生きる」未来へ繋がる自分

地域とつながる

社会性の向上

「色々な興味」をサポート

進学希望から就職まで、さまざま

な進路希望に対応

「確かな学力」をサポート

難関・中堅私立大学、看護医療

系への進学

１年

プログレスコース ライフデザインコース

自分自身を振り返り、将来なりたい自

分について考え、個性と意欲を生か

せる進路を見つけ、実現する

●総合社会     ●文化史 

●芸術造形     ●芸術探究  

●健康と栄養   ●被服製作基礎 

●情報演習     ●情報活用 

●サイエンスラボ 

●スポーツ探究Ⅰ・Ⅱ 

●ライフスキルⅠ・Ⅱ 等 

興味関心や進路希望に合わせた選

択科目を設置

特色ある科目

実践的な授業内容に主体的に取り組

み、幅広い知識と確かな学力を習得

●実用英語  ●歴史ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 

文系２・３

年

実習や観察を通して自然科学への興

味を深め、論理的思考力を育成

●自然科学探究 

ヒューマン・ケアの資質を身に付け、看

護医療分野への進学を目指す

●医療福祉Ⅰ・Ⅱ ●医療化学 

●医療数学 

理系

医療科学系

充実した

学校生活

進路実現に

向けた学力向上
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　　自律する人間の育成

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

学校概要 部活動 (平成29年度）

○国際大会での活躍

　アジアエージグループ選手権大会優勝

○全国大会での活躍

・相撲部　ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科 ・水泳部（水球）　

普通科（スポーツ総合専攻） 　第72回国民体育大会水球競技第５位

グローバル科
○創立 昭和59年４月 ○関西・近畿大会での活躍

○生徒数（平成30年５月１日現在） ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部（男子）　近畿大会ベスト８

1年 2年 3年 計 ・卓球部　近畿大会出場

男 152 151 156 459
女 168 169 164 501 ・ソフトテニス部（女子）近畿大会団体５位

学校生活 進路状況

現役生の合格状況（延べ数）
H27年度 H28年度 H29年度

国公立4年制大学 96 80 50
私立4年制大学 484 615 550

　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) 国公立・私立短期大学 16 14 15
34 20 28
23 10 9

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

　鳥羽総体（10月）

　シンガポール海外研修

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部

　　　野外活動実習、ゴルフ実習

　（スポーツ総合専攻）
　　　スキー実習、スケート実習

○授業

○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）

　伝統と革新が調和した鳥羽スタイル

   ｢鳥羽の学びネットワーク｣との連携

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
Tel.075-672-6788  Fax.075-691-7448

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部　世界ﾕｰｽ選手権大会出場

・水泳部（水球）　

スーパーグローバルハイスクール

専修・各種学校
就職

・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ部　関西大会出場

  全国高校選抜大会個人優勝・団体三連覇

・陸上競技部　　

　U-18日本陸上競技選手権大会　走り幅跳第３位

・放送部　ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト出場

　冷泉流披講「鳥羽歌会」（春・秋）

　主体的・対話的な授業

○制服

　　　遠泳・ボードセーリング実習
○研修旅行（予定）

　上海研修（スポーツ総合専攻のみ）

　課題解決型｢グローバル思考力コンテスト｣

英語教育スペシャリスト Nicholas Mieuli 先生

平成29年度卒業 佐々木 美音さん （首都大学東京法学部１年生）

私は勉強と中学から続けていた吹奏楽を両方頑張

りたいと思い、鳥羽高校に進学することを決めました。

３年間の中で本当にやりきれるのかと思い悩むこと

もありましたが、自分自身が決めたことを最後まで

貫きたいという一心で、勉強も部活も諦めずに自分

の満足のいくように頑張ることができました。鳥羽高

校には生徒の気持ちに沿って、親身に指導してくだ

さる先生が沢山おられます。また一緒に支え合える

多くの仲間にも出会えます。勉強や部活に対する強

い意思や目標を持っていれば、とても充実した高校

生活を送れる学校です。意欲的に何かを頑張りたい

と思っている人には鳥羽高校をお勧めします！

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

Toba is a Super Global High School. Our goal 
is to use English to discuss solutions to global 
issues. In class, we have lots of chances to 
talk about our ideas and debate different 
points of view – of course in English! Why 
don’t you join us?

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

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

◆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

◆主体的・対話的で深い学びで育てる思考力・判断力・表現力

◆冷泉流和歌を詠み、代表作を披講

◆未生流笹岡によるいけばなパフォーマンスと国際交流

◆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･･･普通科理数人文コースと文科スポーツコースは、希望調査と合格発表後の

診断テスト（国・数・英）等をもとに総合的に判断して決定します。

文部科学省指定「スーパーグローバルハイスクール」

スポーツ

総合専攻

文科スポーツ

コース

グローバル科

京都府立鳥羽高等学校

理

数

人

文

日本文化の真髄にふれる学習

理数人文

コース

個を活かし、個を育てる集団

文系科目の学習

世界・全国レベルの競技実績

文系科目の学習
二
・
三
年
次

一
年
次

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

Ｇ

理

Ｇ

文

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

む）

週 時間
土曜授業含む

週 時間 週 時間
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　　自律する人間の育成

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

学校概要 部活動 (平成29年度）

○国際大会での活躍

　アジアエージグループ選手権大会優勝

○全国大会での活躍

・相撲部　ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科 ・水泳部（水球）　

普通科（スポーツ総合専攻） 　第72回国民体育大会水球競技第５位

グローバル科
○創立 昭和59年４月 ○関西・近畿大会での活躍

○生徒数（平成30年５月１日現在） ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部（男子）　近畿大会ベスト８

1年 2年 3年 計 ・卓球部　近畿大会出場

男 152 151 156 459
女 168 169 164 501 ・ソフトテニス部（女子）近畿大会団体５位

学校生活 進路状況

現役生の合格状況（延べ数）
H27年度 H28年度 H29年度

国公立4年制大学 96 80 50
私立4年制大学 484 615 550

　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) 国公立・私立短期大学 16 14 15
34 20 28
23 10 9

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

　鳥羽総体（10月）

　シンガポール海外研修

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部

　　　野外活動実習、ゴルフ実習

　（スポーツ総合専攻）
　　　スキー実習、スケート実習

○授業

○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）

　伝統と革新が調和した鳥羽スタイル

   ｢鳥羽の学びネットワーク｣との連携

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
Tel.075-672-6788  Fax.075-691-7448

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部　世界ﾕｰｽ選手権大会出場

・水泳部（水球）　

スーパーグローバルハイスクール

専修・各種学校
就職

・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ部　関西大会出場

  全国高校選抜大会個人優勝・団体三連覇

・陸上競技部　　

　U-18日本陸上競技選手権大会　走り幅跳第３位

・放送部　ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト出場

　冷泉流披講「鳥羽歌会」（春・秋）

　主体的・対話的な授業

○制服

　　　遠泳・ボードセーリング実習
○研修旅行（予定）

　上海研修（スポーツ総合専攻のみ）

　課題解決型｢グローバル思考力コンテスト｣

英語教育スペシャリスト Nicholas Mieuli 先生

平成29年度卒業 佐々木 美音さん （首都大学東京法学部１年生）

私は勉強と中学から続けていた吹奏楽を両方頑張

りたいと思い、鳥羽高校に進学することを決めました。

３年間の中で本当にやりきれるのかと思い悩むこと

もありましたが、自分自身が決めたことを最後まで

貫きたいという一心で、勉強も部活も諦めずに自分

の満足のいくように頑張ることができました。鳥羽高

校には生徒の気持ちに沿って、親身に指導してくだ

さる先生が沢山おられます。また一緒に支え合える

多くの仲間にも出会えます。勉強や部活に対する強

い意思や目標を持っていれば、とても充実した高校

生活を送れる学校です。意欲的に何かを頑張りたい

と思っている人には鳥羽高校をお勧めします！

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

Toba is a Super Global High School. Our goal 
is to use English to discuss solutions to global 
issues. In class, we have lots of chances to 
talk about our ideas and debate different 
points of view – of course in English! Why 
don’t you join us?

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

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

◆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

◆主体的・対話的で深い学びで育てる思考力・判断力・表現力

◆冷泉流和歌を詠み、代表作を披講

◆未生流笹岡によるいけばなパフォーマンスと国際交流

◆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･･･普通科理数人文コースと文科スポーツコースは、希望調査と合格発表後の

診断テスト（国・数・英）等をもとに総合的に判断して決定します。

文部科学省指定「スーパーグローバルハイスクール」

スポーツ

総合専攻

文科スポーツ

コース

グローバル科

京都府立鳥羽高等学校

理

数

人

文

日本文化の真髄にふれる学習

理数人文

コース

個を活かし、個を育てる集団

文系科目の学習

世界・全国レベルの競技実績

文系科目の学習
二
・
三
年
次

一
年
次

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

Ｇ

理

Ｇ

文

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

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

学校概要 部活動

○文化系

○体育系

○全日制課程(平成30年４月現在）
普通科
京都こすもす科

○創立 昭和25年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在） 進路状況

1年 2年 3年 計
男 H27年度 H28年度 H29年度
女

学校生活

○授業

○学校行事

○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

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

（　　 神戸大学）

私立４年制・短期大学
専修・各種学校京都こすもす科は、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
もす科に準じたカリキュラムで授業を行います。

（内　京都大学）
国公立４年制大学

既卒生を含んだ合格状況（延べ数）

〇全国大会等の活躍（平成29年度）

☆全国大会出場　　　放送・軽音楽・将棋

☆近畿大会出場　　　剣道・水泳・ソフトテニス

バトントワリング・ワンダーフォーゲル

　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）、小倉百人一首かるた

　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

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。

４月に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。文化祭では、クラスで演劇や舞台パ
フォーマンスに取り組みます。また、６月に演劇
鑑賞、１月に古典芸能鑑賞を実施します。

（　 　大阪大学）

就職・公務員

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。

コンテストや資格試験にも積極的にチャレンジ！  

本校生徒は、スーパーサイエンスラボ・アカデミック

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 回全国数学選手権大会（数学甲子園）出場

    ◎実用英語技能検定   準１級 合格 

☆第 回科学地理オリンピック日本選手権で銀賞を受賞しました。

卒業生からのメッセージ 
嵯峨野高校は、自分の「やりたい」が叶う学校だと思いま

す。私は、この３年間、生徒会長や体育祭の団長、水泳部

の副部長など、様々なことに挑戦してきました。これだけの

ことができたのは自分にそれだけの器量があったからでは

なく、嵯峨野高校が、生徒の積極的行為を支持し、かつ、充

実した授業で効率良く学習ができ、他の活動に手が回るよ

うにしてくれていたからです。嵯峨野高校は勉強ばかりなの

かと不安になるかと思いますが、そんなことはありません。

皆引退する最後の最後まで部活動に全力で取り組みますし、

とこのは祭にかける思いは壮絶なもので、私も含め多くの

人が感動や悔しさで涙を流しました。私はこのような学校生

活の様々な活動を通じて、一生繋がっていたい仲間を見つ

けました。皆さんもぜひそんな仲間を探しに嵯峨野高校を

選んでみてはいかがでしょうか。 

藤原  彪人  
 
京都大学  
     経済学部進学  
京都市立 
   洛西中学校出身 

設置

学科等

全日制 普通科 自然科学コース・人間科学コース

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

目標

「和敬」・「自彊」・「飛翔」を教育の柱に据え、志を持って人生を主体的に生きる生徒

を育て、国際社会のさまざまな分野でリーダーとして貢献できる人材の育成を目指す。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース
決定

