
■普通科 （単位制）変更予定

■文理総合科（単位制）変更予定

※令和２年度入学生より

◆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

➡現役生延べ人数

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系：吹奏楽、軽音楽、放送、写真、手話、書道、美術、茶道、イラストレーション、新聞、

ESS同好会、JRC同好会、競技かるた同好会

体育系：硬式野球、サッカー、バスケットボール、女子バレーボール、ラグビー、テニス、ソフトテニス、

陸上競技、卓球、弓道、剣道、水泳、山岳、男子ハンドボール、女子バドミントン、バトントワリング、ダンス

○授業 (令和元年度入学生) ○学校行事 ○修学旅行 令和元年度入学生

１～３年ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ　週32時間授業 フレッシャーズセミナー 普通科：スキー研修　文理総合科：シンガポール研修

ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ　週33時間授業 （第１学年１泊学習研修：４月） ※来年度から普通科は海外1カ所、国内3カ所より行き先を選択できます。

１～３年文理総合科　週33時間授業 校外学習（第２・３学年：４月） ○国際交流 山城高校ではグローバルな感覚を持った人材

※令和２年度入学生から 球技大会（６月） の育成を目標にし、海外との様々な学校との交流を積極的に行っ

１～３年　普通科 芸術鑑賞(７月)1年伝統芸能，2･3年演劇 ています。今年度もドイツのフィルダーベンデン校から留学生を

１～３年　文理総合科 山城祭（９月）、体育祭（９月） 受け入れます。

学校の特色

教育システム

～伝統校が今、新たな進化を遂げる～

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立山城高等学校

学校概要(創立明治40年3月) 全日制課程 進路状況

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

公務員
就職

1年 2年 3年 合計

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

全課程週32時間授業

男

女

教育目標：ｸﾞﾛｰﾊﾞ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

卒業生からのメッセージ

皆さんは高校生活に何を求めますか？勉強、部活動･･･人それぞれだと思います。でもせっかくな

らその全てを実現したいですよね。それが可能なのが山城高校だと思います。私は 年 月頃まで全

力で部活をし、やりきった後に受験勉強に切り替え、国公立大学に合格しました。それができたの

は勉強と部活を頑張る仲間がいたからであり、先生方の大きな支えがあったからです。受験期には

個々での対策もしてくださり、本当に頼りになりました。また、周りの仲間は自分の夢や目標を

持っており、本当に沢山の刺激を受けました。山城高校は自分が願えばどんなことにでも挑戦でき

る、そしてそれを応援してもらえる環境が整った場所です。そして何より毎日が楽しく、私にとっ

ての山城高校での経験は一生の宝物です。是非、皆さんも山城高校に来て、充実した青春の 年間

を過ごしてください。 平成 年度卒業生 谷 映利果

近年、全国大会には水泳部、ﾀﾞﾝｽ部、

卓球部が出場し近畿大会は男子ﾊﾞｽｹｯ

ﾄﾎﾞｰﾙ部、水泳部、ﾃﾆｽ部、卓球部、弓

道部が出場しています。 
 

進路先 年度 
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文

理

総

合

科 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
研修旅行 

人文社会系 

自然科学系 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
グローバルネットワーク 

 
文

理

総

合

科 

週３２時間授業 
少人数講座 
進学補習 

高大連携・国際交流 
グローバルネットワーク 
 

難関国公立大学 
難関私立大学 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
研修旅行 

人文社会系 

自然科学系 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 

週３２時間授業 
少人数講座 
進学補習 

高大連携・国際交流 

難関国公立大学 
難関私立大学 

普
通
科

専
門
学
科

スクールバリュー 
進化し続ける伝統校 の 

     新しい時代が今、始まる。 

求める生徒像 
   質の高い文武両道を実現し、自立した自分像を追い求められる意欲的な生徒 

■自主・自立・共生の精神

チーム山城 ～ 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

・「ｸﾞﾛｰﾊﾞ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・体育祭・研修旅行等、生徒主体で活力ある学校行事

■ を取り入れた、新時代の授業スタイルを実践できる意識の高い生徒集団

■グローバル社会で活躍する力 ～ 世界が学びの場 ～

□ 等留学生の受入実績 ドイツ・スイス・ロシア・タイ・コロンビア等、１０ヶ国以上

□ ドイツ姉妹校（フィルダーベンデン校）との定期交流      単位制の導入によって広がる 
主体的な学びと進路実現 

年 ２年 ３年 進路

年 ２年 ３年 進路

部活動 ( 令和元年度設置状況 )

2年 3年

就職

1年

○生徒数（令和元年５月１日現在）

男

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

○研修旅行     ２年１学期に関東方面で実施。大学・研究○学校行事

＊市バス   荒神口 徒歩３分
    河原町丸太町 徒歩５分
＊京阪 神宮丸太町 徒歩10分
＊地下鉄   丸太町 徒歩12分
    京都市役所前 徒歩12分

　      　　　　　　　高校生徒や近隣大学留学生との交流

　　　  　　　　　　  機関・企業の訪問、文化学習をテーマとした

　      　　　　　　　探究的な活動

　      　　　　　　　との双方向の交流、台湾・中国等の来日

文化系 ： 演劇・合唱・吹奏楽・美術・書道・放送・茶道・自然科学・調理・軽音楽・情報処理・京都文化

○授業 ・基礎・基本の徹底、学力伸長

水球女子：全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第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：京都府高校選手権大会 男子団体３位

体育系 ： 陸上競技・水泳 (水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ) ・バスケットボール・バレーボール (女子) ・卓球・

　 　　      サッカー・バドミントン・剣道・弓道・テニス・自転車競技・フェンシング・硬式野球・ダンス

女

○国際交流     姉妹校 フランス・ジュールゲード国際高校

進路状況   現役生の合格状況 （延べ数）

国公立4年制大学

教育システム

学校生活 ( 令和元年度入学生 )

          ・大学・研究機関・企業との連携
          ・鴨沂独自の多彩な「 探究的な学習 」

10月 体育祭

 　 　　  ・週33単位、週2回7限、年間12回の土曜授業
          ・授業・自主学習・進路指導にＩＣＴを活用
          ・全教室電子黒板機能付プロジェクタ設置

 ５月 遠足

 ６月 研修旅行（2年）

 ９月 文化祭

多彩な 「学び」 を
通して

興味・関心を高め
実践力を身に付ける

入ってから
一人一人を伸ばす
面倒見のいい鴨沂

学校の特色

多様な 「交流」 を
通して

「生きる力」 を育む

小中学生・地域の方々と
様々な催事・行事で交流

一人一人に応じた
親身な進路指導

ＩＣＴを活用した
授業・自主学習・進路指導

放課後・部活後の自習室
納得するまで質問

ティームティーチングや
少人数講座で手厚い授業

大学等の先生の授業を受講
広く奥深い世界に触れる

京都の歴史文化遺産に学ぶ
フィールドワーク

自ら課題を発見し探究する
アクティブ・ラーニング

探究型学習等で学んだことを
発表・発信する力の育成

３月にフランス研修を実施
10月にフランス姉妹校が来校

大学生と学ぶ  サポートセミナー
教職インターンシップ

大学生・留学生・訪日外国人と
文化交流

学校概要 ( 創立 明治５年４月 )　  全日制課程

　鴨沂の教育は新時代へ！

公務員
専修・各種学校

京都府立鴨沂高等学校
〒602-0867
京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131

○普通科

・標準コース ( 文系 )

・発展コース

 ( 文系・理系・京都文化 )

計

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年次…学習状況と希望をもとにコースを決定

卒業生からのメッセージ 古塚優真 京都府立大学 岡崎中学校出身
厳しくも私たちを成長させてくださる先生方や切磋琢磨し合える仲間がいる鴨沂高校という

恵まれた環境だからこそ、進路目標を実現することができました。また、バスケットボール

部で主将を務めたことが、自分を人間として大いに高めてくれたことも鴨沂高校で得た一生

の財産です。

進路先 年度 

教育目標：世界平和を希求し、すべての人々が幸福になりうる社会をめざして、事実に基づいて真理を追究し、

それに従って実践しようと努力する人間をつくる。
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■普通科 （単位制）変更予定

■文理総合科（単位制）変更予定

※令和２年度入学生より

◆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

➡現役生延べ人数

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系：吹奏楽、軽音楽、放送、写真、手話、書道、美術、茶道、イラストレーション、新聞、

ESS同好会、JRC同好会、競技かるた同好会

体育系：硬式野球、サッカー、バスケットボール、女子バレーボール、ラグビー、テニス、ソフトテニス、

陸上競技、卓球、弓道、剣道、水泳、山岳、男子ハンドボール、女子バドミントン、バトントワリング、ダンス

○授業 (令和元年度入学生) ○学校行事 ○修学旅行 令和元年度入学生

１～３年ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ　週32時間授業 フレッシャーズセミナー 普通科：スキー研修　文理総合科：シンガポール研修

ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ　週33時間授業 （第１学年１泊学習研修：４月） ※来年度から普通科は海外1カ所、国内3カ所より行き先を選択できます。

１～３年文理総合科　週33時間授業 校外学習（第２・３学年：４月） ○国際交流 山城高校ではグローバルな感覚を持った人材

※令和２年度入学生から 球技大会（６月） の育成を目標にし、海外との様々な学校との交流を積極的に行っ

１～３年　普通科 芸術鑑賞(７月)1年伝統芸能，2･3年演劇 ています。今年度もドイツのフィルダーベンデン校から留学生を

１～３年　文理総合科 山城祭（９月）、体育祭（９月） 受け入れます。

学校の特色

教育システム

～伝統校が今、新たな進化を遂げる～

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立山城高等学校

学校概要(創立明治40年3月) 全日制課程 進路状況

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

公務員
就職

1年 2年 3年 合計

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

全課程週32時間授業

男

女

教育目標：ｸﾞﾛｰﾊﾞ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

卒業生からのメッセージ

皆さんは高校生活に何を求めますか？勉強、部活動･･･人それぞれだと思います。でもせっかくな

らその全てを実現したいですよね。それが可能なのが山城高校だと思います。私は 年 月頃まで全

力で部活をし、やりきった後に受験勉強に切り替え、国公立大学に合格しました。それができたの

は勉強と部活を頑張る仲間がいたからであり、先生方の大きな支えがあったからです。受験期には

個々での対策もしてくださり、本当に頼りになりました。また、周りの仲間は自分の夢や目標を

持っており、本当に沢山の刺激を受けました。山城高校は自分が願えばどんなことにでも挑戦でき

る、そしてそれを応援してもらえる環境が整った場所です。そして何より毎日が楽しく、私にとっ

ての山城高校での経験は一生の宝物です。是非、皆さんも山城高校に来て、充実した青春の 年間

を過ごしてください。 平成 年度卒業生 谷 映利果

近年、全国大会には水泳部、ﾀﾞﾝｽ部、

卓球部が出場し近畿大会は男子ﾊﾞｽｹｯ

ﾄﾎﾞｰﾙ部、水泳部、ﾃﾆｽ部、卓球部、弓

道部が出場しています。 
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科 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
研修旅行 

人文社会系 

自然科学系 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
グローバルネットワーク 

 
文

理

総

合

科 

週３２時間授業 
少人数講座 
進学補習 

高大連携・国際交流 
グローバルネットワーク 
 

難関国公立大学 
難関私立大学 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 
研修旅行 

人文社会系 

自然科学系 

週３２時間授業 
進学補習 

高大連携・国際交流 

週３２時間授業 
少人数講座 
進学補習 

高大連携・国際交流 

難関国公立大学 
難関私立大学 

普
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科
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スクールバリュー 
進化し続ける伝統校 の 

     新しい時代が今、始まる。 

求める生徒像 
   質の高い文武両道を実現し、自立した自分像を追い求められる意欲的な生徒 

■自主・自立・共生の精神

チーム山城 ～ 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

・「ｸﾞﾛｰﾊﾞ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・体育祭・研修旅行等、生徒主体で活力ある学校行事

■ を取り入れた、新時代の授業スタイルを実践できる意識の高い生徒集団

■グローバル社会で活躍する力 ～ 世界が学びの場 ～

□ 等留学生の受入実績 ドイツ・スイス・ロシア・タイ・コロンビア等、１０ヶ国以上

□ ドイツ姉妹校（フィルダーベンデン校）との定期交流      単位制の導入によって広がる 
主体的な学びと進路実現 

年 ２年 ３年 進路

年 ２年 ３年 進路

部活動 ( 令和元年度設置状況 )

2年 3年

就職

1年

○生徒数（令和元年５月１日現在）

男

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

○研修旅行     ２年１学期に関東方面で実施。大学・研究○学校行事

＊市バス   荒神口 徒歩３分
    河原町丸太町 徒歩５分

＊京阪 神宮丸太町 徒歩10分
＊地下鉄   丸太町 徒歩12分
    京都市役所前 徒歩12分

　      　　　　　　　高校生徒や近隣大学留学生との交流

　　　  　　　　　　  機関・企業の訪問、文化学習をテーマとした

　      　　　　　　　探究的な活動

　      　　　　　　　との双方向の交流、台湾・中国等の来日

文化系 ： 演劇・合唱・吹奏楽・美術・書道・放送・茶道・自然科学・調理・軽音楽・情報処理・京都文化

○授業 ・基礎・基本の徹底、学力伸長

水球女子：全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第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：京都府高校選手権大会 男子団体３位