◇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。

◇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。

京都府立嵯峨野高等学校

※３年間一貫の理数教育を行うコース
京
都
こ
す
も
す
科

１年

文理共通の

カリキュラム

共
修
コ
ー
ス

京都こすもす科に

準じた教育内容

普
通
科

文理共通のカリキュラム

自然科学系統 理系

２年 ３年

自然科学系統 理系

自然科学コース 理系

人間科学系統 文系

人間科学コース 文系

授業・探究活動で学問を追究

ＳＳＨ・ＳＧＨの幅広い取組

部活動や生徒会での主体的活動

豊かな人間性を育む学校行事

高い進路目標に向けて挑戦

世界に視野を広げる海外交流

専
修
コ
ー
ス
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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

学校概要 部活動

○文化系

○体育系

○全日制課程(平成30年４月現在）
普通科
京都こすもす科

○創立 昭和25年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在） 進路状況

1年 2年 3年 計
男 H27年度 H28年度 H29年度
女

学校生活

○授業

○学校行事

○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

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

（　　 神戸大学）

私立４年制・短期大学
専修・各種学校京都こすもす科は、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
もす科に準じたカリキュラムで授業を行います。

（内　京都大学）
国公立４年制大学

既卒生を含んだ合格状況（延べ数）

〇全国大会等の活躍（平成29年度）

☆全国大会出場　　　放送・軽音楽・将棋

☆近畿大会出場　　　剣道・水泳・ソフトテニス

バトントワリング・ワンダーフォーゲル

　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）、小倉百人一首かるた

　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

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。

４月に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。文化祭では、クラスで演劇や舞台パ
フォーマンスに取り組みます。また、６月に演劇
鑑賞、１月に古典芸能鑑賞を実施します。

（　 　大阪大学）

就職・公務員

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。

コンテストや資格試験にも積極的にチャレンジ！  

本校生徒は、スーパーサイエンスラボ・アカデミック

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 回全国数学選手権大会（数学甲子園）出場

    ◎実用英語技能検定   準１級 合格 

☆第 回科学地理オリンピック日本選手権で銀賞を受賞しました。

卒業生からのメッセージ 
嵯峨野高校は、自分の「やりたい」が叶う学校だと思いま

す。私は、この３年間、生徒会長や体育祭の団長、水泳部

の副部長など、様々なことに挑戦してきました。これだけの

ことができたのは自分にそれだけの器量があったからでは

なく、嵯峨野高校が、生徒の積極的行為を支持し、かつ、充

実した授業で効率良く学習ができ、他の活動に手が回るよ

うにしてくれていたからです。嵯峨野高校は勉強ばかりなの

かと不安になるかと思いますが、そんなことはありません。

皆引退する最後の最後まで部活動に全力で取り組みますし、

とこのは祭にかける思いは壮絶なもので、私も含め多くの

人が感動や悔しさで涙を流しました。私はこのような学校生

活の様々な活動を通じて、一生繋がっていたい仲間を見つ

けました。皆さんもぜひそんな仲間を探しに嵯峨野高校を

選んでみてはいかがでしょうか。 

藤原  彪人  
 
京都大学  
     経済学部進学  
京都市立 
   洛西中学校出身 

設置

学科等

全日制 普通科 自然科学コース・人間科学コース

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

目標

「和敬」・「自彊」・「飛翔」を教育の柱に据え、志を持って人生を主体的に生きる生徒

を育て、国際社会のさまざまな分野でリーダーとして貢献できる人材の育成を目指す。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース
決定

◇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。

◇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。

京都府立嵯峨野高等学校

※３年間一貫の理数教育を行うコース
京
都
こ
す
も
す
科

１年

文理共通の

カリキュラム

共
修
コ
ー
ス

京都こすもす科に

準じた教育内容

普
通
科

文理共通のカリキュラム

自然科学系統 理系

２年 ３年

自然科学系統 理系

自然科学コース 理系

人間科学系統 文系

人間科学コース 文系

授業・探究活動で学問を追究

ＳＳＨ・ＳＧＨの幅広い取組

部活動や生徒会での主体的活動

豊かな人間性を育む学校行事

高い進路目標に向けて挑戦

世界に視野を広げる海外交流

専
修
コ
ー
ス
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京都府立北嵯峨高等学校

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍(平成29年度)

・陸上競技部
　全日本U20日本選手権大会6位入賞

　全国高等学校陸上競技対校選手権　

　大会　国民体育大会他出場

校舎写真 ・男子ハンドボール部
　国民体育大会出場

・クラシックギター部
  高等学校ギターマンドリン音楽祭金賞

  及び音楽祭大賞受賞

○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30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30年５月１日現在） 　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 　剣道（男女）・山岳（男女）

女

学校生活 進路状況

○授業 H27年度 H28年度 H29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
一泊研修・校外研修・団体鑑賞・

地図
　
○トピックス ◆京都バス・市バス大覚寺

　　　　　             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

『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

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）

 洗練されたデザインにモデルチェンジ。　

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

○制服
伝統ある北嵯峨ブラウンを継承しながら

就職
その他

学習合宿・文化祭・体育祭・

開校記念駅伝競走大会・大覚寺

（長野県戸狩温泉スキー場）

球技大会・高齢者福祉施設訪問・

○修学旅行
１年スキー研修旅行

生活を過ごせます。

(平成29年度)

　全日本U20日本選手権大会6位入賞

　全国高等学校陸上競技対校選手権　

 
 

写

真 

 
 

 洗練されたデザインにモデルチェンジ。　

伝統ある北嵯峨ブラウンを継承しながら

ー学校説明会ー
第 回 月 日（日）

第 回 月 日（土）

第 回 １ 月 日（日）

第 回 １ 月 日（土）

滋賀大学教育学部  (嵯峨中学出身) 高校時:吹奏楽部 

 北嵯峨高校は理想を実現できる場です。 年間を過ごした今、そう言い切る

ことができます。私の理想は「文武両道」の実践でした。勉強面では不安があ

りましたが、セミナーや学習合宿などがあり、学習環境が整っていました。

高い志を持った仲間も多く、高いモチベーションで勉学

に励むことができました。また部活動ではどの部も高い

目標を持って活動しています。先生方も親身になって

相談に乗って下さるので、文武両道を無理なく達成し、

私は第１志望に合格し、自分の理想とする高校生活を

送ることができました。皆さんの中にも譲れないものが

あるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも何事にも精一

杯取り組み、北嵯峨高校で理想を実現させてください。

卒業生からのメッセージ 

滋賀大学教育学部

ことができます。私の理想は「文武両道」の実践でした。勉強面では不安があ

りましたが、セミナーや学習合宿などがあり、学習環境が整っていました。

高い志を持った仲間も多く、高いモチベーションで勉学

に励むことができました。また部活動ではどの部も高い

目標を持って活動しています。先生方も親身になって

相談に乗って下さるので、文武両道を無理なく達成し、

私は第１志望に合格し、自分の理想とする高校生活を

送ることができました。皆さんの中にも譲れないものが

あるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも何事にも精一

杯取り組み、北嵯峨高校で理想を実現させてください。

  平成29年度卒業生 及川 亜里紗  

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（国・数・英）と希望調査を総合的に判断して決定

京都府立北嵯峨高等学校

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。

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 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
スポーツ教育をベースに人格の形成を図り、文系・体育

系 年制大学進路実現を目指します。

● ほとんどの部活動が全国大会を目標にし、
様々な部活動が近畿大会に出場

● コンテストやコンクールにも挑戦
● 部活動で身につけた力を学習面で発揮

● 歴史的・文化的環境を活かした特色ある授業
● 機器を活用したアクティブラ－ニングの推進
● 思考力や判断力、表現力をつけ、新大学入試制度に対応

● 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

● 嵯峨嵐山地域での清掃・福祉活動、高齢者福祉総合施設の
入所者の方々や聾学校生徒との交流

● 生徒会や （青少年赤十字）部を中心とした
ボランティア活動

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。

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。

日本を代表する歴史的・文化的環境 
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。 
それは、学習活動や部活動に専念するのに最適な環境といえます。 

 

ー 28 ー

京都府公立高等学校スクールガイド.indd   28 18/05/15   11:31



京都府立北嵯峨高等学校

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍(平成29年度)

・陸上競技部
　全日本U20日本選手権大会6位入賞

　全国高等学校陸上競技対校選手権　

　大会　国民体育大会他出場

校舎写真 ・男子ハンドボール部
　国民体育大会出場

・クラシックギター部
  高等学校ギターマンドリン音楽祭金賞

  及び音楽祭大賞受賞

○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30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30年５月１日現在） 　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 　剣道（男女）・山岳（男女）

女

学校生活 進路状況

○授業 H27年度 H28年度 H29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
一泊研修・校外研修・団体鑑賞・

地図
　
○トピックス ◆京都バス・市バス大覚寺

　　　　　             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

『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

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）

 洗練されたデザインにモデルチェンジ。　

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

○制服
伝統ある北嵯峨ブラウンを継承しながら

就職
その他

学習合宿・文化祭・体育祭・

開校記念駅伝競走大会・大覚寺

（長野県戸狩温泉スキー場）

球技大会・高齢者福祉施設訪問・

○修学旅行
１年スキー研修旅行

生活を過ごせます。

 
 

写

真 

 
 

ー学校説明会ー
第 回 月 日（日）

第 回 月 日（土）

第 回 １ 月 日（日）

第 回 １ 月 日（土）

滋賀大学教育学部  (嵯峨中学出身) 高校時:吹奏楽部 

 北嵯峨高校は理想を実現できる場です。 年間を過ごした今、そう言い切る

ことができます。私の理想は「文武両道」の実践でした。勉強面では不安があ

りましたが、セミナーや学習合宿などがあり、学習環境が整っていました。

高い志を持った仲間も多く、高いモチベーションで勉学

に励むことができました。また部活動ではどの部も高い

目標を持って活動しています。先生方も親身になって

相談に乗って下さるので、文武両道を無理なく達成し、

私は第１志望に合格し、自分の理想とする高校生活を

送ることができました。皆さんの中にも譲れないものが

あるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも何事にも精一

杯取り組み、北嵯峨高校で理想を実現させてください。

卒業生からのメッセージ   平成29年度卒業生 及川 亜里紗  

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（国・数・英）と希望調査を総合的に判断して決定

京都府立北嵯峨高等学校

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。

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 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
スポーツ教育をベースに人格の形成を図り、文系・体育