体育系 ： 陸上競技・水泳 (水球・ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ) ・バスケットボール・バレーボール (女子) ・卓球・

　 　　      サッカー・バドミントン・剣道・弓道・テニス・自転車競技・フェンシング・硬式野球・ダンス

女

○国際交流     姉妹校 フランス・ジュールゲード国際高校

進路状況   現役生の合格状況 （延べ数）

国公立4年制大学

教育システム

学校生活 ( 令和元年度入学生 )

          ・大学・研究機関・企業との連携
          ・鴨沂独自の多彩な「 探究的な学習 」

10月 体育祭

 　 　　  ・週33単位、週2回7限、年間12回の土曜授業
          ・授業・自主学習・進路指導にＩＣＴを活用
          ・全教室電子黒板機能付プロジェクタ設置

 ５月 遠足

 ６月 研修旅行（2年）

 ９月 文化祭

多彩な 「学び」 を
通して

興味・関心を高め
実践力を身に付ける

入ってから
一人一人を伸ばす
面倒見のいい鴨沂

学校の特色

多様な 「交流」 を
通して

「生きる力」 を育む

小中学生・地域の方々と
様々な催事・行事で交流

一人一人に応じた
親身な進路指導

ＩＣＴを活用した
授業・自主学習・進路指導

放課後・部活後の自習室
納得するまで質問

ティームティーチングや
少人数講座で手厚い授業

大学等の先生の授業を受講
広く奥深い世界に触れる

京都の歴史文化遺産に学ぶ
フィールドワーク

自ら課題を発見し探究する
アクティブ・ラーニング

探究型学習等で学んだことを
発表・発信する力の育成

３月にフランス研修を実施
10月にフランス姉妹校が来校

大学生と学ぶ  サポートセミナー
教職インターンシップ

大学生・留学生・訪日外国人と
文化交流

学校概要 ( 創立 明治５年４月 )　  全日制課程

　鴨沂の教育は新時代へ！

公務員
専修・各種学校

京都府立鴨沂高等学校
〒602-0867
京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131

○普通科

・標準コース ( 文系 )

・発展コース

 ( 文系・理系・京都文化 )

計

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年次…学習状況と希望をもとにコースを決定

卒業生からのメッセージ 古塚優真 京都府立大学 岡崎中学校出身
厳しくも私たちを成長させてくださる先生方や切磋琢磨し合える仲間がいる鴨沂高校という

恵まれた環境だからこそ、進路目標を実現することができました。また、バスケットボール

部で主将を務めたことが、自分を人間として大いに高めてくれたことも鴨沂高校で得た一生

の財産です。

進路先 年度 

教育目標：世界平和を希求し、すべての人々が幸福になりうる社会をめざして、事実に基づいて真理を追究し、

それに従って実践しようと努力する人間をつくる。
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　　伝統と創造 そして 輝く君がいる 

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○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 *青色はスポーツ総合専攻の専攻種目
○体育系：ハンドボール(男女)・サッカー(男)・ラグビー(男)・バレーボール(女)・陸上競技(男女)・硬式野球・バレーボール(男)
　　　　　バスケットボール(男女)・ソフトテニス(女)・テニス・バドミントン・剣道・弓道・水泳・山岳
学校生活(令和元年度入学生)
○授業　・１年次は基礎基本を確実に学習、そのうえで応用力を養う高度な内容を学習します。　　
　　　　・２､３年次は文理に分かれて発展的学習を行います。
　　　　・文理コース､サイエンス科(中高一貫)にはSSH「洛北サイエンス」に属する学校設定教科を設置しています。
○学校行事　・新入生歓迎会(４月)　・遠足(４月)　・団体鑑賞(５月)　・文化祭(９月）・体育祭(10月)　・持久走大会(２月)
○修学旅行　・スキー研修旅行@信州方面(１年次)(１月)

学校の特色
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
　◆学年制を基軸とする「洛北の単位制」　　　◆洛北サイエンスで発展的学習（普通科文理コース、サイエンス科）　
　◆多彩な選択科目。洛北総合選択で興味関心に応じた学習が可能！ （令和元年度「洛北総合選択」設置科目数：20科目）

★ サイエンス科(中高一貫)・文理コースで多彩なSSHプログラムを実施。サイエンス探究、サイエンス
　チャレンジやサイエンスツアーで科学的好奇心を満たし、探究の面白さを知る！
　授業や放課後、土曜日を利用し、大学教員や専門職の方々による特別講義を多数実施。

★洛北高校独自のプログラム。希望者を募り、高校で事前学習を実施、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)、
　スタンフォード大学の学生との交流やディベートに参加。現地での様々な研修を通じて国際感覚を養います。
・アメリカやイギリス、オーストラリア等への短期留学に多数参加（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や、
   エディンバラ語学研修(京都府教育委員会補助事業)、トビタテ！留学ジャパンなどを利用して国際感覚を磨けます。

★部活動加入率は90%超！　勉強も部活動も一所懸命とことん前向きに頑張る洛北生。
　文理コースの35％が国公立大学に現役合格。

教育システム
コース決定◇文理コース、サイエンス科(中高一貫)は入学後、文系・理系進学に応じて科目登録をします。

※普通科文理コースと普通科スポーツ総合専攻は、京都府内全域から志願が可能 ※サイエンス科は高校からの募集はありません

　京都府立洛北高等学校
〒606-0851
京都市左京区下鴨梅ノ木町59

学校概要(創立 1870年(明治３年)) 全日制課程(単位制) 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

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

部活動(令和元年度設置状況)

1年 2年 3年 計
男
女

◆京都市営地下鉄北山駅から徒

歩12分 ◆市バス洛北高校前から

徒歩５分、洛北高校正門前すぐ

洛北高校は文武両道を目指す人にとてもおすすめです。私は３年間テニス部に所属して

いました。部活動と勉強どちらもがんばっている人が多く、受験のときにはみんなの勉

強に対する意識がとても高かったので私も刺激を受け、最後までがんばることができま

した。私は洛北高校だからさまざまなことに全力で取り組めたのだと思います。

楊萌生 （ 卒業 神戸大学医学部保健学科看護学専攻入学）

〇普通科
・文理コース
・スポーツ総合専攻

〇サイエンス科 中高一貫
☆制服

ネクタイ、セー
ター、ベストの
色はそれぞれ
種類から選べま
す。

文部科学省指定 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）

「グローバル人材育成プログラム」で、世界で勝負する自分を創造する

★進路希望に応じた、文系・理系の

発展的学習（２年次から選択）

★ による発展的学習

★土曜セミナーや長期休業中の進学補

習による実力の涵養

難関国公立大学・医学部等への進学

普通科 文理コース

・文理のバランスがとれた基礎力と応

用力が身につくカリキュラム

・１年次 週３３時間授業

普通科 スポーツ総合専攻

■スポーツに関する専門的学習「専攻

スポーツ」や、野外活動 ゴルフ実

習・マリンスポーツ実習等 の重視
■スポーツサイエンスに基づいた研究
「スポーツ総合演習」における卒業
論文作成と発表

・１，２，３年次ともに、週２時間の

「専攻スポーツ」を設置

・ 年次 週 時間授業

国公立大学・私立四年制大学への進学

サイエンス科（中高一貫）

・｢洛北サイエンス探究｣による発展
的な理数教育

・深化した探究活動をもとにした論
文作成と発表

難関国公立大学・医学部等への進学

※附属中学校からの一貫した６年

間の教育課程
※SSHによる学校設定教科「洛北
サイエンス探究」における課題
探究活動

本物の「文武両道」を実現する洛北生

※現役生合格者延べ人数

学校生活(令和元年度入学生)

京都府立北稜高等学校

学校概要(創立 昭和54年10月)　全日制課程 進路状況

1年 2年

部活動(令和元年度設置状況)

○生徒数（令和元年５月１日現在）

公務員

男

国公立4年制大学

就職

可能性を最大限に伸ばそう！！　～勉強も部活動も～

女

3年 計

学校の特色

教育システム

〒606-0015
京都市左京区岩倉幡枝町2105番地

専修・各種学校

国公立・私立短期大学

私立4年制大学

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

ｺｰｽ決定

〇普通科

・ 文理コース

・ 英語コース

・ 総合コース

○全国大会等での活躍
・陸上競技 ・放送 ・吹奏楽

・自転車競技 ・競技かるた

○文化系

・競技かるた ・ ・放送 ・吹奏楽 ・美術

・天文地学 ・写真 ・囲碁将棋 ・演劇

○体育系

・剣道 ・サッカー ・バスケットボール ・テニス ・硬式野球 ・バドミントン

・バレーボール ・陸上競技 ・ハンドボール ・自転車競技 ・卓球 ・ラグビー

○授業≪特色ある授業≫
北稜エッセイ 総合的な探究の時間

リスニング特講

総合地球環境学研究所との

連携授業

○学校行事
遠足 文化祭 体育祭

スポーツデイ 芸術鑑賞

大学トークフェスタ

マレー語講座

マレーシアデイ

○修学旅行
マレーシア研修旅行

１年生全員

オーストラリア英語合宿

２年生英語・文理コース希望者

マレーシア交換留学 全学年希望者

ハイレベルな学習指導を展開 

○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 セーター

・ベスト 白・紺２色

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 

英語コースGEC 総合コースGIC 

 入学時 

文理コース＋英語コース(３クラス)＊週３３時間授業 総合コース(４クラス)＊週３２時間授業 １年生 

 
●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 

文理選択プログラム 

コースを再選択 

２年生 
３年生 

文理コース＋英語コース(３クラス)＊週３３時間授業 総合コース(４クラス)＊週３１時間授業 
文系・理系 

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 

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。

年： 年次に実施する文理選択プログラムにより、自分の進路希望に合ったコースを再選択できます。

 北稜高校は国際的な取り組みが大変盛んです。研修旅行では、香港･マカオに行き、現地の高校生と英語で交流することで、私の国際的な視野が広
がりました。また、授業ではタイや台湾の生徒とも交流しました。他にも、私はマレーシアへ２週間の交換留学生にも選ばれました。この留学で語学面だけ

でなく文化面も考えを深めることができました。北稜高校では、学習だけではなく、行事や部活、課外活動に全力で取り組めるところが魅力だと思います。

私は1年間生徒会長をしましたが、しっかり全てを両立することができました。この経験を大学生活や将来に活かし、頑張っていきたいです。 

平成 年３月卒業 京都教育大学 教育学部 １回生卒業生からのメッセージ

◆叡山電鉄木野駅

徒歩３分

◆京都バス

北稜高校前すぐ

アクセスマップはこちら↑

環境教育
認証

エコ京都 認証
総合地球環境学研究所連携

環境保護活動 等

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

国際理解教育
マレーシア研修旅行（ 年）

マレーシア交換留学
オーストラリア英語合宿 年

各国高校生との交流 等
マスコットキャラクターの

「ほくりょん」です！

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。
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　　伝統と創造 そして 輝く君がいる 

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○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 *青色はスポーツ総合専攻の専攻種目
○体育系：ハンドボール(男女)・サッカー(男)・ラグビー(男)・バレーボール(女)・陸上競技(男女)・硬式野球・バレーボール(男)
　　　　　バスケットボール(男女)・ソフトテニス(女)・テニス・バドミントン・剣道・弓道・水泳・山岳
学校生活(令和元年度入学生)
○授業　・１年次は基礎基本を確実に学習、そのうえで応用力を養う高度な内容を学習します。　　
　　　　・２､３年次は文理に分かれて発展的学習を行います。
　　　　・文理コース､サイエンス科(中高一貫)にはSSH「洛北サイエンス」に属する学校設定教科を設置しています。
○学校行事　・新入生歓迎会(４月)　・遠足(４月)　・団体鑑賞(５月)　・文化祭(９月）・体育祭(10月)　・持久走大会(２月)
○修学旅行　・スキー研修旅行@信州方面(１年次)(１月)

学校の特色
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
　◆学年制を基軸とする「洛北の単位制」　　　◆洛北サイエンスで発展的学習（普通科文理コース、サイエンス科）　
　◆多彩な選択科目。洛北総合選択で興味関心に応じた学習が可能！ （令和元年度「洛北総合選択」設置科目数：20科目）

★ サイエンス科(中高一貫)・文理コースで多彩なSSHプログラムを実施。サイエンス探究、サイエンス
　チャレンジやサイエンスツアーで科学的好奇心を満たし、探究の面白さを知る！
　授業や放課後、土曜日を利用し、大学教員や専門職の方々による特別講義を多数実施。

★洛北高校独自のプログラム。希望者を募り、高校で事前学習を実施、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)、
　スタンフォード大学の学生との交流やディベートに参加。現地での様々な研修を通じて国際感覚を養います。
・アメリカやイギリス、オーストラリア等への短期留学に多数参加（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や、
   エディンバラ語学研修(京都府教育委員会補助事業)、トビタテ！留学ジャパンなどを利用して国際感覚を磨けます。

★部活動加入率は90%超！　勉強も部活動も一所懸命とことん前向きに頑張る洛北生。
　文理コースの35％が国公立大学に現役合格。

教育システム
コース決定◇文理コース、サイエンス科(中高一貫)は入学後、文系・理系進学に応じて科目登録をします。

※普通科文理コースと普通科スポーツ総合専攻は、京都府内全域から志願が可能 ※サイエンス科は高校からの募集はありません

　京都府立洛北高等学校
〒606-0851
京都市左京区下鴨梅ノ木町59

学校概要(創立 1870年(明治３年)) 全日制課程(単位制) 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