系 年制大学進路実現を目指します。

● ほとんどの部活動が全国大会を目標にし、
様々な部活動が近畿大会に出場

● コンテストやコンクールにも挑戦
● 部活動で身につけた力を学習面で発揮

● 歴史的・文化的環境を活かした特色ある授業
● 機器を活用したアクティブラ－ニングの推進
● 思考力や判断力、表現力をつけ、新大学入試制度に対応

● 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

● 嵯峨嵐山地域での清掃・福祉活動、高齢者福祉総合施設の
入所者の方々や聾学校生徒との交流

● 生徒会や （青少年赤十字）部を中心とした
ボランティア活動

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。

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。

日本を代表する歴史的・文化的環境 
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。 
それは、学習活動や部活動に専念するのに最適な環境といえます。 
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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

○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

※現役生の合格状況（延べ数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
○授業 国公立４年制大学 9人 14人 25人

私立４年制大学 358人 322人 283人
国公立・私立短期大学 13人 25人 18人
専修・各種学校 92人 100人 86人
公務員 3人 2人 2人

○学校行事 就職 20人 18人 11人

○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

　 野外活動は５月下旬頃、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。

　 30年度は２年生の１月下旬に実施しま
す。スキーと札幌・夕張周辺での課題研修
を行い、北海道の大自然を満喫します。

　 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・ベスト等が
あります。女子はネクタイも着用できます。

「 学力の向上と調和のとれた人格の育成 」

　　　　　　普通科（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

　 全学科で土曜授業（年間16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。

○全日制課程（平成30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

　 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、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

　 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、
情報科学、クリエイト、農業系とし
て､草花､野菜､バイオテクノロ
ジー、情報処理

　 陸上競技部、弓道部、農業クラ
ブが全国大会に出場し、陸上部は
男女都道府県対抗駅伝で京都府
代表に選出されました。弓道部/ﾊﾞ
ﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部/男子バレー部/放送部
が近畿大会に出場しました。

■桂リサーチプロジェクト発足 
物事の本質を捉えて、自主的・主体的・協働的に物事を考察できる力の育成を目標

にして、教科横断的な課題研究を行う学校設定科目「桂リサーチプロジェクト(KRP)」
を普通科研究コースに設置しました。KRPの基礎プログラムや探究プログラムを通し

て身につけた力を２・３年次の各教科につなげ、次世代を担う人材を育てます。 
■SSH研究成果 
2017日本ストックホルム青少年水大賞において大賞を受賞し、昨夏８月にストック

ホルムで開催されたStockholm Junior Water Prizesに日本代表として出場しました。

同大会では世界各国の代表と競い合い、高い評価を得ました。 

進学先：京都府立医科大学 医学部 看護学科 （蜂ヶ岡中学校出身） 

私は弓道部に入りたいという理由で桂高校に入学しまし

たが、行事や普段の学校生活等、部活動以外の時間もと

ても楽しいものになりました。部活動では団体で近畿大会

３位になるという貴重な経験ができました。学業面では先

生方が親身になって教えてくださったことにより、塾に通う

ことなく無事第１志望の大学に入学することが出来ました。

新生活に不安を抱えると思いますが、桂高校に入学して

後悔することはないと思います。忘れられない青春を桂高

校で過ごしてください。 
部活動：弓道部 

設置

学科等

全日制 普通科 ●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

創造性に富み、心豊かな、たくましい人間の育成

―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

課題研究授業で創造的思考力を育成

（専門学科： 普通科： 桂リサーチプロジェクト）

部活動と学習・研究活動の両立を実現

部活動が全国大会へ

教科横断型
課題研究授業（

大学入学共通テスト
対応（各教科で発展

国
公
立
大
学

基礎基本の徹底

（バランスよく学習）

希望進路に応じて

科目選択

難
関
私
立
大
学

課題研究授業 を

軸に探究心と表現力を育成

国際コンテスト

希望進路実現

国
公
立
大
学

四
年
制
大
学

■昨年度：陸上競技部、弓道部、農業クラブが全国大会に出場

■「少人数課題研究グループ」での授業で学びに向かう力を育成

■授業や学校行事、部活動を通し主体的・対話的で深い学びを体験

※２年生で文系コース、理系コースの選択

研究コース

京都府立桂高等学校

文理コース

植物ｸﾘｴｲﾄ

園芸ﾋﾞｼﾞﾈｽ

※２年生で人文研究コース、理数研究コースの選択

※TAFS 学年と学科の枠を越えた課題研究授業
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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

○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

※現役生の合格状況（延べ数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
○授業 国公立４年制大学 9人 14人 25人

私立４年制大学 358人 322人 283人
国公立・私立短期大学 13人 25人 18人
専修・各種学校 92人 100人 86人
公務員 3人 2人 2人

○学校行事 就職 20人 18人 11人

○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

　 野外活動は５月下旬頃、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。

　 30年度は２年生の１月下旬に実施しま
す。スキーと札幌・夕張周辺での課題研修
を行い、北海道の大自然を満喫します。

　 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・ベスト等が
あります。女子はネクタイも着用できます。

「 学力の向上と調和のとれた人格の育成 」

　　　　　　普通科（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

　 全学科で土曜授業（年間16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。

○全日制課程（平成30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

　 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、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

　 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、
情報科学、クリエイト、農業系とし
て､草花､野菜､バイオテクノロ
ジー、情報処理

　 陸上競技部、弓道部、農業クラ
ブが全国大会に出場し、陸上部は
男女都道府県対抗駅伝で京都府
代表に選出されました。弓道部/ﾊﾞ
ﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部/男子バレー部/放送部
が近畿大会に出場しました。

■桂リサーチプロジェクト発足 
物事の本質を捉えて、自主的・主体的・協働的に物事を考察できる力の育成を目標

にして、教科横断的な課題研究を行う学校設定科目「桂リサーチプロジェクト(KRP)」
を普通科研究コースに設置しました。KRPの基礎プログラムや探究プログラムを通し

て身につけた力を２・３年次の各教科につなげ、次世代を担う人材を育てます。 
■SSH研究成果 
2017日本ストックホルム青少年水大賞において大賞を受賞し、昨夏８月にストック

ホルムで開催されたStockholm Junior Water Prizesに日本代表として出場しました。

同大会では世界各国の代表と競い合い、高い評価を得ました。 

進学先：京都府立医科大学 医学部 看護学科 （蜂ヶ岡中学校出身） 

私は弓道部に入りたいという理由で桂高校に入学しまし

たが、行事や普段の学校生活等、部活動以外の時間もと

ても楽しいものになりました。部活動では団体で近畿大会

３位になるという貴重な経験ができました。学業面では先

生方が親身になって教えてくださったことにより、塾に通う

ことなく無事第１志望の大学に入学することが出来ました。

新生活に不安を抱えると思いますが、桂高校に入学して

後悔することはないと思います。忘れられない青春を桂高

校で過ごしてください。 
部活動：弓道部 

設置

学科等

全日制 普通科 ●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

創造性に富み、心豊かな、たくましい人間の育成

―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

課題研究授業で創造的思考力を育成

（専門学科： 普通科： 桂リサーチプロジェクト）

部活動と学習・研究活動の両立を実現

部活動が全国大会へ

教科横断型
課題研究授業（

大学入学共通テスト
対応（各教科で発展

国
公
立
大
学

基礎基本の徹底

（バランスよく学習）

希望進路に応じて

科目選択

難
関
私
立
大
学

課題研究授業 を

軸に探究心と表現力を育成

国際コンテスト

希望進路実現

国
公
立
大
学

四
年
制
大
学

■昨年度：陸上競技部、弓道部、農業クラブが全国大会に出場

■「少人数課題研究グループ」での授業で学びに向かう力を育成

■授業や学校行事、部活動を通し主体的・対話的で深い学びを体験

※２年生で文系コース、理系コースの選択

研究コース

京都府立桂高等学校

文理コース

植物ｸﾘｴｲﾄ

園芸ﾋﾞｼﾞﾈｽ

※２年生で人文研究コース、理数研究コースの選択

※TAFS 学年と学科の枠を越えた課題研究授業
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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29年度）

写真

校舎写真 ○平成30年度の設置部活動

写真

○全日制課程（平成30年４月現在）

１年
２年
３年

○創立 昭和 54 年 10 月

○生徒数（平成30年５月１日現在）
1年 2年 3年 計

男 164 153 165 482 進路状況
女 157 160 152 469

H27年度 H28年度 H29年度

学校生活 国公立4年制大学 42 47 36
私立4年制大学 520 482 448

○授業 国公立・私立短期大学 21 17 28
専修・各種学校 56 53 35
公務員 2 0 2
就職 7 4 2

0 1 0

○学校行事
  遠足   4月27日（金）

　・文化祭　9月3日(月）～5日（水）
　・オープン文化祭　9月8日（土）
　・体育祭　9月26日（水）

  長野県　北志賀高原（１年生）

地図
○制服

　グレーを基調とした落ち着いた制服です。

○トピックス

大学校等

　洛西フェスティバル

○研修旅行（スキー研修）

　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。落ち着きのある充実した学習環
境で学ぶことができます。ＩＣＴ環境も整備さ
れています。

　平成31年1月29日(火)～2月1日(金)

※現役生の合格状況（延べ数）

普通科（人文発展･標準クラス､理数発展クラス）

　　　　　　　　　　　　　　　　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/

普通科（発展クラス･標準クラス）

普通科（人文発展･標準クラス､理数発展クラス）

                                                                                                                         

松山 恵 さん 

卒業生からの 

  メッセージ 

 
洛西高校は勉強、部活動、行事の全てにおいて充実して

います。部活動、洛西フェスティバルでは目標に向かって

一人一人が一生懸命取り組みます。部活動や行事での

経験は自信に繋がり、一生の思い出になるでしょう。そし

て、勉強面では講習や入試に向けた個別指導など先生

方が丁寧な指導をして下さいます。また、クラスは一人一

人が頑張れる雰囲気であり、励まし合える仲間がいたの

で大変な受験勉強も乗り越えることができました。洛西高

校での生活を通して学んだことは私の誇りです。皆さんも

ぜひ、洛西高校で素敵な高校生活を送りましょう。   平成29年度卒業生                                                                                                                         

京都府立大学 公共政策学部福祉社会学科  １回生 （吹奏楽部） 

 
 

○体操服デザイン変更 

平成30年度入学生から、体操服のデザイ

ンが新しくなりました。 
○オープン文化祭 

地域の方々や中学生の皆さんに洛西高

校を身近に感じていただける行事です。

文化祭上位クラスの演劇やパフォーマン

ス、文化系部活動の発表・展示は毎年好

評を博しています。 

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                        

     

・全国大会出場 書道 

・近畿大会出場 陸上競技/体操/テニス 

・関西大会出場 吹奏楽 

・文化系 

 吹奏楽/軽音楽/コーラス/ESS 

 演劇/美術/写真/書道/茶道/放送 

 サイエンス/イラストレーション 

 インターアクト/食べ物文化研究会 

・体育系 

 硬式野球/陸上競技/サッカー/ラグビー 

 バスケットボール/女子バレーボール 

 バドミントン/卓球/テニス/ソフトテニス 
 ハンドボール/体操/剣道/柔道 

 