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

部活動(令和元年度設置状況)

1年 2年 3年 計
男
女

◆京都市営地下鉄北山駅から徒

歩12分 ◆市バス洛北高校前から

徒歩５分、洛北高校正門前すぐ

洛北高校は文武両道を目指す人にとてもおすすめです。私は３年間テニス部に所属して

いました。部活動と勉強どちらもがんばっている人が多く、受験のときにはみんなの勉

強に対する意識がとても高かったので私も刺激を受け、最後までがんばることができま

した。私は洛北高校だからさまざまなことに全力で取り組めたのだと思います。

楊萌生 （ 卒業 神戸大学医学部保健学科看護学専攻入学）

〇普通科
・文理コース
・スポーツ総合専攻

〇サイエンス科 中高一貫
☆制服

ネクタイ、セー
ター、ベストの
色はそれぞれ
種類から選べま
す。

文部科学省指定 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）

「グローバル人材育成プログラム」で、世界で勝負する自分を創造する

★進路希望に応じた、文系・理系の

発展的学習（２年次から選択）

★ による発展的学習

★土曜セミナーや長期休業中の進学補

習による実力の涵養

難関国公立大学・医学部等への進学

普通科 文理コース

・文理のバランスがとれた基礎力と応

用力が身につくカリキュラム

・１年次 週３３時間授業

普通科 スポーツ総合専攻

■スポーツに関する専門的学習「専攻

スポーツ」や、野外活動 ゴルフ実

習・マリンスポーツ実習等 の重視
■スポーツサイエンスに基づいた研究
「スポーツ総合演習」における卒業
論文作成と発表

・１，２，３年次ともに、週２時間の

「専攻スポーツ」を設置

・ 年次 週 時間授業

国公立大学・私立四年制大学への進学

サイエンス科（中高一貫）

・｢洛北サイエンス探究｣による発展
的な理数教育

・深化した探究活動をもとにした論
文作成と発表

難関国公立大学・医学部等への進学

※附属中学校からの一貫した６年

間の教育課程
※SSHによる学校設定教科「洛北
サイエンス探究」における課題
探究活動

本物の「文武両道」を実現する洛北生

※現役生合格者延べ人数

学校生活(令和元年度入学生)

京都府立北稜高等学校

学校概要(創立 昭和54年10月)　全日制課程 進路状況

1年 2年

部活動(令和元年度設置状況)

○生徒数（令和元年５月１日現在）

公務員

男

国公立4年制大学

就職

可能性を最大限に伸ばそう！！　～勉強も部活動も～

女

3年 計

学校の特色

教育システム

〒606-0015
京都市左京区岩倉幡枝町2105番地

専修・各種学校

国公立・私立短期大学

私立4年制大学

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

ｺｰｽ決定

〇普通科

・ 文理コース

・ 英語コース

・ 総合コース

○全国大会等での活躍
・陸上競技 ・放送 ・吹奏楽

・自転車競技 ・競技かるた

○文化系

・競技かるた ・ ・放送 ・吹奏楽 ・美術

・天文地学 ・写真 ・囲碁将棋 ・演劇

○体育系

・剣道 ・サッカー ・バスケットボール ・テニス ・硬式野球 ・バドミントン

・バレーボール ・陸上競技 ・ハンドボール ・自転車競技 ・卓球 ・ラグビー

○授業≪特色ある授業≫
北稜エッセイ 総合的な探究の時間

リスニング特講

総合地球環境学研究所との

連携授業

○学校行事
遠足 文化祭 体育祭

スポーツデイ 芸術鑑賞

大学トークフェスタ

マレー語講座

マレーシアデイ

○修学旅行
マレーシア研修旅行

１年生全員

オーストラリア英語合宿

２年生英語・文理コース希望者

マレーシア交換留学 全学年希望者

ハイレベルな学習指導を展開 

○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 セーター

・ベスト 白・紺２色

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 

英語コースGEC 総合コースGIC 

 入学時 

文理コース＋英語コース(３クラス)＊週３３時間授業 総合コース(４クラス)＊週３２時間授業 １年生 

 
●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 

文理選択プログラム 

コースを再選択 

２年生 
３年生 

文理コース＋英語コース(３クラス)＊週３３時間授業 総合コース(４クラス)＊週３１時間授業 
文系・理系 

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 

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。

年： 年次に実施する文理選択プログラムにより、自分の進路希望に合ったコースを再選択できます。

 北稜高校は国際的な取り組みが大変盛んです。研修旅行では、香港･マカオに行き、現地の高校生と英語で交流することで、私の国際的な視野が広
がりました。また、授業ではタイや台湾の生徒とも交流しました。他にも、私はマレーシアへ２週間の交換留学生にも選ばれました。この留学で語学面だけ

でなく文化面も考えを深めることができました。北稜高校では、学習だけではなく、行事や部活、課外活動に全力で取り組めるところが魅力だと思います。

私は1年間生徒会長をしましたが、しっかり全てを両立することができました。この経験を大学生活や将来に活かし、頑張っていきたいです。 

平成 年３月卒業 京都教育大学 教育学部 １回生卒業生からのメッセージ

◆叡山電鉄木野駅

徒歩３分

◆京都バス

北稜高校前すぐ

アクセスマップはこちら↑

環境教育
認証

エコ京都 認証
総合地球環境学研究所連携

環境保護活動 等

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

国際理解教育
マレーシア研修旅行（ 年）

マレーシア交換留学
オーストラリア英語合宿 年

各国高校生との交流 等
マスコットキャラクターの

「ほくりょん」です！

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。

ー 15 ーー 14 ー



○普通科
・探求コース

・錬成コース

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系：書道、美術、演劇、吹奏楽、軽音楽、音楽、イラスト部、クッキング、文芸、茶道、ESS、コンピュータ、

放送局、ボランティア

体育系：ラグビー、バレーボール、サッカー、体操、柔道、空手道、陸上競技、ソフトテニス、卓球、ボート、ダンス

バドミントン、バスケットボール、硬式野球、バトントワリング、ウェイトリフティング、アスリート

○授業 ○学校行事 ○研修旅行
・ 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 遠足、芸術鑑賞 探求コース：台湾

授業を行います。 文化祭、体育祭 錬成コース：東北および
・ 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。 一泊研修 東京ディズニーランド
・ 土曜学習で基礎学力充実と入試対策を行います。 オール朱雀アーツ

◆探求コース

◆錬成コース

〒604-8384
京都市中京区西ノ京式部町１

学んで挑んで未来を拓こう

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立 昭和23年4月) 　全日制課程 進路状況(現役生の進路別実数)

1年 2年 3年 計

女

明治37年創立の京都第二高等女学校が前身

国公立・私立4年制大学

男

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

国公立・私立短期大学

学校の特色

京都府立朱雀高等学校 全日制

心身を鍛え、基礎学力を充実させて、自らの可能性を切り拓くコース。バラ
ンスのとれたカリキュラムで基本事項の学習を徹底し、学力の土台を固め
ます。様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現
します。

 自分の“好き”を朱雀で見つけよう
意欲だけ持ってきて！

専修・各種学校

公務員・就職

朱雀高校で”好き”を見つけるための方策　“探求”と“錬成”

探求《文化》コース

探求《人間》コース

その他

学びに向かう気持ちを育て、学力伸長をはかるコース。基本事項を学んだ
上で、発展的で高度な学習に取り組みます。京都の中心地で文化と歴史
を探求する≪文化≫コース、生命やロボットなど人間にかかわる事象を探
求する≪人間≫コースがあります。

教育目標：

進路先 年度 

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。

ｺｰｽ決定： １年次･･･合格発表後の基礎学力診断テスト（国・数・英）と希望調査で総合的に判断 

◆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 

 

ボート部・演劇部 
全国大会出場 

探求コース 
[週３２時間] 

錬成コース 
[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！～ 

錬成コース  [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！～ 

難関四年制大学(文系) 

難関四年制大学(理系) 

１年次

中堅大学等 

進路目標２・３年次

コース

制 

制服 
導入 

部活動

活性化 

育システム

します。

ム

令和元年度

入学生から制服

となりました。
各交通機関からアクセス良

朱雀高校では、先生方や生徒と密接な関係を築くこ

とができます。私は勉強が苦手でしたが、先生方に

丁寧に指導して頂いたおかげで成績も伸び、向上心

が芽生えたことで勉強に対する意欲も高まりました。

皆さんも出会いを大切に、朱雀高校で自分を高めて

ください。（H30年度卒 龍谷大学 中尾映理香） 
 

朱雀プライド計画 

医療・看護系学校等 

○生徒数（令和元年５月１日現在） その他

学校の特色

計

女

教育システム

「正しく働き、正しく生きる」人間の育成

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立洛東高等学校

学校概要(創立　昭和29年４月)　 全日制課程 進路状況　※現役生（進路先別実数）

1年 2年 3年
男

四年制大学

専修・各種学校

就職
公務員

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

看護・医療系専門学校

短期大学

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」

コース決定：１年次（合格発表後の診断テスト（英・数・国）と希望調書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。）

＜体育系＞ 陸上競技、硬式野球、サッカー、女子ソフトボール、ラグビー、テニス、ソフトテニス、水泳、卓球、 
バドミントン、バスケットボール、ランブリング、女子バレーボール、女子サッカー同好会 

＜文化系＞ 吹奏楽、コーラス、茶道、美術工芸、食物、放送、フォークソング研究、自然科学 

○普通科 プログレスコース・ライフデザインコース 

○制服  
プレザー、カッターシャツ（長袖、

半袖）、カーディガンやベストなど

多彩なバリエーションがあります。 

○学校行事 
５月「校外学習」

９月「文化祭」

月「体育祭」

１月「研修旅行」（２年）

「確かな学力」をサポートし、難関・中堅私立大学、看護医療系への進学に対応 「色々な興味」をサポートし、

進学希望から就職まで、さまざまな進路希望に対応

言語・表現活動を重視し、

実践的な取組から幅広い

知識と確かな学力を習得

ヒューマン・ケアの資質

を身に付け、看護医療

分野への進学実現

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、その進路を実現

文系 理系 医療科学系

実用英語

歴史フィールドワーク

総合社会・芸術造形・芸術探究・健康と栄養・情報演習

被服製作基礎・サイエンスラボ

スポーツ探究・ライフスキル

特色

ある

科目自然科学探究
医療福祉

医療科学

＜アクセス＞ 
ＪＲ・地下鉄「山科駅」から 
徒歩８分 

○授業  
・月、木曜は７限授業を実施 
・プログレスコースは進学を目指し、学習合宿と 
  補習、模擬試験を実施 
・ライフデザインコースでは、数学と英語に 
  おいて基礎・基本から「学び直し」を実施 

☆ ３年生の文化祭は、東部文化会館で演劇を実施 
☆ 体育祭では、団や部活動対抗の団体競技を実施 
☆ 研修旅行では、長野県にてスキー・スノーボード研修

学校ホームページにて、最新情報を随時更新！ 
http://www.kyoto-be.ne.jp/rakutou-hs/ 

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。多様な選択科目があり、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。（卒業生の言葉より） 

多彩な選択授業 

地域とつながる社会性の向上 

○保育や幼児教育について実習を通して学ぶ「ライフスキル」

・社会の変化に対応できる能力の育成を目指して、すべての授業で「探究的な学び」「協働的な学び」を重視しています。 

・地域行事等への参加を希望する生徒で「ボランティア 
  人材バンク」を設立し、社会性の向上を目指しています。 

・大学教授や看護師、保育士などの外部講師を招き、充実した講義や実践的な実習を取り入れています。 

○医療や福祉について、実習を通して学び、地域へ

の提言を形にすることのできる「医療福祉」

○フィールドワークを通して、地域の歴史につい

て探究する「歴史フィールドワーク」

○ネイティブの外部講師から生きた英語を学び、

小学生と英語を使って活動する「実用英語」
○外部講師を招き、プレゼンテーションに取り組む「国語探究」

○陸上競技やサッカーなど、生涯スポーツを学ぶ「スポーツ探究」

○資格取得を目指し、社会で必須のスキルを習得できる「情報演習」

○言語活動を重視し、ディベートに取り組む「総合社会」

プログレスコース

プログレスコース ライフデザインコース

学習を支援する取組 

・自主的・主体的に学ぶ力を身につけるために、令和元年度入学生より 
「Classi」を導入し、生徒・保護者・教員間での情報共有を推進。また、 
「学び直し」にも活用します。 

ライフデザインコース
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○普通科
・探求コース

・錬成コース

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系：書道、美術、演劇、吹奏楽、軽音楽、音楽、イラスト部、クッキング、文芸、茶道、ESS、コンピュータ、

放送局、ボランティア

体育系：ラグビー、バレーボール、サッカー、体操、柔道、空手道、陸上競技、ソフトテニス、卓球、ボート、ダンス

バドミントン、バスケットボール、硬式野球、バトントワリング、ウェイトリフティング、アスリート

○授業 ○学校行事 ○研修旅行
・ 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 遠足、芸術鑑賞 探求コース：台湾

授業を行います。 文化祭、体育祭 錬成コース：東北および
・ 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。 一泊研修 東京ディズニーランド
・ 土曜学習で基礎学力充実と入試対策を行います。 オール朱雀アーツ

◆探求コース

◆錬成コース

〒604-8384
京都市中京区西ノ京式部町１

学んで挑んで未来を拓こう

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立 昭和23年4月) 　全日制課程 進路状況(現役生の進路別実数)

1年 2年 3年 計

女

明治37年創立の京都第二高等女学校が前身

国公立・私立4年制大学

男

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

国公立・私立短期大学

学校の特色

京都府立朱雀高等学校 全日制

心身を鍛え、基礎学力を充実させて、自らの可能性を切り拓くコース。バラ
ンスのとれたカリキュラムで基本事項の学習を徹底し、学力の土台を固め
ます。様々なことに挑みながら自分の可能性を引き出し、進路目標を実現
します。

 自分の“好き”を朱雀で見つけよう
意欲だけ持ってきて！

専修・各種学校

公務員・就職

朱雀高校で”好き”を見つけるための方策　“探求”と“錬成”

探求《文化》コース

探求《人間》コース

その他

学びに向かう気持ちを育て、学力伸長をはかるコース。基本事項を学んだ
上で、発展的で高度な学習に取り組みます。京都の中心地で文化と歴史
を探求する≪文化≫コース、生命やロボットなど人間にかかわる事象を探
求する≪人間≫コースがあります。

教育目標：

進路先 年度 

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。

ｺｰｽ決定： １年次･･･合格発表後の基礎学力診断テスト（国・数・英）と希望調査で総合的に判断 

◆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 

 

ボート部・演劇部 
全国大会出場 

探求コース 
[週３２時間] 

錬成コース 
[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！～ 

錬成コース  [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！～ 

難関四年制大学(文系) 

難関四年制大学(理系) 

１年次

中堅大学等 

進路目標２・３年次

コース

制 

制服 
導入 

部活動

活性化 

令和元年度

入学生から制服

となりました。
各交通機関からアクセス良

朱雀高校では、先生方や生徒と密接な関係を築くこ

とができます。私は勉強が苦手でしたが、先生方に

丁寧に指導して頂いたおかげで成績も伸び、向上心

が芽生えたことで勉強に対する意欲も高まりました。

皆さんも出会いを大切に、朱雀高校で自分を高めて

ください。（H30年度卒 龍谷大学 中尾映理香） 
 

朱雀プライド計画 

医療・看護系学校等 

○生徒数（令和元年５月１日現在） その他

学校の特色

計

女

教育システム

「正しく働き、正しく生きる」人間の育成

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立洛東高等学校

学校概要(創立　昭和29年４月)　 全日制課程 進路状況　※現役生（進路先別実数）

1年 2年 3年
男

四年制大学

専修・各種学校

就職
公務員

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

看護・医療系専門学校

短期大学

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」

コース決定：１年次（合格発表後の診断テスト（英・数・国）と希望調書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。）

＜体育系＞ 陸上競技、硬式野球、サッカー、女子ソフトボール、ラグビー、テニス、ソフトテニス、水泳、卓球、 
バドミントン、バスケットボール、ランブリング、女子バレーボール、女子サッカー同好会 

＜文化系＞ 吹奏楽、コーラス、茶道、美術工芸、食物、放送、フォークソング研究、自然科学 

○普通科 プログレスコース・ライフデザインコース 

○制服  
プレザー、カッターシャツ（長袖、

半袖）、カーディガンやベストなど

多彩なバリエーションがあります。 

○学校行事 
５月「校外学習」

９月「文化祭」

月「体育祭」

１月「研修旅行」（２年）

「確かな学力」をサポートし、難関・中堅私立大学、看護医療系への進学に対応 「色々な興味」をサポートし、

進学希望から就職まで、さまざまな進路希望に対応

言語・表現活動を重視し、

実践的な取組から幅広い

知識と確かな学力を習得

ヒューマン・ケアの資質

を身に付け、看護医療

分野への進学実現

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、その進路を実現

文系 理系 医療科学系

実用英語

歴史フィールドワーク

総合社会・芸術造形・芸術探究・健康と栄養・情報演習

被服製作基礎・サイエンスラボ

スポーツ探究・ライフスキル

特色

ある

科目自然科学探究
医療福祉

医療科学

プログレスコース・ライフデザインコース

＜アクセス＞ 
ＪＲ・地下鉄「山科駅」から 
徒歩８分 

○授業  
・月、木曜は７限授業を実施 
・プログレスコースは進学を目指し、学習合宿と 
  補習、模擬試験を実施 
・ライフデザインコースでは、数学と英語に 
  おいて基礎・基本から「学び直し」を実施 

☆ ３年生の文化祭は、東部文化会館で演劇を実施 
☆ 体育祭では、団や部活動対抗の団体競技を実施 
☆ 研修旅行では、長野県にてスキー・スノーボード研修

学校ホームページにて、最新情報を随時更新！ 
http://www.kyoto-be.ne.jp/rakutou-hs/ 

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。多様な選択科目があり、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。（卒業生の言葉より） 

多彩な選択授業 

地域とつながる社会性の向上 

○保育や幼児教育について実習を通して学ぶ「ライフスキル」

・社会の変化に対応できる能力の育成を目指して、すべての授業で「探究的な学び」「協働的な学び」を重視しています。 

・地域行事等への参加を希望する生徒で「ボランティア 
  人材バンク」を設立し、社会性の向上を目指しています。 

・大学教授や看護師、保育士などの外部講師を招き、充実した講義や実践的な実習を取り入れています。 

○医療や福祉について、実習を通して学び、地域へ

の提言を形にすることのできる「医療福祉」

○フィールドワークを通して、地域の歴史につい

て探究する「歴史フィールドワーク」

○ネイティブの外部講師から生きた英語を学び、

小学生と英語を使って活動する「実用英語」
○外部講師を招き、プレゼンテーションに取り組む「国語探究」

○陸上競技やサッカーなど、生涯スポーツを学ぶ「スポーツ探究」

○資格取得を目指し、社会で必須のスキルを習得できる「情報演習」

○言語活動を重視し、ディベートに取り組む「総合社会」

プログレスコース

プログレスコース ライフデザインコース

学習を支援する取組 

・自主的・主体的に学ぶ力を身につけるために、令和元年度入学生より 
「Classi」を導入し、生徒・保護者・教員間での情報共有を推進。また、 
「学び直し」にも活用します。 

ライフデザインコース

ー 17 ーー 16 ー



京都府立　　高等学校

世界への扉はここから開く（SGH指定校）

普通科・グローバル科

（単位制に変更予定）

◆近鉄東寺駅から徒歩８分

ＪＲ西大路駅から徒歩15分

○制服 市バス羅城門徒歩１分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
　主体的・対話的な授業 　一泊研修（４月）、遠足（４月）、れんが祭（９月） シンガポール海外研修

   ｢鳥羽の学びネットワーク｣との連携 　水泳大会（９月）、鳥羽総体（10月） 上海研修（スポーツ総合専攻のみ）

　冷泉流披講「鳥羽歌会」（春・秋） 　（スポーツ総合専攻） ○国際交流
　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) スキー実習、スケート実習、ゴルフ実習 SGH韓国ソウル・上海・台湾研修

　課題解決型｢グローバル思考力コンテスト｣ 野外活動実習、遠泳・ボードセーリング実習 グローバル・セミナー（アメリカ）

国公立・私立短期大学
私立4年制大学
国公立4年制大学

専修・各種学校

女
男

伝統と革新
が調和した
鳥羽スタイル

就職

京都府立鳥羽高等学校
〒601-8449
京都市南区西九条大国町１

教育システム（令和２年度からは変更を予定）

学校の特色

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立　昭和59年４月)　全日制課程 進路状況（現役のみ、延べ数）

1年 2年 3年 計

文化系：吹奏楽、生物、 、多文化交流、書道、華道・茶道、演劇、囲碁・将棋、美術、食物、理化学、 、合唱、

ワープロ、写真、バトントワリング、披講研究、新聞、放送 

体育系：硬式野球、水泳、男女バスケットボール、陸上競技、相撲、男女バレーボール、男女ソフトテニス、ウエイト

リフティング、男女テニス、卓球、サッカー、剣道、バドミントン 

◆個々の能力、希望に合わせ個別最適化された学習 ◆ を活用した先進的な授業

◆多様な選択科目を設置し、希望進路の実現をサポート

鳥羽高校では令和２年度より新たに単位制による教育課程を導入します

グローバル・リーダーの育成

教育目標：京二中からの歴史を受け継ぎ、京都の伝統と文化の発信、スポーツ分野での活躍、グローバル社会でのリー

ダーシップの発揮など世界で躍動する人材を育成します。

校章 

校舎写真 

地図 

卒業生からのメッセージ：

私は陸上競技部に在籍し、３年次には全国インターハイで優勝することができました。部活

動では、競技者としてだけでなく、人として成長させていただきました。学習面では、クラス全

体で高め合える関係がありました。クラス全員で高い意識を持ち、文武両道を貫いた３年間

だったと思います。かけがえのない時間を過ごさせていただいたことを感謝しています。

みなさんの鳥羽高校での３年間が素晴らしいものになることを願っています。

平成 年度卒業 池田涼香（京都市立桃山中学校出身） 筑波大学進学

前年度全国大会優勝 
陸上競技（1名） ウエイトリフティング（2名） 

その他多くの部活動が全国大会出場を果た

しています。 

制服写真 

進路先 年度 

前期選抜・中期選抜 前期選抜 前期選抜 

スポーツ総合専攻 
 

文科スポーツコース 
 

グローバル科 
 

理数人文コース 
 １

年
次  

  

２
・
３
年
次 

 
週 時間 土曜授業含む) 

 
週 時間 土曜授業含む) 週 時間 週 時間 

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 
 

Ｇ理 Ｇ文 理数 人文 文系科目の学習 文系科目の学習 

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 

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の取組：海外インターンシップ、海外研修、多文化交流

◆海外留学や海外大学進学を見すえた高度な英語学習 ◆主体的・対話的で深い学び

世界・全国レベルの競技実績

◆オリンピアン、プロアスリート、関取を輩出 ◆文武両道による人格形成

日本文化の神髄に触れる学習

◆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

単位制による高度かつ多様な学び

○普通科

○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）

◆JR太秦駅から徒歩５分

☆制服 ◆京福常盤駅下車すぐ

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○海外研修

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

１日７時間の真剣勝負
●基礎知識・技能の定着から、それらを活用
する力を育成します。
●様々な協働学習により批判的思考力、表
現力を身につけます。
●進路別サポート体制も充実しています。

生徒が主体的に活動し、自らを成長させる場
●野外活動、「とこのは祭（文化祭・体育
祭）」、球技大会他

知的好奇心を刺激し創造性を高める場
●演劇鑑賞、古典芸能鑑賞、各種ワーク
ショップ他

〔１月〕１年生全員が４泊５日の
日程でシンガポールへ研修旅
行に行きます。現地高校生と
の交流や、フィールドワーク・
市内観光などに取り組みま
す。

その他、カナダ、アメリカなど短期海外研修あり。

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。

●文化系　：　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

●体育系　：　◆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

★全国大会出場

◆近畿大会出場

（平成30年度）

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立嵯峨野高等学校

学校概要(創立1950年4月)　 全日制課程 進路状況（既卒生を含む合格状況 [延べ数]）

1年 2年 3年 計

女

男

国公立４年制大学

就職・公務員

〒616-8226
京都市右京区常盤段ノ上町15

専修・各種学校

国公立・私立短期大学

私立４年制大学

進路先 年度 

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。

◆京都こすもす科専修コース 自然科学系統

理数の専門教育を入学時から段階的・継続的に受けることができます。

◆京都こすもす科共修コース 自然科学系統・人間科学系統

１年次は文理共通カリキュラムのもと、自然科学、人文・社会科学、国際文

化をバランスよく学び、自らの適性を考えることができます。そして２年次か

ら理系（自然科学系統）、文系（人間科学系統）に分かれ高度な専門教育を

受けることができます。

◆普通科 自然科学コース・人間科学コース

教育内容は京都こすもす科共修コースに準じています。１年次では文理そ

れぞれの科目を幅広く学び、その上で２年次より理系（自然科学コース）、文

系（人間科学コース）に分かれて学習します。

◇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・適性を考

慮して決定します。

授業・探究活動で学問を追究 
ＳＳＨ等の幅広い取組 

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 

京
都
こ
す
も
す
科

 
 

※３年間一貫の理数教育を行うコース

専
修
コ
ー
ス

１年 

文理共通の

カリキュラム

２年 ３年 

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 

自然科学系統 

自然科学コース 

人間科学系統 

人間科学コース 

卒業生のメッセージ 
私は、嵯峨野高校はやりたいことすべてに全力で取り組める学校だと思いま

す。私自身も、勉強、部活動、趣味、ボランティアなど、様々なことを頑張る仲

間と互いに刺激を与え合い、大きく成長できたと感じています。異なる意見を

持つ仲間が集まり、ぶつかり合いながら、ひとつのものをゼロから作り上げた

ことで得た自信は、私にとってかけがえのないものです。
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京都府立　　高等学校

世界への扉はここから開く（SGH指定校）

普通科・グローバル科

（単位制に変更予定）

◆近鉄東寺駅から徒歩８分

ＪＲ西大路駅から徒歩15分

○制服 市バス羅城門徒歩１分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
　主体的・対話的な授業 　一泊研修（４月）、遠足（４月）、れんが祭（９月） シンガポール海外研修