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クラス編成

２年次…２年進級時に希望進路・学力を考慮して、理数コース、人文コースを決定

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

放課後の部活動は発展・標準クラスとも一斉に開始

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

 「明朗なる真昼の精神」 

 

時間授業を発展・標準クラスともに実施

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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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29年度）

写真

校舎写真 ○平成30年度の設置部活動

写真

○全日制課程（平成30年４月現在）

１年
２年
３年

○創立 昭和 54 年 10 月

○生徒数（平成30年５月１日現在）
1年 2年 3年 計

男 164 153 165 482 進路状況
女 157 160 152 469

H27年度 H28年度 H29年度

学校生活 国公立4年制大学 42 47 36
私立4年制大学 520 482 448

○授業 国公立・私立短期大学 21 17 28
専修・各種学校 56 53 35
公務員 2 0 2
就職 7 4 2

0 1 0

○学校行事
  遠足   4月27日（金）

　・文化祭　9月3日(月）～5日（水）
　・オープン文化祭　9月8日（土）
　・体育祭　9月26日（水）

  長野県　北志賀高原（１年生）

地図
○制服

　グレーを基調とした落ち着いた制服です。

○トピックス

大学校等

　洛西フェスティバル

○研修旅行（スキー研修）

　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。落ち着きのある充実した学習環
境で学ぶことができます。ＩＣＴ環境も整備さ
れています。

　平成31年1月29日(火)～2月1日(金)

※現役生の合格状況（延べ数）

普通科（人文発展･標準クラス､理数発展クラス）

　　　　　　　　　　　　　　　　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/

普通科（発展クラス･標準クラス）

普通科（人文発展･標準クラス､理数発展クラス）

                                                                                                                         

松山 恵 さん 

卒業生からの 

  メッセージ 

 
洛西高校は勉強、部活動、行事の全てにおいて充実して

います。部活動、洛西フェスティバルでは目標に向かって

一人一人が一生懸命取り組みます。部活動や行事での

経験は自信に繋がり、一生の思い出になるでしょう。そし

て、勉強面では講習や入試に向けた個別指導など先生

方が丁寧な指導をして下さいます。また、クラスは一人一

人が頑張れる雰囲気であり、励まし合える仲間がいたの

で大変な受験勉強も乗り越えることができました。洛西高

校での生活を通して学んだことは私の誇りです。皆さんも

ぜひ、洛西高校で素敵な高校生活を送りましょう。   平成29年度卒業生                                                                                                                         

京都府立大学 公共政策学部福祉社会学科  １回生 （吹奏楽部） 

 
 

○体操服デザイン変更 

平成30年度入学生から、体操服のデザイ

ンが新しくなりました。 
○オープン文化祭 

地域の方々や中学生の皆さんに洛西高

校を身近に感じていただける行事です。

文化祭上位クラスの演劇やパフォーマン

ス、文化系部活動の発表・展示は毎年好

評を博しています。 

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                        

     

・全国大会出場 書道 

・近畿大会出場 陸上競技/体操/テニス 

・関西大会出場 吹奏楽 

・文化系 

 吹奏楽/軽音楽/コーラス/ESS 

 演劇/美術/写真/書道/茶道/放送 

 サイエンス/イラストレーション 

 インターアクト/食べ物文化研究会 

・体育系 

 硬式野球/陸上競技/サッカー/ラグビー 

 バスケットボール/女子バレーボール 

 バドミントン/卓球/テニス/ソフトテニス 
 ハンドボール/体操/剣道/柔道 

 

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クラス編成

２年次…２年進級時に希望進路・学力を考慮して、理数コース、人文コースを決定

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

放課後の部活動は発展・標準クラスとも一斉に開始

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

 「明朗なる真昼の精神」 

 

時間授業を発展・標準クラスともに実施

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

グローバルサイエンス・美術

イベントプロデュース（放送）

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・英語・将棋

○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30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30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
女 進路状況

※現役生の合格状況（延べ数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
○授業・補習 国公立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） 私立4年制大学
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)、冬期補習(12月)

2年普 課題研究発表、1年・２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 希望者)

○修学旅行（予定）
　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（シドニー方面　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

写真 
写真 

満足度の高い学校説明会

第１回 ８月 日（土）〈自然科学科〉 

第２回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉〈部活動体験〉 

第３回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉〈部活動体験〉 

第４回 月 日（土）〈自然科学科入試説明会〉 

第５回 月 １日（土）〈初めての方のための学校紹介〉〈個別相談〉 

第６回 月 ８日（土）〈初めての方のための学校紹介〉〈個別相談〉 

   私は、充実した高校生活を楽しみつつ、勉強にも継続して取り

組んでいける環境の整った高校に進学したいと考え、桃山高校

を受験しました。桃山高校は、ＳＳＨ指定校であり、かつ部活動

においても優秀な成績を収めているということで、私の理想でし

た。入学してからもその理想は崩れることなく、優しく的確なアド

バイスをくださる先生方や互いに切磋琢磨し合える友達のおか

げで、３年間頑張ることが出来ました。その結果、小さい頃から

の憧れだった京都大学薬学部に合格でき、本当に桃山高校に

来て良かったと思います。みなさんもぜひ、自分の思い描く理想

の高校生活を桃山高校で実現させてください。 
 
（平成29年度 自然科学科卒業生 京都大学在学中 石坂優衣） 

 

設置

学科等

全日制 普通科
１年生：文理系 ＧＰ コース

ＳＳ コース
２、３年生：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 ★新時代を生き抜く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

国公立大学現役合格数157名 難関国公立大学25名合格（普通科を含む）

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、土曜授業 補習

◆１年生 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産連携事業、講演、イベントに参加します。

◆２、３年生 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で学習します。

【自然科学科】週４回の７限授業、土曜日の４限授業

◆ 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

ワンランク上の文武両道

＜学び力＞

◆進路目標を実現する力

＜部活力＞

◆仲間と協働し課題に取り組む力

先進的な の取組

＜探究力・創造力・対話力の育成＞

◆探究型融合教科の実施

◆高産大連携

◆英語による研究発表

京都府立桃山高等学校

満足度の高い学校行事

♦球技大会・文化祭・体育祭・遠足

♦GP/SS キャンプ・百人一首大会・研究発表

♦普通科 沖縄・グアム研修旅行（予定）

♦自然科学科 オーストラリア研修旅行（予定）

医学部医学科 名合格（京都府立医科大学、大阪市立大学）！

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

未来を創造する力の育成
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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

グローバルサイエンス・美術

イベントプロデュース（放送）

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・英語・将棋

○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30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30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
女 進路状況

※現役生の合格状況（延べ数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
○授業・補習 国公立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） 私立4年制大学
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)、冬期補習(12月)

2年普 課題研究発表、1年・２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 希望者)

○修学旅行（予定）
　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（シドニー方面　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

写真 
写真 

満足度の高い学校説明会

第１回 ８月 日（土）〈自然科学科〉 

第２回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉〈部活動体験〉 

第３回 ９月 日（土）〈普通科・自然科学科〉〈部活動体験〉 

第４回 月 日（土）〈自然科学科入試説明会〉 

第５回 月 １日（土）〈初めての方のための学校紹介〉〈個別相談〉 

第６回 月 ８日（土）〈初めての方のための学校紹介〉〈個別相談〉 

   私は、充実した高校生活を楽しみつつ、勉強にも継続して取り

組んでいける環境の整った高校に進学したいと考え、桃山高校

を受験しました。桃山高校は、ＳＳＨ指定校であり、かつ部活動

においても優秀な成績を収めているということで、私の理想でし

た。入学してからもその理想は崩れることなく、優しく的確なアド

バイスをくださる先生方や互いに切磋琢磨し合える友達のおか

げで、３年間頑張ることが出来ました。その結果、小さい頃から

の憧れだった京都大学薬学部に合格でき、本当に桃山高校に

来て良かったと思います。みなさんもぜひ、自分の思い描く理想

の高校生活を桃山高校で実現させてください。 
 
（平成29年度 自然科学科卒業生 京都大学在学中 石坂優衣） 

 

設置

学科等

全日制 普通科
１年生：文理系 ＧＰ コース

ＳＳ コース
２、３年生：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 ★新時代を生き抜く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

国公立大学現役合格数157名 難関国公立大学25名合格（普通科を含む）

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、土曜授業 補習

◆１年生 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産連携事業、講演、イベントに参加します。

◆２、３年生 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で学習します。

【自然科学科】週４回の７限授業、土曜日の４限授業

◆ 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

ワンランク上の文武両道

＜学び力＞

◆進路目標を実現する力

＜部活力＞

◆仲間と協働し課題に取り組む力

先進的な の取組

＜探究力・創造力・対話力の育成＞

◆探究型融合教科の実施

◆高産大連携

◆英語による研究発表

京都府立桃山高等学校

満足度の高い学校行事

♦球技大会・文化祭・体育祭・遠足

♦GP/SS キャンプ・百人一首大会・研究発表

♦普通科 沖縄・グアム研修旅行（予定）

♦自然科学科 オーストラリア研修旅行（予定）

医学部医学科 名合格（京都府立医科大学、大阪市立大学）！

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

未来を創造する力の育成
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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　
Tel.075-572-2323  Fax.075-572-2317
http://www.kyoto-be.ne.jp/touryou-hs/cms/

○各種大会等の活躍

○全日制課程(平成30年４月現在）
○文化系

○創立 昭和52年１月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 130 143 123 396 ○体育系
女 111 126 139 376

○特色ある授業

※現役生の進路状況（進路先別実数）

H28年度 H29年度

国公立4年制大学 2 1

○学校行事 国公立・私立短期大学 38 25
69 83
0 1

26 18
22 19

○制服

○トピックス

H27年度

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

19
72
0

18
29

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、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 108

6

「遠足」（５月）、「生徒総会」（５月）
「個別面談」(６月)「団体鑑賞」(６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・春期進学補習」「修学旅行」
※多くの学校行事が皆さんの高校生活を充実させます。

学校概要 部活動

学校生活

理科部、演劇部、書道部、ＥＳＳ、
美術部、フォークソング研究部、
囲碁将棋部、吹奏楽部、
放送部、茶道部

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

・男子バレーボール部
　平成29年度近畿高等学校
　バレーボール選手権大会 ベスト16
・卓球部
　秋季高等学校卓球選手権大会
　ベスト８　近畿大会出場
・吹奏楽部
　第54回京都府吹奏楽コンクール
　小編成の部　金賞受賞
その他、各部とも文武両道の下、活躍しています。

普通科（アカデミーコース　  キャリアコース　  総合コース）

107 111

地図

その他

専修・各種学校
公務員
就職

進路状況

 東稜高校で学んだことはたくさんありま

すが、その中で一番みなさんに伝えたいこ

とは「メリハリの大切さ」です。私は、卓

球部に入り頑張って活動していましたが、

１年生の頃は、どうしても勉強に集中でき

ずにいました。このままでは、勉強と部活

動のどちらも中途半端になってしまうと思

い、ある時からけじめをつけて勉強に集中

するようにしました。 

 その結果、成績が伸び始め、勉強が楽し

く感じられるようになりました。この大切

さを学ぶことが出来たのは、勉強にも部活

動にも力を入れている東稜高校だったから

こそだと思います。 

卒業生からのメッセージ 

    

～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〉 

○全日制課程(平成30年４月現在）

要

ブレザー､カッターシャツ､ズボン(女子:ス
カート・ズボン・ネクタイも可)､ネクタイ・リボ

新入生よりヒトコト 

その他、各部とも文武両道の下、活躍しています。

硬式野球部、男女バスケットボール部、

○制服

※多くの学校行事が皆さんの高校生活を充実させます。

保育園実習の様子 

高大連携授業（サイエンスリサーチシリ

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、コースごとに、多様な教育プログ

※多くの学校行事が皆さんの高校生活を充実させます。 卒業生からのメッセ ジ

   

礒谷 日奈乃 さん 
滋賀大学 経済学部 

社会システム学科 入学 

小島 祭鈴さん(小栗栖中学出身) 
部活動体験に参加して、先輩方が優しく指導してくださり、

私も東稜高校で部活動に勉強に頑張りたいと思いました。

東稜高校で将来の夢を探したいと思います。 

新入生よりヒトコト

小島 祭鈴さん(小栗栖中学出身

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

すべてのコースで、技能審査（漢字検定等）、ボランティア活動による単位認定を実施しています。

コース

決 定

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定員の枠内で再度募集する。

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

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

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）

健康・スポーツ系 ライフスポーツ 、保育

・看護・福祉系 ライフサポート 、環境・防

災・公共 ライフマネジメント 、４年制文系

大学進学等、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。

ライフサポート
看護･福祉･幼児教育系進学

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）

＜１年次＞

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。大学の施設見学

や模擬授業等を取り入れ、国公立・難関私立

大学の合格を目指します。

理 数 コ ー ス

理系進学

京都府立東稜高等学校

くまもん来校

＜２・３年次＞

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

全国防災ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ育成合宿

総 合

文系進学・就職

介護施設訪問

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。

呈茶体験 サイエンスリサーチ

ライフスポーツ
健康・スポーツ系・文系進学

ライフマネジメント
環境・防災・公共・文系進学

人 文 コ ー ス

文系進学

着物着付体験
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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　
Tel.075-572-2323  Fax.075-572-2317
http://www.kyoto-be.ne.jp/touryou-hs/cms/

○各種大会等の活躍

○全日制課程(平成30年４月現在）
○文化系

○創立 昭和52年１月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 130 143 123 396 ○体育系
女 111 126 139 376

○特色ある授業

※現役生の進路状況（進路先別実数）

H28年度 H29年度

国公立4年制大学 2 1

○学校行事 国公立・私立短期大学 38 25
69 83
0 1

26 18
22 19

○制服

○トピックス

H27年度

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

19
72
0

18
29

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、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 108

6

「遠足」（５月）、「生徒総会」（５月）
「個別面談」(６月)「団体鑑賞」(６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・春期進学補習」「修学旅行」
※多くの学校行事が皆さんの高校生活を充実させます。

学校概要 部活動

学校生活

理科部、演劇部、書道部、ＥＳＳ、
美術部、フォークソング研究部、
囲碁将棋部、吹奏楽部、
放送部、茶道部

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

・男子バレーボール部
　平成29年度近畿高等学校
　バレーボール選手権大会 ベスト16
・卓球部
　秋季高等学校卓球選手権大会
　ベスト８　近畿大会出場
・吹奏楽部
　第54回京都府吹奏楽コンクール
　小編成の部　金賞受賞
その他、各部とも文武両道の下、活躍しています。

普通科（アカデミーコース　  キャリアコース　  総合コース）

107 111

地図

その他

専修・各種学校
公務員
就職

進路状況

 東稜高校で学んだことはたくさんありま

すが、その中で一番みなさんに伝えたいこ

とは「メリハリの大切さ」です。私は、卓

球部に入り頑張って活動していましたが、

１年生の頃は、どうしても勉強に集中でき

ずにいました。このままでは、勉強と部活

動のどちらも中途半端になってしまうと思

い、ある時からけじめをつけて勉強に集中

するようにしました。 

 その結果、成績が伸び始め、勉強が楽し

く感じられるようになりました。この大切

さを学ぶことが出来たのは、勉強にも部活

動にも力を入れている東稜高校だったから

こそだと思います。 

卒業生からのメッセージ 

    

～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〉 

新入生よりヒトコト 

保育園実習の様子 

礒谷 日奈乃 さん 
滋賀大学 経済学部 

社会システム学科 入学 

小島 祭鈴さん(小栗栖中学出身) 
部活動体験に参加して、先輩方が優しく指導してくださり、

私も東稜高校で部活動に勉強に頑張りたいと思いました。

東稜高校で将来の夢を探したいと思います。 

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

すべてのコースで、技能審査（漢字検定等）、ボランティア活動による単位認定を実施しています。

コース

決 定

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定員の枠内で再度募集する。

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

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

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）

健康・スポーツ系 ライフスポーツ 、保育

・看護・福祉系 ライフサポート 、環境・防

災・公共 ライフマネジメント 、４年制文系

大学進学等、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。

ライフサポート
看護･福祉･幼児教育系進学

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）

＜１年次＞

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。大学の施設見学

や模擬授業等を取り入れ、国公立・難関私立

大学の合格を目指します。

理 数 コ ー ス

理系進学

京都府立東稜高等学校

くまもん来校

＜２・３年次＞

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

全国防災ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ育成合宿

総 合

文系進学・就職

介護施設訪問

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。

呈茶体験 サイエンスリサーチ

ライフスポーツ
健康・スポーツ系・文系進学

ライフマネジメント
環境・防災・公共・文系進学

人 文 コ ー ス

文系進学

着物着付体験
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京都府立洛水高等学校

学校概要 部活動

１年 ２年 ３年 計
男 117 130 114 361 進路状況
女 85 94 103 282

学校生活
●授業

●学校行事

●修学旅行

●制服

地図

●トピックス

　　第１回　 学校説明会

　　第２回 学校説明会・部活動体験  

　　第３回 学校説明会・部活動体験

　　第４回 学校説明会

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。

●学校説明会・部活動体験【予定】　　詳しくは洛水高校ＨＰで確認してください！

●体育系

女子バレーボール部・ラグビー部・バスケットボール部・馬術部

硬式野球部・女子ラクロス部・女子ソフトボール部・卓球部

バドミントン部・硬式テニス部・ソフトテニス部・陸上競技部

２年生の６月に東北へ。東北の農家で農業体験。農家ステイで地元の人と交流。
震災学習を通して復興について考えます。松島、平泉金色堂見学、仙台の街歩
きなども体験！東北丸ごと体験します。
【平成29年度入学生から】

●キャリア教育の取組により「文部科学大臣賞」を受賞しました。

●昨年度の進路実績
大学 28.3%、短大 6.0%、専修・各種学校 33.3%
就職（公務員含む） 21.9%、進学準備 0.50%、その他 10.0%
　
●昨年度の主な進路先
京都産業大学 龍谷大学 佛教大学 京都橘大学　京都学園大学
京都文教大学　帝塚山大学　大谷大学　びわこ成蹊スポーツ大学
福井工業大学 大阪電気通信大学　京都文教短期大学
華頂短期大学　京都経済短期大学　京都外国語専門学校
京都医健専門学校
自衛隊　日本郵便　メルパルク京都　西利　オリソー　ロイヤルホテル

平成30年度入学生から、教育課程、コース・系
を変更しました。１年生では全員が同じ教育課
程で学びます。数学と英語は習熟度別授業、国
語・数学・英語は中学校での学習内容の「学び
直し」をしています。２年生からは進路希望や興
味・関心に応じてコース・系に分かれ、特長のあ
る科目の学習をします。どの教科や科目につい
ても基礎・基本を大切にして授業していきます。

遠足、文化祭、体育祭、持久走、研修旅行、演
劇鑑賞、狂言教室など学校行事は盛りだくさん
です。どの行事も自主的・積極的に取り組む校
風があり、充実した高校生活の一助となってい
ます。

　　　5月26日（土）　

　　　8月18日（土）　 

　　10月13日（土）　

　　11月17日（土）　

　　冬季進学相談会　12月15日（土）～12月16日（日）

自主・自律・挑戦

所在地　〒612-8283 京都市伏見区横大路向ヒ18
Tel.075-621-6330   Fax.075-621-6244

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

○全日制課程（平成30年４月現在）　　普通科

○生徒数（平成30年５月１日現在）
○創立　昭和53年４月

●文化系

吹奏楽部・書道部・美術部・写真部・茶道部・軽音楽部・英語部

放送部・ボランティア部・コーラス部・（サイエンス同好会）

◆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

卒業生からのmessage＜龍谷大学政策学部＞
   振り返れば、私の高校３年間は息つく暇もないほど忙しいものでした。学
習・部活動・ボランティア・生徒会活動など様々なことにチャレンジし続けま
した。今思えば「よく頑張れたな。」と自分でも感心に思いますが、それは
私にとってとても楽しく充実した時間であり、少し大袈裟かも知れません
が、苦に感じたことは一度もありません。

   私は１年生の時から毎日少しずつですが予習と復習を欠かさず、学校
での進路行事にはできる限り出席しました。日々の進学補習や学習合宿、
春季・夏季・冬季の進学補習、案内される模擬試験を中期目標に据えてコ
ツコツと取り組みました。部活動をしていると「自分には時間がない」という
思いが強くなり、逆にお尻に火が付きやすいのではないかと思います。早
い時期からの積み重ね、コツコツの積み重ねが大きな花を咲かせるのだと
思います。みなさんのコツコツに期待しています。

サッカー部

１
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   校章    校章

１　年　次

教 育

目 標

◇２・３年次のコース・系について　　

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース
決　定

1年次の6月にコース選択について説明し、7月に希望調査を行います。コース・系の決定については、各
自の希望と学習状況をもとに調整して決定します。２・3年次は継続したコースで学習します。