   ｢鳥羽の学びネットワーク｣との連携 　水泳大会（９月）、鳥羽総体（10月） 上海研修（スポーツ総合専攻のみ）

　冷泉流披講「鳥羽歌会」（春・秋） 　（スポーツ総合専攻） ○国際交流
　特別講義「和歌を詠もう」(和歌創作) スキー実習、スケート実習、ゴルフ実習 SGH韓国ソウル・上海・台湾研修

　課題解決型｢グローバル思考力コンテスト｣ 野外活動実習、遠泳・ボードセーリング実習 グローバル・セミナー（アメリカ）

国公立・私立短期大学
私立4年制大学
国公立4年制大学

専修・各種学校

女
男

伝統と革新
が調和した
鳥羽スタイル

就職

京都府立鳥羽高等学校
〒601-8449
京都市南区西九条大国町１

教育システム（令和２年度からは変更を予定）

学校の特色

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立　昭和59年４月)　全日制課程 進路状況（現役のみ、延べ数）

1年 2年 3年 計

文化系：吹奏楽、生物、 、多文化交流、書道、華道・茶道、演劇、囲碁・将棋、美術、食物、理化学、 、合唱、

ワープロ、写真、バトントワリング、披講研究、新聞、放送 

体育系：硬式野球、水泳、男女バスケットボール、陸上競技、相撲、男女バレーボール、男女ソフトテニス、ウエイト

リフティング、男女テニス、卓球、サッカー、剣道、バドミントン 

◆個々の能力、希望に合わせ個別最適化された学習 ◆ を活用した先進的な授業

◆多様な選択科目を設置し、希望進路の実現をサポート

鳥羽高校では令和２年度より新たに単位制による教育課程を導入します

グローバル・リーダーの育成

教育目標：京二中からの歴史を受け継ぎ、京都の伝統と文化の発信、スポーツ分野での活躍、グローバル社会でのリー

ダーシップの発揮など世界で躍動する人材を育成します。

校章 

校舎写真 

地図 

卒業生からのメッセージ：

私は陸上競技部に在籍し、３年次には全国インターハイで優勝することができました。部活

動では、競技者としてだけでなく、人として成長させていただきました。学習面では、クラス全

体で高め合える関係がありました。クラス全員で高い意識を持ち、文武両道を貫いた３年間

だったと思います。かけがえのない時間を過ごさせていただいたことを感謝しています。

みなさんの鳥羽高校での３年間が素晴らしいものになることを願っています。

平成 年度卒業 池田涼香（京都市立桃山中学校出身） 筑波大学進学

前年度全国大会優勝 
陸上競技（1名） ウエイトリフティング（2名） 

その他多くの部活動が全国大会出場を果た

しています。 

制服写真 

進路先 年度 

前期選抜・中期選抜 前期選抜 前期選抜 

スポーツ総合専攻 
 

文科スポーツコース 
 

グローバル科 
 

理数人文コース 
 １

年
次  

  

２
・
３
年
次 

 
週 時間 土曜授業含む) 

 
週 時間 土曜授業含む) 週 時間 週 時間 

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 
 

Ｇ理 Ｇ文 理数 人文 文系科目の学習 文系科目の学習 

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 

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の取組：海外インターンシップ、海外研修、多文化交流

◆海外留学や海外大学進学を見すえた高度な英語学習 ◆主体的・対話的で深い学び

世界・全国レベルの競技実績

◆オリンピアン、プロアスリート、関取を輩出 ◆文武両道による人格形成

日本文化の神髄に触れる学習

◆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

単位制による高度かつ多様な学び

○普通科

○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）

◆JR太秦駅から徒歩５分

☆制服 ◆京福常盤駅下車すぐ

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事 ○海外研修

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

１日７時間の真剣勝負
●基礎知識・技能の定着から、それらを活用
する力を育成します。
●様々な協働学習により批判的思考力、表
現力を身につけます。
●進路別サポート体制も充実しています。

生徒が主体的に活動し、自らを成長させる場
●野外活動、「とこのは祭（文化祭・体育
祭）」、球技大会他

知的好奇心を刺激し創造性を高める場
●演劇鑑賞、古典芸能鑑賞、各種ワーク
ショップ他

〔１月〕１年生全員が４泊５日の
日程でシンガポールへ研修旅
行に行きます。現地高校生と
の交流や、フィールドワーク・
市内観光などに取り組みま
す。

その他、カナダ、アメリカなど短期海外研修あり。

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。

●文化系　：　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

●体育系　：　◆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

★全国大会出場

◆近畿大会出場

（平成30年度）

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立嵯峨野高等学校

学校概要(創立1950年4月)　 全日制課程 進路状況（既卒生を含む合格状況 [延べ数]）

1年 2年 3年 計

女

男

国公立４年制大学

就職・公務員

〒616-8226
京都市右京区常盤段ノ上町15

専修・各種学校

国公立・私立短期大学

私立４年制大学

進路先 年度 

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。

◆京都こすもす科専修コース 自然科学系統

理数の専門教育を入学時から段階的・継続的に受けることができます。

◆京都こすもす科共修コース 自然科学系統・人間科学系統

１年次は文理共通カリキュラムのもと、自然科学、人文・社会科学、国際文

化をバランスよく学び、自らの適性を考えることができます。そして２年次か

ら理系（自然科学系統）、文系（人間科学系統）に分かれ高度な専門教育を

受けることができます。

◆普通科 自然科学コース・人間科学コース

教育内容は京都こすもす科共修コースに準じています。１年次では文理そ

れぞれの科目を幅広く学び、その上で２年次より理系（自然科学コース）、文

系（人間科学コース）に分かれて学習します。

◇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・適性を考

慮して決定します。

授業・探究活動で学問を追究 
ＳＳＨ等の幅広い取組 

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 

京
都
こ
す
も
す
科

 
 

※３年間一貫の理数教育を行うコース

専
修
コ
ー
ス

１年 

文理共通の

カリキュラム

２年 ３年 

共
修
コ
ー
ス

京都こすもす科に

準じた教育内容

普
通
科

京都こすもす科に

文理共通のカリキュラム

自然科学系統 

自然科学系統 

自然科学コース 

人間科学系統 

人間科学コース 

卒業生のメッセージ 
私は、嵯峨野高校はやりたいことすべてに全力で取り組める学校だと思いま

す。私自身も、勉強、部活動、趣味、ボランティアなど、様々なことを頑張る仲

間と互いに刺激を与え合い、大きく成長できたと感じています。異なる意見を

持つ仲間が集まり、ぶつかり合いながら、ひとつのものをゼロから作り上げた

ことで得た自信は、私にとってかけがえのないものです。
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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

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系： 囲碁将棋・演劇・合唱・郷土研究・クラシックギター・工芸・茶道・写真・書道・吹奏楽・生物・地学
美術・文芸・放送・JRC
剣道(男女)・硬式野球(男)・サッカー(男)・山岳(男女)・ソフトボール(女)・ソフトテニス(男女)
卓球(男女)・男子バスケットボール・女子バスケットボール・男子バレーボール・女子バレーボール
バドミントン(男女)・男子ハンドボール・女子ハンドボール・陸上競技(男女)

○授業 ○学校行事 ○修学旅行

○国際交流

国公立・私立短期大学
私立4年制大学

男

国公立4年制大学

就職

学校の特色

 　豊かな環境の下 『人を育て、心を育む』

部活動(令和元年度設置状況)

  京都府立北嵯峨高等学校

学校概要 (創立昭和50年３月)　全日制課程 進路状況 （現役のみ  延べ数）

1年 2年 3年 計

◆京都バス・市バス大覚寺より徒歩5分
◆市バス嵯峨嵐山駅前より 徒歩10分
◆JR嵯峨嵐山駅より徒歩12分

〒616-8353
京都市右京区嵯峨大沢柳井手町

専修・各種学校

１年次は全クラス週２回の７限授業を行
います。
２・３年次は４つのコースに分かれ、コー
スの特色に応じた選択授業がありま
す。土曜日には補習があります。

校外研修、文化祭、体育祭
球技大会、スキー研修旅行
校内駅伝大会など、集団で
取り組む学校行事が充実し
ています。

1年生1月下旬に、戸狩温泉スキー場で3泊4日
のスキー研修旅行を実施しています。

毎年海外の高校の訪問を受け入れ、歓迎会や
授業、部活動での交流をしています。

（太字は昨年度前期選抜Ｂ方式指定種目）

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

公務員

女

体育系：

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」教育を実践しています。

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

校舎写真 

卒業生からのメッセージ 田村 良樹 君 （滋賀大学 教育学部）

 

進路先 年度 

  京都府立北嵯峨高等学校

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  

スポーツ科学コース

日本を代表する歴史的・文化的環境での学び 

学習合宿の様子 

全日本バレーボール高等学校選手権 
京都府予選決勝戦の応援風景 

サル山生態調査の実習風景 

釈迦堂にて、和歌披講の実習 

「文武両道」 「強い北嵯峨」 を合言葉に 

先生方は私の希望の進路を尊重してくださり、志望校のレベルを下げようと弱気

になったときも強く励ましていただきました。その結果、部活動も進路実現も納得

のいくものにすることができました。北嵯峨高校に入学したからこそ、かけがえの

ない友達や尊敬する先生との出会いがありました。（平成 年３月卒）

サマーセミナーの様子 

ありす 
（マスコットキャラクター） 

学校から広沢池へ、俳句の吟行 

愛宕古道街道灯し 提灯の制作 
京都府高等学校新人大会 

準優勝 

         京都府立桂高等学校

学校概要   全日制課程 部活動
●全国大会等の活躍

●文化系

●体育系

○創立 昭和23年
○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

H28年度 H29年度 H30年度

学校生活 国公立４年制大学
●授業 私立４年制大学

国公立・私立短期大学
写真 専修・各種学校

公務員
就職

●学校行事

●修学旅行
写真

●制服

●トピックス（普通科における取組）

〒615-8102
京都市西京区川島松ノ木本町27

  「 学力の向上と調和のとれた人格の育成 」

その他

　令和元年度は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。

　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。その他、文化祭、体育祭(写真）、
芸術鑑賞があります。

　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。

　平常の授業に加えて、「大学入学共通テ
スト」に対応するため、民間予備校と連携し
た「土曜活用講座」（年間14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（TAFS)を展開して
います。

陸上競技部、弓道部、将棋部、農業
クラブが全国大会に出場し、陸上部
は国体及び都道府県対抗女子駅伝
で京都府代表に選出されました。
サッカー部が京都府新人大会で準
優勝しました。

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

美術 吹奏楽 演劇 茶道 書道
将棋(写真) 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

※平成31年3月31日現在　現役生：延べ数

卒業生からのメッセージ 柿 天志 
進学先:岡山大学文学部人文学科 勝山中学校出身 

  私は特に桂高校で部活を頑張ろうとか勉強に一生懸命 
                    取り組もうなどと考えて入学したわけではありませんで 

した。弓道部に入部してすぐに弓道の魅力に惹き込ま 
れて いきました。入部をきっかけに様々な友人や先生 

方とも出会うことができました。勉強に関しても先生方の丁寧な授 
業を受ける内に、自然と頑張ろうと思うようになりました。三年生と 
なるとそれまで以上に、先生方のサポートも手厚くなり、最終的に 
一度も塾に通わず第一志望の大学に進学することができました。 
はじめは明確な目的がない人でも、日々を過ごし様々な人に出会 
うことで自分の頑張りたいことや目標に出会うことができるのが桂 
高校です。ぜひ桂高校で自分だけの目標を見つけてください。 

 
 

                              ■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て 

２年目を迎えます。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。また龍谷大、京都産業大と包括協定を結んでいます。 

◆阪急桂駅から徒歩 分

桂川駅から徒歩 分

◆京都市バス 、 、南１

特南１系統「桂高校前」

下車すぐ

地図 

●コースの特徴 

研究コース  授業 
関連

行事 

文理コース  授 業 
私 大 

多様な進路選択 

専門学科  授業 研究 
研究 
発表 

国公私立大 
多様な進路選択 

進路状況     

課題

研究 
国公立大 

難関私立大 

普通科 
研究コース / 文理コース 

専門学科 
園芸ビジネス科 
植物クリエイト科 
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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

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文化系： 囲碁将棋・演劇・合唱・郷土研究・クラシックギター・工芸・茶道・写真・書道・吹奏楽・生物・地学
美術・文芸・放送・JRC
剣道(男女)・硬式野球(男)・サッカー(男)・山岳(男女)・ソフトボール(女)・ソフトテニス(男女)
卓球(男女)・男子バスケットボール・女子バスケットボール・男子バレーボール・女子バレーボール
バドミントン(男女)・男子ハンドボール・女子ハンドボール・陸上競技(男女)

○授業 ○学校行事 ○修学旅行

○国際交流

国公立・私立短期大学
私立4年制大学

男

国公立4年制大学

就職

学校の特色

 　豊かな環境の下 『人を育て、心を育む』

部活動(令和元年度設置状況)