平成30年度入学生から教育システムが新たになり、２年目を迎えました。

普通科
 設置

学科等

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

京都府立洛水高等学校

フロンティアコース（進路探究コース）　地理歴史系、健康系、生活系、経営系

アドバンストコース（大学進学コース）　自然系、人文系
２・３年次

共通

全日制

●地理歴史系　　●生活系
●健康系　　　　●経営系

個々の興味・関心に応じた多様な選択科目

卒業後の進路

大学

大学
短期大学

専修・各種学校
就職（一般企業・公務員）

２・３年次（週３１時間）

アドバンスト　コース（大学進学コース）

●自然系・・・理数系科目が充実
●人文系・・・文系科目が充実

フロンティア　コース（進路探究コース）

１年次（週31時間）

全クラス共通

●数学・英語は習熟
度別授業

●基礎基本を大切に
した授業

キャリア教育は全ての教育活動の中心で、調和のとれた人間形成であり、「知」「徳」「体」の「徳」を一番に据えた「生きる力」の育成を目指します。

京都府立洛水高等学校　キャリア教育

基本的な生活習慣 地域社会での信頼と貢献 資質能力の伸長

健康増進と体力の伸長 基礎基本の学力の定着 人権意識の高揚

洛水式キャリア教育
豊かな人間性

生きる力の育成

教科・　
学習指導

学校行事  部活動

１年次 １学期 ○入学生オリエンテーション

○キャリア教育（自分史、集団形成、合意形成、敬語学習、ビジネスマナー）

○プロフェッショナル講話

○プロフェッショナルインタビュー【企業トップにインタビュー】

２学期 ○プロフェッショナルインタビュー全体発表会

○防災教育（ＡＥＤ・心肺蘇生、防災学習）

○インターンシップ【就業体験】

３学期 ○インターンシップ全体発表会

○社会参加教育（献血セミナー、消費者講座）

２年次 １学期 ○研修旅行【地域の産業・体験学習調べ】

２学期 ○伏見学研究【歴史・文化・企業・インフラ・インバウンドからの研究】

３学期 ○伏見学全体発表会

○ガイダンス・セミナー（命の学習、子育て学習プログラム、租税教室）

○進路研究【大学、専門学校、就職・公務員】

総合的な学習の時間（１年次２時間＋２年次１時間） 

２・３学
期

平成29年度1年生
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京都府立洛水高等学校

学校概要 部活動

１年 ２年 ３年 計
男 117 130 114 361 進路状況
女 85 94 103 282

学校生活
●授業

●学校行事

●修学旅行

●制服

地図

●トピックス

　　第１回　 学校説明会

　　第２回 学校説明会・部活動体験  

　　第３回 学校説明会・部活動体験

　　第４回 学校説明会

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。

●学校説明会・部活動体験【予定】　　詳しくは洛水高校ＨＰで確認してください！

●体育系

女子バレーボール部・ラグビー部・バスケットボール部・馬術部

硬式野球部・女子ラクロス部・女子ソフトボール部・卓球部

バドミントン部・硬式テニス部・ソフトテニス部・陸上競技部

２年生の６月に東北へ。東北の農家で農業体験。農家ステイで地元の人と交流。
震災学習を通して復興について考えます。松島、平泉金色堂見学、仙台の街歩
きなども体験！東北丸ごと体験します。
【平成29年度入学生から】

●キャリア教育の取組により「文部科学大臣賞」を受賞しました。

●昨年度の進路実績
大学 28.3%、短大 6.0%、専修・各種学校 33.3%
就職（公務員含む） 21.9%、進学準備 0.50%、その他 10.0%
　
●昨年度の主な進路先
京都産業大学 龍谷大学 佛教大学 京都橘大学　京都学園大学
京都文教大学　帝塚山大学　大谷大学　びわこ成蹊スポーツ大学
福井工業大学 大阪電気通信大学　京都文教短期大学
華頂短期大学　京都経済短期大学　京都外国語専門学校
京都医健専門学校
自衛隊　日本郵便　メルパルク京都　西利　オリソー　ロイヤルホテル

平成30年度入学生から、教育課程、コース・系
を変更しました。１年生では全員が同じ教育課
程で学びます。数学と英語は習熟度別授業、国
語・数学・英語は中学校での学習内容の「学び
直し」をしています。２年生からは進路希望や興
味・関心に応じてコース・系に分かれ、特長のあ
る科目の学習をします。どの教科や科目につい
ても基礎・基本を大切にして授業していきます。

遠足、文化祭、体育祭、持久走、研修旅行、演
劇鑑賞、狂言教室など学校行事は盛りだくさん
です。どの行事も自主的・積極的に取り組む校
風があり、充実した高校生活の一助となってい
ます。

　　　5月26日（土）　

　　　8月18日（土）　 

　　10月13日（土）　

　　11月17日（土）　

　　冬季進学相談会　12月15日（土）～12月16日（日）

自主・自律・挑戦

所在地　〒612-8283 京都市伏見区横大路向ヒ18
Tel.075-621-6330   Fax.075-621-6244

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

○全日制課程（平成30年４月現在）　　普通科

○生徒数（平成30年５月１日現在）
○創立　昭和53年４月

●文化系

吹奏楽部・書道部・美術部・写真部・茶道部・軽音楽部・英語部

放送部・ボランティア部・コーラス部・（サイエンス同好会）

◆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

卒業生からのmessage＜龍谷大学政策学部＞
   振り返れば、私の高校３年間は息つく暇もないほど忙しいものでした。学
習・部活動・ボランティア・生徒会活動など様々なことにチャレンジし続けま
した。今思えば「よく頑張れたな。」と自分でも感心に思いますが、それは
私にとってとても楽しく充実した時間であり、少し大袈裟かも知れません
が、苦に感じたことは一度もありません。

   私は１年生の時から毎日少しずつですが予習と復習を欠かさず、学校
での進路行事にはできる限り出席しました。日々の進学補習や学習合宿、
春季・夏季・冬季の進学補習、案内される模擬試験を中期目標に据えてコ
ツコツと取り組みました。部活動をしていると「自分には時間がない」という
思いが強くなり、逆にお尻に火が付きやすいのではないかと思います。早
い時期からの積み重ね、コツコツの積み重ねが大きな花を咲かせるのだと
思います。みなさんのコツコツに期待しています。

サッカー部
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   校章 

１　年　次

教 育

目 標

◇２・３年次のコース・系について　　

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース
決　定

1年次の6月にコース選択について説明し、7月に希望調査を行います。コース・系の決定については、各
自の希望と学習状況をもとに調整して決定します。２・3年次は継続したコースで学習します。

平成30年度入学生から教育システムが新たになり、２年目を迎えました。

普通科
 設置

学科等

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

京都府立洛水高等学校

フロンティアコース（進路探究コース）　地理歴史系、健康系、生活系、経営系

アドバンストコース（大学進学コース）　自然系、人文系
２・３年次

共通

全日制

●地理歴史系　　●生活系
●健康系　　　　●経営系

個々の興味・関心に応じた多様な選択科目

卒業後の進路

大学

大学
短期大学

専修・各種学校
就職（一般企業・公務員）

２・３年次（週３１時間）

アドバンスト　コース（大学進学コース）

●自然系・・・理数系科目が充実
●人文系・・・文系科目が充実

フロンティア　コース（進路探究コース）

１年次（週31時間）

全クラス共通

●数学・英語は習熟
度別授業

●基礎基本を大切に
した授業

キャリア教育は全ての教育活動の中心で、調和のとれた人間形成であり、「知」「徳」「体」の「徳」を一番に据えた「生きる力」の育成を目指します。

京都府立洛水高等学校　キャリア教育

基本的な生活習慣 地域社会での信頼と貢献 資質能力の伸長

健康増進と体力の伸長 基礎基本の学力の定着 人権意識の高揚

洛水式キャリア教育
豊かな人間性

生きる力の育成

教科・　
学習指導

学校行事  部活動

１年次 １学期 ○入学生オリエンテーション

○キャリア教育（自分史、集団形成、合意形成、敬語学習、ビジネスマナー）

○プロフェッショナル講話

○プロフェッショナルインタビュー【企業トップにインタビュー】

２学期 ○プロフェッショナルインタビュー全体発表会

○防災教育（ＡＥＤ・心肺蘇生、防災学習）

○インターンシップ【就業体験】

３学期 ○インターンシップ全体発表会

○社会参加教育（献血セミナー、消費者講座）

２年次 １学期 ○研修旅行【地域の産業・体験学習調べ】

２学期 ○伏見学研究【歴史・文化・企業・インフラ・インバウンドからの研究】

３学期 ○伏見学全体発表会

○ガイダンス・セミナー（命の学習、子育て学習プログラム、租税教室）

○進路研究【大学、専門学校、就職・公務員】

総合的な学習の時間（１年次２時間＋２年次１時間） 

２・３学
期

平成29年度1年生
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京都府立京都すばる高等学校
　  "新学科誕生！ 京都のビジネス教育は新たなステージへ!！"
　　"情報教育の発信をすばるから全国へ!！"

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍
 　・情報処理　 ・簿記 　・珠算

 　・ワープロ 　・ＥＳＳ 　・放送

○近畿・関西大会等の活躍
   ・吹奏楽　 ・女子ホッケー　

　 ・卓球   ・陸上競技

○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
 　・陸上競技    ・女子バレーボール

○全日制課程(平成31年４月　学科改編予定） 　 ・硬式野球　  ・男子バレーボール

　　商業に関する学科　<起業創造科（仮称）・企画科（仮称） 　 ・サッカー 　 ・女子バスケットボール

 　・女子ホッケー　 ・女子ハンドボール

○創立 昭和60年４月 　 ・女子バドミントン   ・女子ソフトボール　

○生徒数 （平成30年５月１日現在）  　・卓球 　・テニス 　 ・女子バトントワリング

1年 2年 3年 計    ・男子バスケットボール同好会

男
女 進路状況

※現役生の進路状況（進路先別実数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
国公立4年制大学

○授業（学科の特色ある取組） 私立4年制大学
　・起業創造科：起業マネジメント 国公立・私立短期大学
　　　　　　　（仮称）　　高大接続プログラム

　・企　 画　 科：グローバルビジネス

　　　　　（仮称）    海外販売実習等

　・情報科学科：ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞ

　　　　　　　　　  アプリ開発

○学校行事
　・新入生一泊研修・遠足（４月下旬）

　・球技大会（５月下旬）

　・体育祭（９月下旬）

　・販売学習京都すばるデパート(11月中旬)

　・耐寒ロードレース（２月上旬)

○研修旅行（２年生で実施）

地図

○トピックス

　　　※次年度以降は検討中

         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>

　・沖縄（平成30年度）

○制服

　　民泊および体験型研修

就職
公務員

その他(含留学）

卒業生からのメッセージ 牧野 望 さん

○全日制課程(平成31年４月　学科改編予定）

平成 年度 情報科学科卒業

同志社大学 文化情報学部卒

京セラコミュニケーションシステム株式会社勤務

◆近鉄向島駅から西へ徒歩 分

国家資格の取得に向けて勉強したことや仲間と

協力してプログラミングをしたこと等、専門学科

ならではの経験を沢山できました。これらの経験から、目標に向かい

最後まで諦めず努力することの大切さを学ぶことができ、大学での研

究や職場での前向きに取り組む姿勢につながっています。人として成

長できたことは大いに役立っています。

起業創造科（仮称）と企画科（仮称）が誕生！！

～京都のビジネス教育は新たなステージへ！

２０１９年４月、商業３学科を２学科に改編！～

これまでの商業の３つの学科を融合し、起業家マインドをもち、地域

創生に貢献できる人材の育成、国際的視野をもち、社会全体に貢献

できる人材の育成を目指します。

設置

学科等
全日制

商業に関する学科
起業創造科（仮称） これまでの商業３学科（会計科・企画科・ビジネス探求科）を融合し

新たなビジネスステージを目指して２学科に改編します。企画科（仮称）

情報に関する学科 情報科学科 スーパー･プロフェッショナル･ハイスクール指定３年目になりました。

教育

目標

☆ 確かな学力と深い専門性を備えた社会人の育成

☆ 豊かな人間力と社会貢献力を身に付けた国際人の育成

☆ 伝統文化を重んじつつ激変の時代を生き抜く力の育成

☆ 倫理観と正義感を備え多様性を受容する心の育成

学
校
の
特
色

●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。

教
育
シ
ス
テ
ム

京都府立京都すばる高等学校

生活
の糧

生き
がい

社会
貢献

働くことの目的

幸せな人生のために
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京都府立京都すばる高等学校
　  "新学科誕生！ 京都のビジネス教育は新たなステージへ!！"
　　"情報教育の発信をすばるから全国へ!！"