  京都府立北嵯峨高等学校

学校概要 (創立昭和50年３月)　全日制課程 進路状況 （現役のみ  延べ数）

1年 2年 3年 計

◆京都バス・市バス大覚寺より徒歩5分
◆市バス嵯峨嵐山駅前より 徒歩10分
◆JR嵯峨嵐山駅より徒歩12分

〒616-8353
京都市右京区嵯峨大沢柳井手町

専修・各種学校

１年次は全クラス週２回の７限授業を行
います。
２・３年次は４つのコースに分かれ、コー
スの特色に応じた選択授業がありま
す。土曜日には補習があります。

校外研修、文化祭、体育祭
球技大会、スキー研修旅行
校内駅伝大会など、集団で
取り組む学校行事が充実し
ています。

1年生1月下旬に、戸狩温泉スキー場で3泊4日
のスキー研修旅行を実施しています。

毎年海外の高校の訪問を受け入れ、歓迎会や
授業、部活動での交流をしています。

（太字は昨年度前期選抜Ｂ方式指定種目）

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

公務員

女

体育系：

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」教育を実践しています。

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

校舎写真 

卒業生からのメッセージ 田村 良樹 君 （滋賀大学 教育学部）

 

進路先 年度 

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  

スポーツ科学コース

日本を代表する歴史的・文化的環境での学び 

学習合宿の様子 

全日本バレーボール高等学校選手権 
京都府予選決勝戦の応援風景 

サル山生態調査の実習風景 

釈迦堂にて、和歌披講の実習 

「文武両道」 「強い北嵯峨」 を合言葉に 

先生方は私の希望の進路を尊重してくださり、志望校のレベルを下げようと弱気

になったときも強く励ましていただきました。その結果、部活動も進路実現も納得

のいくものにすることができました。北嵯峨高校に入学したからこそ、かけがえの

ない友達や尊敬する先生との出会いがありました。（平成 年３月卒）

サマーセミナーの様子 

ありす 
（マスコットキャラクター） 

学校から広沢池へ、俳句の吟行 

愛宕古道街道灯し 提灯の制作 
京都府高等学校新人大会 

準優勝 

         京都府立桂高等学校

学校概要   全日制課程 部活動
●全国大会等の活躍

●文化系

●体育系

○創立 昭和23年
○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

H28年度 H29年度 H30年度

学校生活 国公立４年制大学
●授業 私立４年制大学

国公立・私立短期大学
写真 専修・各種学校

公務員
就職

●学校行事

●修学旅行
写真

●制服

●トピックス（普通科における取組）

〒615-8102
京都市西京区川島松ノ木本町27

  「 学力の向上と調和のとれた人格の育成 」

その他

　令和元年度は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。

　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。その他、文化祭、体育祭(写真）、
芸術鑑賞があります。

　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。

　平常の授業に加えて、「大学入学共通テ
スト」に対応するため、民間予備校と連携し
た「土曜活用講座」（年間14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（TAFS)を展開して
います。

陸上競技部、弓道部、将棋部、農業
クラブが全国大会に出場し、陸上部
は国体及び都道府県対抗女子駅伝
で京都府代表に選出されました。
サッカー部が京都府新人大会で準
優勝しました。

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

美術 吹奏楽 演劇 茶道 書道
将棋(写真) 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

※平成31年3月31日現在　現役生：延べ数

卒業生からのメッセージ 柿 天志 
進学先:岡山大学文学部人文学科 勝山中学校出身 

  私は特に桂高校で部活を頑張ろうとか勉強に一生懸命 
                    取り組もうなどと考えて入学したわけではありませんで 

した。弓道部に入部してすぐに弓道の魅力に惹き込ま 
れて いきました。入部をきっかけに様々な友人や先生 

方とも出会うことができました。勉強に関しても先生方の丁寧な授 
業を受ける内に、自然と頑張ろうと思うようになりました。三年生と 
なるとそれまで以上に、先生方のサポートも手厚くなり、最終的に 
一度も塾に通わず第一志望の大学に進学することができました。 
はじめは明確な目的がない人でも、日々を過ごし様々な人に出会 
うことで自分の頑張りたいことや目標に出会うことができるのが桂 
高校です。ぜひ桂高校で自分だけの目標を見つけてください。 

 
 

                              ■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て 

２年目を迎えます。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。また龍谷大、京都産業大と包括協定を結んでいます。 

◆阪急桂駅から徒歩 分

桂川駅から徒歩 分

◆京都市バス 、 、南１

特南１系統「桂高校前」

下車すぐ

地図 

●コースの特徴 

研究コース  授業 
関連

行事 

文理コース  授 業 
私 大 

多様な進路選択 

専門学科  授業 研究 
研究 
発表 

国公私立大 
多様な進路選択 

進路状況     

課題

研究 
国公立大 

難関私立大 

普通科 
研究コース / 文理コース 

専門学科 
園芸ビジネス科 
植物クリエイト科 
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「一生懸命」だからこそ見えるものがある

○1年普通科
・発展クラス

・標準クラス

○2,3年普通科

・人文発展クラス

・人文標準クラス

・理数発展クラス

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○制服　

○授業 ○学校行事
・洛西地域ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ(1年) /  遠足(2,3年) 4月26日（金）
・洛西ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 文化祭　9月3日(火）～5日（木） / ｵｰﾌﾟﾝ文化祭　9月7日（土）

体育祭　9月25日（水）
・球技大会（2年)　1月31日（金）

○研修旅行
・ｽｷｰ,ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ研修(1年) 1月28日(火)～31日(金)

１年次

２年次
３年次

目指す進路　：　国公立大学・私立大学　等   （四年制大学進学を念頭に置いた教育課程）

洛西高校は授業が勝負。開始のベ
ルとともに始まる質の高い丁寧な授
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。全学年
のﾎｰﾑﾙｰﾑ教室にＩＣＴ環境（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾀｰ）も整備されています。

京都府立洛西高等学校

専修・各種学校

公務員

学校概要(創立 昭和54年10月)　   全日制課程

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

男

国公立4年制大学

学校の特色

教育システム

放課後の部活動は発展・標準クラスとも一斉に開始

進路状況 (現役合格延べ数）

1年 2年 3年 計

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

就職

女

(クラス数)

〒

京都市西京区大原野西境谷町一丁目 ･

♦ＪＲ桂川駅から市ﾊﾞｽ西 、ﾔｻｶﾊﾞｽで約 分 
♦阪急桂駅西口から市ﾊﾞｽ西 で約 分

♦阪急洛西口駅から市ﾊﾞｽ西 ､ﾔｻｶﾊﾞｽで約 分
  

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

★探究型学習「洛再 」
→教科書は「地元地域」／目指すのは地域の「再発見」「再創造」

キーワードは「つながり＝ 」 （ ・ ・ ・ ・ ）

平成 年度入学生より「自分たちの生きる地域、社会を再発見し、再創造、再構築を目指す」ことを目的とした探究学習に取り組

んでいます。洛西地域の魅力や課題を調べたり、フィールドワークや地域の行事等に参加することで、洛西地域と「つながる」学習

活動を深めていきます。（平成 年度：落ち葉での堆肥づくり・竹イルミネーション・公園清掃ボランティア 等）

文化系：吹奏楽、軽音楽、ｺｰﾗｽ、 、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、ﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、卓球、  

ﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、体操、剣道 

発展クラス・標準クラス

共通カリキュラム ／ 英語・数学 少人数習熟度別授業 ／ ７限・土曜日の活用 ／ 夏・冬休みの進学講習 

発展コース（人文・理数）

文系・理系の国公立・難関私立大学現役合格を実現

標準コース（人文）

文系の四年制大学現役合格を実現

★「グローバルネットワーク京都」
→京都府教育委員会から指定を受け、国際社会に貢献できるリーダーの育成を目指した活動を行っています。

（平成 年度： 年生全員が国際問題に関するレポートを作成し、それをもとに論文、ポスターセッション、

英語でのプレゼンテーションを準備、ネットワーク校参加の交流会で発表）

★高大連携「洛西サイエンスチャレンジ講座」
→理数発展クラスを対象に大学の先生による理科・数学の特別授業を行っています。

（平成 年度：京都産業大学、京都教育大学と連携）

グレーを基調とした 
落ち着いた制服 

♦卒業生からのﾒｯｾｰｼﾞ〔寺西 桃子さん  平成30年度卒業生(卓球部) 滋賀大学 教育学部 (大山崎中学校出身)〕 
洛西高校での３年間はとても充実したものでした。テストや入試に向けて丁寧に指導をして下さった先生方や、同じ目 
標に向かって共に頑張った部活動の仲間。そして互いに切磋琢磨しながら受験を乗り越えたクラスの仲間。 
このような素敵な人達に出会えたことは私の誇りです。また、体育祭や文化祭、スキー研修など様々な行事があり、 
とても良い思い出になると思います。洛西高校での生活を通して学んだことや得たことは、これから先の人生できっと 
役立つはずです。皆さんもぜひ、洛西高校で楽しく素敵な高校生活を送って下さい！ 
        
 

平成30年度  
全国大会出場：書道部 
近畿大会出場：陸上競技 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 体操

関西大会出場：吹奏楽部 

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持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。

「洛西スタイル」：落ち着いた学習環境のもと、ひとりひとりの生徒が学習・部活動・学校行事に一生懸命取り組む

２年次…進級時に希望進路・学力を考慮して、発展コース（人文・理数）・標準コース（人文）を決定

○生徒数（令和元年５月１日現在）

夢・感動・挑戦　～君のステージがここにある～

学校概要　(創立　昭和23年10月)　全日制課程 進路状況 (現役生の合格状況：延べ数）

京都府立桃山高等学校
〒612-0063
京都市伏見区桃山毛利長門東町８校章

国公立4年制大学
私立4年制大学

1年 2年 3年 計

女
男

学校生活(令和元年度入学生)

学校の特色

教育システム

部活動(令和元年度設置状況)

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

ｺｰｽ決定：♢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

昨年度 近畿 全国大会出場

陸上競技、卓球、弓道、山岳、吹奏楽

グローバルサイエンス、書道、将棋

文化系：吹奏楽、グローバルサイエンス（科学）、茶道、演劇、軽音楽、美術、書道、イベントプロデュース（放送）、英語、将棋

体育系：硬式野球、軟式野球、テニス、ソフトテニス、陸上競技、卓球、バドミントン、バレーボール、バスケットボール

ハンドボール、サッカー、ラグビー、剣道、柔道、弓道、山岳

〇普通科

〇自然科学科

〇制服

（男子）

ブレザー、ネクタイ

カッター、ズボン

（女子）

ブレザー、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

〇授業・補習

普通科・自然科学科共通

平日は水曜日を除いて、７限授業を実施

１、２年次は土曜授業 土曜補習を実施

希望者

難関大学補習 センター試験対策補習など

〇学校行事 （普は「普通科」、自は「自然科学科」）

４月：遠足（全学年）、１年自

６月：球技大会、三者面談

７月：芸術鑑賞、１年普

１年自 、夏期補習

９月：文化祭、体育祭

月：冬期補習

２月：２年普・自 課題研究発表会

１年普・自 発表会

○研修旅行 （２年生 月実施）

普通科 台湾研修（３泊４日）

自然科学科 オーストラリア研修（５泊６日） 

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SSHの取組 
スーパーサイエンスハイスクール２期目

＜探究力・創造力・対話力の育成＞
◆探究型融合教科の実施

◆数多くの高大産連携事業

◆研究課題を深く思考する「課題研究」

満足度の高い学校行事 
♦球技大会・文化祭・体育祭・遠足

♦ キャンプ・課題研究研究発表など

♦普通科：台湾研修旅行

♦自然科学科： オーストラリア研修旅行

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

  

【 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/補習を実施 

 ◆１年生 文理系 ＧＰ・ＳＳコース 
   ※ＧＰコースはグローバルな視野を養うことを、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。カリキュラムは同一です。 
 ◆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】  理数系専門学科で、主に理系の難関国公立大進学を目指す。   
週４回の７限授業、土曜日の４限授業を実施 
◆ 事業の中核となり、単なる大学受験のための教育ではなく、幅広い学問的背景の上に専門性が育つような特色 ある取組を行 

      っています。 将来の大学院進学も視野に入れた高度な学力の養成を目指します。 

年度入試 トピック

国公立大学現役合格

名

☆難関国公立大学合格

名

☆医学部医学科合格

名

☆関関同立合格

名

＜卒業生からのメッセージ＞

私は桃山高校の三年間で、学校行事も部活動も勉強もすべて全力で取り組む

ことができました。ときには忙しさに心が折れそうになることもありましたが、クラ

スや部活動の仲間たちと支え合い、互いに高め合ってきました。桃山高校では、

そのような向上心を持った仲間たちと切磋琢磨し、成長できる環境が整っていま

す。自分の可能性を最大限まで発揮したい、という思いがある中学生のみなさん、

桃山高校で多くのことにチャレンジしてみませんか？

榎本直紀 （ 年 普通科卒 大阪大学在学中）
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「一生懸命」だからこそ見えるものがある

○1年普通科
・発展クラス

・標準クラス

○2,3年普通科

・人文発展クラス

・人文標準クラス

・理数発展クラス

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○制服　

○授業 ○学校行事
・洛西地域ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ(1年) /  遠足(2,3年) 4月26日（金）
・洛西ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 文化祭　9月3日(火）～5日（木） / ｵｰﾌﾟﾝ文化祭　9月7日（土）

体育祭　9月25日（水）
・球技大会（2年)　1月31日（金）

○研修旅行
・ｽｷｰ,ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ研修(1年) 1月28日(火)～31日(金)