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍
 　・情報処理　 ・簿記 　・珠算

 　・ワープロ 　・ＥＳＳ 　・放送

○近畿・関西大会等の活躍
   ・吹奏楽　 ・女子ホッケー　

　 ・卓球   ・陸上競技

○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
 　・陸上競技    ・女子バレーボール

○全日制課程(平成31年４月　学科改編予定） 　 ・硬式野球　  ・男子バレーボール

　　商業に関する学科　<起業創造科（仮称）・企画科（仮称） 　 ・サッカー 　 ・女子バスケットボール

 　・女子ホッケー　 ・女子ハンドボール

○創立 昭和60年４月 　 ・女子バドミントン   ・女子ソフトボール　

○生徒数 （平成30年５月１日現在）  　・卓球 　・テニス 　 ・女子バトントワリング

1年 2年 3年 計    ・男子バスケットボール同好会

男
女 進路状況

※現役生の進路状況（進路先別実数）

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
国公立4年制大学

○授業（学科の特色ある取組） 私立4年制大学
　・起業創造科：起業マネジメント 国公立・私立短期大学
　　　　　　　（仮称）　　高大接続プログラム

　・企　 画　 科：グローバルビジネス

　　　　　（仮称）    海外販売実習等

　・情報科学科：ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾗﾎﾞ

　　　　　　　　　  アプリ開発

○学校行事
　・新入生一泊研修・遠足（４月下旬）

　・球技大会（５月下旬）

　・体育祭（９月下旬）

　・販売学習京都すばるデパート(11月中旬)

　・耐寒ロードレース（２月上旬)

○研修旅行（２年生で実施）

地図

○トピックス

　　　※次年度以降は検討中

         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>

　・沖縄（平成30年度）

○制服

　　民泊および体験型研修

就職
公務員

その他(含留学）

卒業生からのメッセージ 牧野 望 さん

平成 年度 情報科学科卒業

同志社大学 文化情報学部卒

京セラコミュニケーションシステム株式会社勤務

◆近鉄向島駅から西へ徒歩 分

国家資格の取得に向けて勉強したことや仲間と

協力してプログラミングをしたこと等、専門学科

ならではの経験を沢山できました。これらの経験から、目標に向かい

最後まで諦めず努力することの大切さを学ぶことができ、大学での研

究や職場での前向きに取り組む姿勢につながっています。人として成

長できたことは大いに役立っています。

起業創造科（仮称）と企画科（仮称）が誕生！！

～京都のビジネス教育は新たなステージへ！

２０１９年４月、商業３学科を２学科に改編！～

これまでの商業の３つの学科を融合し、起業家マインドをもち、地域

創生に貢献できる人材の育成、国際的視野をもち、社会全体に貢献

できる人材の育成を目指します。

設置

学科等
全日制

商業に関する学科
起業創造科（仮称） これまでの商業３学科（会計科・企画科・ビジネス探求科）を融合し

新たなビジネスステージを目指して２学科に改編します。企画科（仮称）

情報に関する学科 情報科学科 スーパー･プロフェッショナル･ハイスクール指定３年目になりました。

教育

目標

☆ 確かな学力と深い専門性を備えた社会人の育成

☆ 豊かな人間力と社会貢献力を身に付けた国際人の育成

☆ 伝統文化を重んじつつ激変の時代を生き抜く力の育成

☆ 倫理観と正義感を備え多様性を受容する心の育成

学
校
の
特
色

●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。

教
育
シ
ス
テ
ム

京都府立京都すばる高等学校

生活
の糧

生き
がい

社会
貢献

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

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

○文化系

○創立 昭和50年４月
○生徒数（平成30年5月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 92 104 90 286

女 109 94 103 306

○授業 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

6 1 0
135 132 140
17 20 19
10 13 13
51 47 58

○学校行事 15 11 8

○研修旅行

○制服

近郊地図

○トピックス

全国高校総体出場
　体操競技部（新体操）26・28年度
  自転車競技部25･26･27・28・29年度
　＊25年度スクラッチ優勝
全国高校総合文化祭出場
　合唱部26･27・28・29年度
第１回日学・黒板アート甲子園優秀賞
　美術部28年度

○全国大会等の活躍

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

進路状況

写真

専門学科等の授
業風景

進路先（現役生の延べ数）

写真

吹奏楽部、美術部、写真部、放送部
フォークソング部、書道部、華道部
演劇部、パソコン部、合唱部、英語部

○体育系
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)、女子バレーボール部
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

専修・各種学校（看護・医療系）

○全日制課程（平成30年４月現在）
            普通科

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（その他）

　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。

学校生活

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

1年制服写真

写真

写真

  第２学年の２学期に海外研修旅行(台湾方
面）を実施しています。

　遠足（１・３年・４月）
　団体鑑賞（２年・５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

写真

卒業生からのメッセージ
生徒会事務局員としてボランティア活動

に参加しました。
勉強は授業を中心に取り組み、大学に

合格することができました。
近畿大学 総合社会学部 田中敦也

生徒用 iPad を活用しています！
電子黒板等のICT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。

◆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年次のクラス・・・合格発表後の診断テストと希望調査を総合的に判断してクラスを決定

２年次以降の文理・文コース・・・１年次の２学期に希望進路と学習状況を総合的に判断して決定

■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

■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」

●海外現地校との交流やフィールドワーク

学力伸長クラス

■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・女子バレーボール

・ラグビー・吹奏楽・合唱・書道など体育系、文化系の魅力ある部活動

標準クラス

向陽高校は放課後を大切にします

１年全クラス・２年文理コースでは、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、進学補習や弱点補強等の機会を設けます。

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

京都府立向陽高等学校

２
年
次

看護医療系大学

・専門学校
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京都府立向陽高等学校

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

○文化系

○創立 昭和50年４月
○生徒数（平成30年5月１日現在）

1年 2年 3年 計

男 92 104 90 286

女 109 94 103 306

○授業 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

6 1 0
135 132 140
17 20 19
10 13 13
51 47 58

○学校行事 15 11 8

○研修旅行

○制服

近郊地図

○トピックス

全国高校総体出場
　体操競技部（新体操）26・28年度
  自転車競技部25･26･27・28・29年度
　＊25年度スクラッチ優勝
全国高校総合文化祭出場
　合唱部26･27・28・29年度
第１回日学・黒板アート甲子園優秀賞
　美術部28年度

○全国大会等の活躍

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

進路状況

写真

専門学科等の授
業風景

進路先（現役生の延べ数）

写真

吹奏楽部、美術部、写真部、放送部
フォークソング部、書道部、華道部
演劇部、パソコン部、合唱部、英語部

○体育系
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)、女子バレーボール部
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

専修・各種学校（看護・医療系）

○全日制課程（平成30年４月現在）
            普通科

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（その他）

　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。

学校生活

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

1年制服写真

写真

写真

  第２学年の２学期に海外研修旅行(台湾方
面）を実施しています。

　遠足（１・３年・４月）
　団体鑑賞（２年・５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

写真

卒業生からのメッセージ
生徒会事務局員としてボランティア活動

に参加しました。
勉強は授業を中心に取り組み、大学に

合格することができました。
近畿大学 総合社会学部 田中敦也

生徒用 iPad を活用しています！
電子黒板等のICT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。

◆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年次のクラス・・・合格発表後の診断テストと希望調査を総合的に判断してクラスを決定

２年次以降の文理・文コース・・・１年次の２学期に希望進路と学習状況を総合的に判断して決定

■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

■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」

●海外現地校との交流やフィールドワーク

学力伸長クラス

■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・女子バレーボール

・ラグビー・吹奏楽・合唱・書道など体育系、文化系の魅力ある部活動

標準クラス

向陽高校は放課後を大切にします

１年全クラス・２年文理コースでは、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、進学補習や弱点補強等の機会を設けます。

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

京都府立向陽高等学校

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

学校概要 ○修学旅行　～国際感覚を磨く～

　平成30年度入学生

　◎普通科理系コース　２年次　マレーシア ボルネオ島研修

　◎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

　◎スポーツ健康科学科　２年次　グアム島研修

　

○全日制課程(平成30年４月現在) 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30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 ○文化系 　10の部・同好会が活動しています｡

女

学校生活
○授業　～学力を伸ばす環境～

　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 ○体育系

　伸ばす授業」を展開しています。

○学校行事　～豊富な感動体験～

　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。 H27年度 H28年度 H29年度

国公立4年制大学
○自習室　～夢に向かって～ 私立4年制大学
　早朝から部活動後もしっかり学習 国公立・私立短期大学
　できる環境が整っています。 専修・各種学校
　（個別ブース型、冷暖房完備） 公務員

就職
○制服　～伝統と革新～

　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。

○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

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  
   硬式野球部が第90回記念選抜高等学校野球大会に出場 

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 

第１回 学科説明会（スポーツ健康科学科） ５月１２日（土）

第２回 学科説明会（普通科） ６月１６日（土）

第３回 学校説明会・部活動体験会 ８月２１日（火）

第４回 部活動体験会 ９月 ９日 日

第５回 学校説明会 １０月２７日（土）

個別進路相談会・・・ 祝 土 土 土

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、高いレベルの「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年前半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年前半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。

普通科は理系１クラス、文 ２クラス、文 ３クラスで編成しています。

（ ３０年度入学生）

●確かな学力の構築（知力）
 ・ICT活用授業による「わかる授業」の創造
       （全教室にプロジェクター設置＝いつでもICT機器の利用可）　
 ・知的好奇心をくすぐる多様な土曜活用講座

 ・朝テストによる基礎学力の養成・定着及び進学補習による発展的学力の育成

●質の高い部活動の展開（体力）
 ・「運動は頭で理解し、身体で表現するものです。」
       スペシャリストやアドバイザーによる科学的な理論の習得と実践
 ・府下有数の施設設備（芝生グラウンド・多目的室内練習場・全天候型走路等）

 ・府内トップレベルの選手育成 　・部活動加入率82％

●規律正しい学校生活の確立と地域貢献（人間力）
 ・制服の着こなしなど身だしなみの徹底した指導
 ・「遅刻ゼロ」「挨拶励行」の集団づくり
 ・学校行事、地域活動への積極的な参画

地 域 の 理 系 を 担 う

スポーツ健康科学科生が牽引

学 校 改 革 の確かな 足跡

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

　
　
　
　
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
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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

学校概要 ○修学旅行　～国際感覚を磨く～

　平成30年度入学生

　◎普通科理系コース　２年次　マレーシア ボルネオ島研修

　◎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

　◎スポーツ健康科学科　２年次　グアム島研修

　