１年次

２年次
３年次

目指す進路　：　国公立大学・私立大学　等   （四年制大学進学を念頭に置いた教育課程）

洛西高校は授業が勝負。開始のベ
ルとともに始まる質の高い丁寧な授
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。全学年
のﾎｰﾑﾙｰﾑ教室にＩＣＴ環境（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾀｰ）も整備されています。

京都府立洛西高等学校

専修・各種学校

公務員

学校概要(創立 昭和54年10月)　   全日制課程

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

男

国公立4年制大学

学校の特色

教育システム

放課後の部活動は発展・標準クラスとも一斉に開始

進路状況 (現役合格延べ数）

1年 2年 3年 計

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

就職

女

(クラス数)

〒

京都市西京区大原野西境谷町一丁目 ･

♦ＪＲ桂川駅から市ﾊﾞｽ西 、ﾔｻｶﾊﾞｽで約 分 
♦阪急桂駅西口から市ﾊﾞｽ西 で約 分

♦阪急洛西口駅から市ﾊﾞｽ西 ､ﾔｻｶﾊﾞｽで約 分
  

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

★探究型学習「洛再 」
→教科書は「地元地域」／目指すのは地域の「再発見」「再創造」

キーワードは「つながり＝ 」 （ ・ ・ ・ ・ ）

平成 年度入学生より「自分たちの生きる地域、社会を再発見し、再創造、再構築を目指す」ことを目的とした探究学習に取り組

んでいます。洛西地域の魅力や課題を調べたり、フィールドワークや地域の行事等に参加することで、洛西地域と「つながる」学習

活動を深めていきます。（平成 年度：落ち葉での堆肥づくり・竹イルミネーション・公園清掃ボランティア 等）

文化系：吹奏楽、軽音楽、ｺｰﾗｽ、 、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、ﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、卓球、  

ﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、体操、剣道 

発展クラス・標準クラス

共通カリキュラム ／ 英語・数学 少人数習熟度別授業 ／ ７限・土曜日の活用 ／ 夏・冬休みの進学講習 

発展コース（人文・理数）

文系・理系の国公立・難関私立大学現役合格を実現

標準コース（人文）

文系の四年制大学現役合格を実現

★「グローバルネットワーク京都」
→京都府教育委員会から指定を受け、国際社会に貢献できるリーダーの育成を目指した活動を行っています。

（平成 年度： 年生全員が国際問題に関するレポートを作成し、それをもとに論文、ポスターセッション、

英語でのプレゼンテーションを準備、ネットワーク校参加の交流会で発表）

★高大連携「洛西サイエンスチャレンジ講座」
→理数発展クラスを対象に大学の先生による理科・数学の特別授業を行っています。

（平成 年度：京都産業大学、京都教育大学と連携）

グレーを基調とした 
落ち着いた制服 

♦卒業生からのﾒｯｾｰｼﾞ〔寺西 桃子さん  平成30年度卒業生(卓球部) 滋賀大学 教育学部 (大山崎中学校出身)〕 
洛西高校での３年間はとても充実したものでした。テストや入試に向けて丁寧に指導をして下さった先生方や、同じ目 
標に向かって共に頑張った部活動の仲間。そして互いに切磋琢磨しながら受験を乗り越えたクラスの仲間。 
このような素敵な人達に出会えたことは私の誇りです。また、体育祭や文化祭、スキー研修など様々な行事があり、 
とても良い思い出になると思います。洛西高校での生活を通して学んだことや得たことは、これから先の人生できっと 
役立つはずです。皆さんもぜひ、洛西高校で楽しく素敵な高校生活を送って下さい！ 
        
 

平成30年度  
全国大会出場：書道部 
近畿大会出場：陸上競技 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 体操

関西大会出場：吹奏楽部 

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持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。

「洛西スタイル」：落ち着いた学習環境のもと、ひとりひとりの生徒が学習・部活動・学校行事に一生懸命取り組む

２年次…進級時に希望進路・学力を考慮して、発展コース（人文・理数）・標準コース（人文）を決定

○生徒数（令和元年５月１日現在）

夢・感動・挑戦　～君のステージがここにある～

学校概要　(創立　昭和23年10月)　全日制課程 進路状況 (現役生の合格状況：延べ数）

京都府立桃山高等学校
〒612-0063
京都市伏見区桃山毛利長門東町８校章

国公立4年制大学
私立4年制大学

1年 2年 3年 計

女
男

学校生活(令和元年度入学生)

学校の特色

教育システム

部活動(令和元年度設置状況)

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

ｺｰｽ決定：♢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

昨年度 近畿 全国大会出場

陸上競技、卓球、弓道、山岳、吹奏楽

グローバルサイエンス、書道、将棋

文化系：吹奏楽、グローバルサイエンス（科学）、茶道、演劇、軽音楽、美術、書道、イベントプロデュース（放送）、英語、将棋

体育系：硬式野球、軟式野球、テニス、ソフトテニス、陸上競技、卓球、バドミントン、バレーボール、バスケットボール

ハンドボール、サッカー、ラグビー、剣道、柔道、弓道、山岳

〇普通科

〇自然科学科

〇制服

（男子）

ブレザー、ネクタイ

カッター、ズボン

（女子）

ブレザー、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

〇授業・補習

普通科・自然科学科共通

平日は水曜日を除いて、７限授業を実施

１、２年次は土曜授業 土曜補習を実施

希望者

難関大学補習 センター試験対策補習など

〇学校行事 （普は「普通科」、自は「自然科学科」）

４月：遠足（全学年）、１年自

６月：球技大会、三者面談

７月：芸術鑑賞、１年普

１年自 、夏期補習

９月：文化祭、体育祭

月：冬期補習

２月：２年普・自 課題研究発表会

１年普・自 発表会

○研修旅行 （２年生 月実施）

普通科 台湾研修（３泊４日）

自然科学科 オーストラリア研修（５泊６日） 

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SSHの取組 
スーパーサイエンスハイスクール２期目

＜探究力・創造力・対話力の育成＞
◆探究型融合教科の実施

◆数多くの高大産連携事業

◆研究課題を深く思考する「課題研究」

満足度の高い学校行事 
♦球技大会・文化祭・体育祭・遠足

♦ キャンプ・課題研究研究発表など

♦普通科：台湾研修旅行

♦自然科学科： オーストラリア研修旅行

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

  

【 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/補習を実施 

 ◆１年生 文理系 ＧＰ・ＳＳコース 
   ※ＧＰコースはグローバルな視野を養うことを、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。カリキュラムは同一です。 
 ◆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】  理数系専門学科で、主に理系の難関国公立大進学を目指す。   
週４回の７限授業、土曜日の４限授業を実施 
◆ 事業の中核となり、単なる大学受験のための教育ではなく、幅広い学問的背景の上に専門性が育つような特色 ある取組を行 

      っています。 将来の大学院進学も視野に入れた高度な学力の養成を目指します。 

年度入試 トピック

国公立大学現役合格

名

☆難関国公立大学合格

名

☆医学部医学科合格

名

☆関関同立合格

名

＜卒業生からのメッセージ＞

私は桃山高校の三年間で、学校行事も部活動も勉強もすべて全力で取り組む

ことができました。ときには忙しさに心が折れそうになることもありましたが、クラ

スや部活動の仲間たちと支え合い、互いに高め合ってきました。桃山高校では、

そのような向上心を持った仲間たちと切磋琢磨し、成長できる環境が整っていま

す。自分の可能性を最大限まで発揮したい、という思いがある中学生のみなさん、

桃山高校で多くのことにチャレンジしてみませんか？

榎本直紀 （ 年 普通科卒 大阪大学在学中）
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○普通科

・アカデミーコース

▶人文　　▶理数
・キャリアコース

▶ライフマネジメント
▶ライフスポーツ
▶ライフサポート

○生徒数（令和元年５月１日現在） ・総合コース

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
志賀高原にてスキー研修を実施(２年)

○地域と繋がる取組
醍醐寺との交流（ボランティアに参加）
北醍醐地区合同防災訓練に参加
全国防災ジュニアリーダー育成合宿参加

〒601-1326
京都市伏見区醍醐新町裏町25-1

卓球部近畿大会出場
演劇部優秀賞受賞

卒業生からのメッセージ(京都教育大学合格)
小さいころから教師になりたいという夢をもっていましたが、高校
に入り諦めかけていました。しかし、担任の先生にその夢を伝え
ると応援や後押しをしてくださいました。また、他の先生のサポー
トもあり、本気で行きたい大学に合格することができました。

硬式野球、バスケットボール、バレーボール、剣道、卓球
サッカー、バドミントン、テニス、女子ソフトテニス、陸上競技、

女

計

理科､演劇､書道､ESS､美術､フォークソング研究部､囲碁将棋､吹奏楽､茶道､放送

京都府立東稜高等学校
生徒の力を「伸ばす学校」
生徒の力が「伸びる学校」

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部近畿大会出場

国公立・私立短期大学
私立4年制大学

男

国公立4年制大学

就職

◆市バス・「○○○」から徒歩７分

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立　昭和52年４月)　   全日制課程 進路状況（現役生の合格状況：延べ数）

1年 2年 3年

公務員
専修・各種学校

キャリア教育を大切にしている東稜高校
では、各コースで様々なキャリア教育プ
ログラムが用意されています。また、授
業においての規律を大切にし、社会に貢
献できる人材の養成につとめています。

遠足、生徒総会（５月）
個別面談、団体鑑賞（６月）
東稜祭文化の部（９月）
東稜祭体育の部（10月）
球技大会（２月）　　他

教育システム

学校の特色

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

生徒の力を伸ばす学校・生徒の力が伸びる学校
教育目標：ＴＲＹ：Ｔ Ｒ Ｙ （真の自己実現）

校舎写真 

進路先 年度 ○普通科

・アカデミーコース

・キャリアコース

○生徒数（令和元年５月１日現在） ・総合コース

学校概要(創立 昭和52年４月)

校舎写真

▶ライフマネジメント
▶ライフスポーツ
▶ライフサポート

卒業生からのメッセージ(京都教育大学合格)
小さいころから教師になりたいという夢をもっていましたが、高校小さいころから教師になりたいという夢をもっていましたが、高校
に入り諦めかけていましたに入り諦めかけていました
ると応援や後押しをしてくださいましたると応援や後押しをしてくださいました
トもありトもあり

就職
公務員
専修・各種学校

環境・防災・公共 ライフマネジメン
ト 、健康 医療・スポーツ系 ライフス
ポーツ 、看護 医療・保育・福祉系 ラ
イフサポート 、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。

キャリアコース 

＜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。

＜２・３年次＞

アカデミーコース

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。

理数：理系進学 

人文：文系進学 

ライフサポート 

ライフスポーツ 

ライフマネジメント 

総合コース 総合コース 

平成30年度入学生から教育システムが新たになり、3年目の完成年度を迎えます。

●国語・数学・英語
は、中学校での学習内
容の「学び直し」の実
施

基礎学力の充実とともに、実践力や応用力を高め、大学への進
学を目指します。

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

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）

●健康系　　　　　●経営系

個々の興味・関心に応じた多様な選択科目

●地理歴史系　　　●生活系 短期大学

コース決定　　５月から６月に実施する進路学習やコース選択の説明のあと７月に希望調査を実施します。コース・系の決定について
　　　　　　　　は、各自の進路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。

２・３年次（週31時間）

専修・各種学校

就職（一般企業・公務員）

卒業後の進路１年次（週31時間）

大学

大学

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」をいちばんに据えた
「生きる力」の育成を目指します。

計
卒業生からのメッセージ
洛水高校は、学校全体でキャリア教育を推進していたり、生徒と先
生が一緒になって頑張ったり、楽しんでいる高校です。ぜひ、洛水
高校に入学して、悔いのない高校生活を送ってください。応援して
います。

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
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・サッカー部・女子ラクロス部・
卓球部・ 女子ソフトボール部・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
サイエンス同好会【　文化系　体育系　】

全国大会での活躍　【馬術部】
４年連続20回全国大会団体出場
H27全国大会（個人）5位
H28・H29国民体育大会京都府代表

○学校行事　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部となっています。

学校の特色

女

教育目標　　自主・自律・挑戦の校是に基づき、自らの意志で、自らを高め、新しいことに挑戦する人間の育成を目指す

○授業　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年生はコース・系に分かれ、特長のある科目を学習し
　　ます。どの教科や科目についても基礎・基本を大切にしています。

○研修旅行　2年生の6月に東北（岩手県・宮城県）へ。農家で農業体験。農家ステイで地元の方々との交流。震災学習を通して、防災につ
　　いて、復興支援について考えます。松島、平泉金色堂見学。仙台の街歩きなども体験します。

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都府立洛水高等学校
　自主・自律・挑戦

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

◆アドバンストコース（自然系・人文系）

教育システム

伏見学プレゼンテーション

インターンシップ

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)　京都府にある高校で馬術部があるのは本校のみ !  京都府の公立高校で女子ラクロス部があるのは本校のみ !!