○全日制課程(平成30年４月現在) 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30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 ○文化系 　10の部・同好会が活動しています｡

女

学校生活
○授業　～学力を伸ばす環境～

　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 ○体育系

　伸ばす授業」を展開しています。

○学校行事　～豊富な感動体験～

　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。 H27年度 H28年度 H29年度

国公立4年制大学
○自習室　～夢に向かって～ 私立4年制大学
　早朝から部活動後もしっかり学習 国公立・私立短期大学
　できる環境が整っています。 専修・各種学校
　（個別ブース型、冷暖房完備） 公務員

就職
○制服　～伝統と革新～

　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。

○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

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  
   硬式野球部が第90回記念選抜高等学校野球大会に出場 

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 

第１回 学科説明会（スポーツ健康科学科） ５月１２日（土）

第２回 学科説明会（普通科） ６月１６日（土）

第３回 学校説明会・部活動体験会 ８月２１日（火）

第４回 部活動体験会 ９月 ９日 日

第５回 学校説明会 １０月２７日（土）

個別進路相談会・・・ 祝 土 土 土

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、高いレベルの「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年前半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年前半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。

普通科は理系１クラス、文 ２クラス、文 ３クラスで編成しています。

（ ３０年度入学生）

●確かな学力の構築（知力）
 ・ICT活用授業による「わかる授業」の創造
       （全教室にプロジェクター設置＝いつでもICT機器の利用可）　
 ・知的好奇心をくすぐる多様な土曜活用講座

 ・朝テストによる基礎学力の養成・定着及び進学補習による発展的学力の育成

●質の高い部活動の展開（体力）
 ・「運動は頭で理解し、身体で表現するものです。」
       スペシャリストやアドバイザーによる科学的な理論の習得と実践
 ・府下有数の施設設備（芝生グラウンド・多目的室内練習場・全天候型走路等）

 ・府内トップレベルの選手育成 　・部活動加入率82％

●規律正しい学校生活の確立と地域貢献（人間力）
 ・制服の着こなしなど身だしなみの徹底した指導
 ・「遅刻ゼロ」「挨拶励行」の集団づくり
 ・学校行事、地域活動への積極的な参画

●確かな学力の構築（知力）

地 域 の 理 系 を 担 う

スポーツ健康科学科生が牽引

学 校 改 革 の確かな 足跡

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

　
　
　
　
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
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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30年４月現在）
               普通科

○創立 昭和59年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 64 69 68 201
女 136 129 122 387

学校生活 進路状況
○授業 のべ合格者数（現役のみ）

H27年度 H28年度 H29年度
11 4 8

283 198 215
○海外研修旅行 17 13 13
　　パイオニア・アカデミック　→　台湾 36 42 41
　　　　＜現地高校・企業交流、自然観察　等＞ 2 4 5
　　グローバル　→　オーストラリア

○学校行事 等

○制服

地図

■姉妹校アメリカ・アーリントン高校と長期・短期留学プログラム
■アメリカ・シャコピー高校短期留学プログラムも始まり、さらに充実！

■東京2020オリンピック・パラリンピック教育実施校（H29～）

落ち着いた学習環境・魅力ある授業の創造

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

私は３年間、吹奏楽部に所属しました。他の
クラブよりも引退時期が少し遅く受験勉強と
の両立に悩んだこともありましたが、家族や
先生方の支えもあり無事やり遂げられまし
た。部活動と勉強の両方に３年間真剣に打ち
込んだことは自分にとっての自信にも繋がっ
たと思っています。皆さんもぜひ西乙訓高校
に入学して一生懸命になれることを見つけ充
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★★★

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

校外学習、球技大会、文化祭、体育祭、百人一首大会、英語レシテーションコン
テスト、スピーチコンテスト、イングリッシュキャンプ、英検の校内実施、GTECの
全員受験、国際交流プログラム、JICA講演、小学生との交流、伝統文化講習
会、キャリアプランガイダンス、高大連携プログラム　ほか

習熟度別授業、進路希望に対応した選択科目
授業を展開しています。

　　　　＜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＞

■伸びるGTECトータルスコア！（全員受験・1年生英語4技能検定受験）

平成29年度よりアメリカ・シャコピー高校短期留
学プログラムが始まり、実際に向こうの授業を受
けるなどより内容が充実しました。また姉妹校の
アメリカ・アーリントン高校とは、西乙訓独自のプ
ログラムで体験することができます。さらに昨年
度から３名の生徒がアメリカ・アーリントン高校へ
1年間の長期留学をしています。多くのことを学
び、貴重な経験ができるプログラムです。

京都教育大学
教育学部

長岡中学校卒業

平成29年度卒業

吹奏楽部　副部長

上林　加奈

○トピックス

■「ユネスコスクール」　加盟申請中
■日本英語検定協会より「奨励賞」受賞！（H29年度）

部活動

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～

パイオニアコース、アカデミックコース（文系・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

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（国語・数学・英語）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。

京都府立西乙訓高等学校
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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30年４月現在）
               普通科

○創立 昭和59年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男 64 69 68 201
女 136 129 122 387

学校生活 進路状況
○授業 のべ合格者数（現役のみ）

H27年度 H28年度 H29年度
11 4 8

283 198 215
○海外研修旅行 17 13 13
　　パイオニア・アカデミック　→　台湾 36 42 41
　　　　＜現地高校・企業交流、自然観察　等＞ 2 4 5
　　グローバル　→　オーストラリア

○学校行事 等

○制服

地図

■姉妹校アメリカ・アーリントン高校と長期・短期留学プログラム
■アメリカ・シャコピー高校短期留学プログラムも始まり、さらに充実！

■東京2020オリンピック・パラリンピック教育実施校（H29～）

落ち着いた学習環境・魅力ある授業の創造

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

私は３年間、吹奏楽部に所属しました。他の
クラブよりも引退時期が少し遅く受験勉強と
の両立に悩んだこともありましたが、家族や
先生方の支えもあり無事やり遂げられまし
た。部活動と勉強の両方に３年間真剣に打ち
込んだことは自分にとっての自信にも繋がっ
たと思っています。皆さんもぜひ西乙訓高校
に入学して一生懸命になれることを見つけ充
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★★★

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

校外学習、球技大会、文化祭、体育祭、百人一首大会、英語レシテーションコン
テスト、スピーチコンテスト、イングリッシュキャンプ、英検の校内実施、GTECの
全員受験、国際交流プログラム、JICA講演、小学生との交流、伝統文化講習
会、キャリアプランガイダンス、高大連携プログラム　ほか

習熟度別授業、進路希望に対応した選択科目
授業を展開しています。

　　　　＜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＞

■伸びるGTECトータルスコア！（全員受験・1年生英語4技能検定受験）

平成29年度よりアメリカ・シャコピー高校短期留
学プログラムが始まり、実際に向こうの授業を受
けるなどより内容が充実しました。また姉妹校の
アメリカ・アーリントン高校とは、西乙訓独自のプ
ログラムで体験することができます。さらに昨年
度から３名の生徒がアメリカ・アーリントン高校へ
1年間の長期留学をしています。多くのことを学
び、貴重な経験ができるプログラムです。

京都教育大学
教育学部

長岡中学校卒業

平成29年度卒業

吹奏楽部　副部長

上林　加奈

○トピックス

■「ユネスコスクール」　加盟申請中
■日本英語検定協会より「奨励賞」受賞！（H29年度）

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～

パイオニアコース、アカデミックコース（文系・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

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（国語・数学・英語）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。
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http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300803

学校概要 部活動等
○創立 昭和27年4月(1952年)

・女子バスケットボール部
・テニス部
・体操部 　・ソフトテニス部

○全日制課程（平成30年４月現在） ・水泳部 　・アーチェリー部

○その他,生徒の活躍
・グローバルリーダー育成研修（ロンドン）5名派遣

　■アカデミア科 ・グローバルクラスメートサミット（ワシントンDＣ）2名派遣
・東アジア文化都市2017青少年交流（中国長沙市）4名派遣

○生徒数(平成30年5月1日現在) ・京都市中高生論文コンクール優秀賞1名
1年 2年 3年 計 ・京都府高等学校英語スピーチコンテスト優勝

男 145 121 148 414 ・PDA高校生即興型英語ディベート全国大会出場
女 177 201 165 543 進路状況

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度
国公立４年制大学 27 54 33

○授業 私立４年制大学 583 589 455
写真 国公立・私立短期大学 15 11 5

○学校行事
写真

○海外研修
写真

○制服
写真

地図

○トピックス

近郊地図

京都市立紫野高等学校
２１世紀を自分で歩く国際人になる！

　　　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

・ソフトテニス部
・体操部
・アメリカンフットボール部チア
・放送局

○近畿大会出場

　■普通科

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

・７限授業　普通科　アカデミア科　週4日
・英語・数学で習熟度別授業
・夏季/冬季進学補習

・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

・普通科　マレーシア研修
　　　　　　　（3泊5日）
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校章

Global Classmatesオンライン文化言語交流プログラム

「ビデオ甲子園」全国 1位！
このコンテストは、グローバルクラスメートの参加校が、特定のテーマに基

づき数分の動画を制作し、その出来栄えを競いあいます。日本人生徒は英

語で、アメリカ人生徒は日本語で取り組みます。今回のテーマは「私たちの

情熱（Our Passion)」。インターネットで作品を視聴できますので、「紫野高校

ビデオ甲子園」で検索してみてください！

卒業生からのメッセージ
紫野高校は「自分で考える力を育む」高校です。文化祭や体

育祭、様々な学校行事を生徒達が主体となって企画し、良いも

のを作ろうと全員が懸命に努力します。先生方も、答えを教える

のではなく「生徒が自分で考えられる」ようにサポートしてくれま

す。それは学習面でも同じです。私は、空き時間に自習室を使っ

て集中して勉強し、本当に分からない問題がある場合に先生に

質問することで、学力が向上しました。部活動でも、部員たちで

練習メニューを考えて活動している部もあるなど、紫野高校の校

風の基礎になっているのは、三つの校是のうちの一つである「自

由と規律」だと思います。自分で考え、自分を律する紫野高校で、

充実した高校生活を送ってください！

平成30年3月卒業生 普通科スタンダードクラス理系 近藤翔悟
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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 

◇ Super Science High School 

ー 50 ー

京都府公立高等学校スクールガイド.indd   50 18/05/15   11:32



‐

5

5

WITH

 

 

 

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 

◇ Super Science High School 

ー 51 ー

京都府公立高等学校スクールガイド.indd   51 18/05/15   11:32



21

3

3

 

 

 

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 

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 

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。 

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 

コース選択

１年生 
共通カリキュラム 

Communication
人とつながる力 

英語運用と ICT活用を 

学びます

Challenge
果敢に知と向き合う力 
深い知の世界に挑戦し続け， 

自分を磨きます 

エンタープライジング科入学

*「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。 

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 

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等

の確認テスト（年間約 10 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3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
真の情報活用能力を身につけます

２年 ３年 
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30 3

HELLO Village is NOW OPEN!!

"HELLO Village"
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