学校概要(創立　昭和53年４月)　 全日制課程 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

1年

普通科１年次共通、２・３年次選択

男

国公立4年制大学
◆フロンティアコース
（地理歴史系・健康系・生活系
 ・経営系）

専修・各種学校
国公立・私立短期大学
私立4年制大学

2年 3年

公務員
就職

合格先 年度 

京都府立洛水高等学校　キャリア教育
◆生徒が自己の在り方や生き方を考え、主体的に進路希望の実現を図る。
◆社会的・職業的自立に向けて、必要となる能力を育成する。
◆自己の立場に応じた役割を果たし、社会参画に向けた能力を育成する。
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○普通科

・アカデミーコース

▶人文　　▶理数
・キャリアコース

▶ライフマネジメント
▶ライフスポーツ
▶ライフサポート

○生徒数（令和元年５月１日現在） ・総合コース

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
志賀高原にてスキー研修を実施(２年)

○地域と繋がる取組
醍醐寺との交流（ボランティアに参加）
北醍醐地区合同防災訓練に参加
全国防災ジュニアリーダー育成合宿参加

〒601-1326
京都市伏見区醍醐新町裏町25-1

卓球部近畿大会出場
演劇部優秀賞受賞

卒業生からのメッセージ(京都教育大学合格)
小さいころから教師になりたいという夢をもっていましたが、高校
に入り諦めかけていました。しかし、担任の先生にその夢を伝え
ると応援や後押しをしてくださいました。また、他の先生のサポー
トもあり、本気で行きたい大学に合格することができました。

硬式野球、バスケットボール、バレーボール、剣道、卓球
サッカー、バドミントン、テニス、女子ソフトテニス、陸上競技、

女

計

理科､演劇､書道､ESS､美術､フォークソング研究部､囲碁将棋､吹奏楽､茶道､放送

京都府立東稜高等学校
生徒の力を「伸ばす学校」
生徒の力が「伸びる学校」

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部近畿大会出場

国公立・私立短期大学
私立4年制大学

男

国公立4年制大学

就職

◆市バス・「○○○」から徒歩７分

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立　昭和52年４月)　   全日制課程 進路状況（現役生の合格状況：延べ数）

1年 2年 3年

公務員
専修・各種学校

キャリア教育を大切にしている東稜高校
では、各コースで様々なキャリア教育プ
ログラムが用意されています。また、授
業においての規律を大切にし、社会に貢
献できる人材の養成につとめています。

遠足、生徒総会（５月）
個別面談、団体鑑賞（６月）
東稜祭文化の部（９月）
東稜祭体育の部（10月）
球技大会（２月）　　他

教育システム

学校の特色

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

生徒の力を伸ばす学校・生徒の力が伸びる学校
教育目標：ＴＲＹ：Ｔ Ｒ Ｙ （真の自己実現）

校舎写真 

進路先 年度 

環境・防災・公共 ライフマネジメン
ト 、健康 医療・スポーツ系 ライフス
ポーツ 、看護 医療・保育・福祉系 ラ
イフサポート 、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。

キャリアコース 

＜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。

＜２・３年次＞

アカデミーコース

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。

理数：理系進学 

人文：文系進学 

ライフサポート 

ライフスポーツ 

ライフマネジメント 

総合コース 総合コース 

平成30年度入学生から教育システムが新たになり、3年目の完成年度を迎えます。

●国語・数学・英語
は、中学校での学習内
容の「学び直し」の実
施

基礎学力の充実とともに、実践力や応用力を高め、大学への進
学を目指します。

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

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）

●健康系　　　　　●経営系

個々の興味・関心に応じた多様な選択科目

●地理歴史系　　　●生活系 短期大学

コース決定　　５月から６月に実施する進路学習やコース選択の説明のあと７月に希望調査を実施します。コース・系の決定について
　　　　　　　　は、各自の進路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。

２・３年次（週31時間）

専修・各種学校

就職（一般企業・公務員）

卒業後の進路１年次（週31時間）

大学

大学

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」をいちばんに据えた
「生きる力」の育成を目指します。

計
卒業生からのメッセージ
洛水高校は、学校全体でキャリア教育を推進していたり、生徒と先
生が一緒になって頑張ったり、楽しんでいる高校です。ぜひ、洛水
高校に入学して、悔いのない高校生活を送ってください。応援して
います。

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
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・サッカー部・女子ラクロス部・
卓球部・ 女子ソフトボール部・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
サイエンス同好会【　文化系　体育系　】

全国大会での活躍　【馬術部】
４年連続20回全国大会団体出場
H27全国大会（個人）5位
H28・H29国民体育大会京都府代表

○学校行事　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部となっています。

学校の特色

女

教育目標　　自主・自律・挑戦の校是に基づき、自らの意志で、自らを高め、新しいことに挑戦する人間の育成を目指す

○授業　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年生はコース・系に分かれ、特長のある科目を学習し
　　ます。どの教科や科目についても基礎・基本を大切にしています。

○研修旅行　2年生の6月に東北（岩手県・宮城県）へ。農家で農業体験。農家ステイで地元の方々との交流。震災学習を通して、防災につ
　　いて、復興支援について考えます。松島、平泉金色堂見学。仙台の街歩きなども体験します。

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都府立洛水高等学校
　自主・自律・挑戦

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

◆アドバンストコース（自然系・人文系）

教育システム

伏見学プレゼンテーション

インターンシップ

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)　京都府にある高校で馬術部があるのは本校のみ !  京都府の公立高校で女子ラクロス部があるのは本校のみ !!

学校概要(創立　昭和53年４月)　 全日制課程 進路状況(現役生の合格状況：延べ数)

1年

普通科１年次共通、２・３年次選択

男

国公立4年制大学
◆フロンティアコース
（地理歴史系・健康系・生活系
 ・経営系）

専修・各種学校
国公立・私立短期大学
私立4年制大学

2年 3年

公務員
就職

合格先 年度 

京都府立洛水高等学校　キャリア教育
◆生徒が自己の在り方や生き方を考え、主体的に進路希望の実現を図る。
◆社会的・職業的自立に向けて、必要となる能力を育成する。
◆自己の立場に応じた役割を果たし、社会参画に向けた能力を育成する。

進 生徒と先
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新学科スタート！　起業創造科　企画科　情報科学科
文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校 ○目指す資格 ○学校行事
　『住んでよし、訪れてよし』   全商簿記１級日商簿記１級 4月：一泊研修（1年）遠足（2･3年）

　　　持続可能都市京都を支える人材育成に関する研究   全商情報処理１級 5月：球技大会

　　　　～京都すばる高校：みんなごと化プロジェクト～   全商英語１級 9月：体育祭

○研修旅行（令和２年度第２学年12月）   基本情報技術者試験 11月：販売学習「京都すばるﾃﾞﾊﾟｰﾄ」

　台湾研修：連携校交流　共同開発商品の販売実習など　   ＩＴパスポート 2月：ロードレース

●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。

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

〒612-8156
京都市伏見区向島西定請120番地

教育システム

女

進路状況(現役生の合格状況：延べ数)学校概要(創立　昭和60年4月)　全日制課程

京都府立京都すばる高等学校

学校の特色

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

1年 2年 3年 計

公務員
就職

部活動(令和元年度設置状況)

学校生活(令和元年度)

男

ITで社会の発展を加速する

情報科学科
起業家精神で地域社会をデザインする

起業創造科
企画力で京都と世界をつなぐ

企画科
プログラミングで「想像力」を「創造力」に
変える

STEAM教育で「科学」と「技術」を「心」で
結ぶ

ICTで「安心・安全」な超スマート社会を
切り拓く

「簿記会計」を学び大学や企業と連携するこ
とで、世の中を動かす「リアルなお金」の仕
組みを知る

「やってみよう！」と一歩踏み出す、アント
レプレナーシップ（起業家精神）が育つ

私たちが暮らす地域（京都）の課題解決を通
して主体性と創造力が身に付く

「企画」を学ぶことで、発想力・論理的思考
力・表現力が身に付く

新商品開発や海外販売実習を通して、チャレ
ンジ精神が磨かれる

「外国から見た京都」を知ることで、グロー
バルな視点を持てる

◆近鉄「向島」から徒歩 分  
 

  卒業生からのメッセージ （ 企画科卒業 山口大学経済学部在学 西田 美結 さん ）

地域マップを作ってヘリコプターのツアーを企画・実施したり、まちづくり会議に出席したり

海外販売実習に挑戦したりと、全員で向島の活性化に本気で取り組めたのは、とても良い

経験でした。大学では、高校で学んだビジネス基礎やビジネス経済の知識が役立っていま

すが、単に高校の繰り返しではなく、また違った視点から捉えなおすことができています。

〇商業に関する専門学科

・起業創造科

・企画科

〇情報に関する専門学科

・情報科学科

〇制服

文化系 ： 吹奏楽 放送 茶・華道 情報処理 ワープロ 簿記 珠算 情報デザイン全国大会 ： 吹奏楽 情報処理 珠算 簿記 ワープロ

放送

近畿大会 ： 陸上競技 卓球 女子ﾎｯｹｰ

体育系 ： 硬式野球 サッカー 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ テニス 陸上競技 卓球

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 女子ﾎｯｹｰ 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

教育目標 ☆ 広い教養と豊かな情操を持ち、確かな学力を備えた質実清楚な人を育てます。

☆ 主体的、継続的に学ぶ意欲を持ち、深い専門性と新たな分野への適応力を備えた人を育てます。

☆ 創造力と豊かな国際感覚を持ち、社会に貢献できる人を育てます。

☆ 日本の伝統や文化を重んじるとともに、社会変動の激流の中でも生き抜く体力と知力を備えた人を育てます。

☆ 正しい倫理観と正義感をあわせ持ち、深い他者理解の精神を備えた人を育てます。

○生徒数（令和元年５月１日現在）
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して主体性と創造力が身に付く

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○制服
ブレザー
カッターシャツ
ネクタイ
セーター
ベスト
スラックス
スカート

○普通科
・文コース
・文理コース

就職

計

〒617-0006
向日市上植野町西大田

専修・各種学校
公務員

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

女
男

国公立4年制大学

3年

学校の特色

教育システム

輝け今日よ

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立向陽高等学校

学校概要(創立　昭和49年10月)　全日制課程 進路状況　現役生の進路先（延べ数）

1年 2年

○授業 

教育目標 ・様々な教育活動を通して、将来への目標を設定し、その実現のために努力する生徒を育成する。

・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。

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

校舎写真 

阪急 西向日駅 
下車、徒歩１３分 

卒業生からのメッセージ 
・勉強、部活動、友達作り、ボランティア活動等、何事も目標を持って取り

組むことで、多くのものが得られます。有意義な３年間を過ごしてください。 

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

文化系：吹奏楽、写真、書道、華道、パソコン、合唱、放送、美術、英語、フォークソング、演劇 

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

（33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。 

学力伸長クラス 標準クラス

文理コース  
選択科目により文系・理系に応じた発展的学習を進め、

大学進学を目指して学力の向上を図ります。看護医療系

の進路にも対応します。

文コース  
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。一人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（文・理） 
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

３年次

進路

２年次

看護医療系大学・専門学校

○授業  
・習熟度授業や少人数講座で、一人ひとりを大切にした教科授業

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。 
・ｉＰａｄや電子黒板などのＩＣＴ機器を取り入れています。 

○学校行事 
遠足(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 

○研修旅行 
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。 

●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 
●実績と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 
・陸上競技・男子ハンドボール・サッカー・バスケットボール・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 

全国大会出場：自転車競技部、陸上競技部  
近畿大会出場：男子ハンドボール部 

陸上競技部 
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新学科スタート！　起業創造科　企画科　情報科学科
文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校

○生徒数（令和元年５月１日現在）

文部科学省 地域との協働による高等学校教育改革推進事業指定校 ○目指す資格 ○学校行事
　『住んでよし、訪れてよし』   全商簿記１級日商簿記１級 4月：一泊研修（1年）遠足（2･3年）

　　　持続可能都市京都を支える人材育成に関する研究   全商情報処理１級 5月：球技大会

　　　　～京都すばる高校：みんなごと化プロジェクト～   全商英語１級 9月：体育祭

○研修旅行（令和２年度第２学年12月）   基本情報技術者試験 11月：販売学習「京都すばるﾃﾞﾊﾟｰﾄ」

　台湾研修：連携校交流　共同開発商品の販売実習など　   ＩＴパスポート 2月：ロードレース

●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。

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

〒612-8156
京都市伏見区向島西定請120番地

教育システム

女

進路状況(現役生の合格状況：延べ数)学校概要(創立　昭和60年4月)　全日制課程

京都府立京都すばる高等学校

学校の特色

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

1年 2年 3年 計

公務員
就職

部活動(令和元年度設置状況)

学校生活(令和元年度)

男

ITで社会の発展を加速する

情報科学科
起業家精神で地域社会をデザインする

起業創造科
企画力で京都と世界をつなぐ

企画科
プログラミングで「想像力」を「創造力」に
変える

STEAM教育で「科学」と「技術」を「心」で
結ぶ

ICTで「安心・安全」な超スマート社会を
切り拓く

「簿記会計」を学び大学や企業と連携するこ
とで、世の中を動かす「リアルなお金」の仕
組みを知る

「やってみよう！」と一歩踏み出す、アント
レプレナーシップ（起業家精神）が育つ

私たちが暮らす地域（京都）の課題解決を通
して主体性と創造力が身に付く

「企画」を学ぶことで、発想力・論理的思考
力・表現力が身に付く

新商品開発や海外販売実習を通して、チャレ
ンジ精神が磨かれる

「外国から見た京都」を知ることで、グロー
バルな視点を持てる

◆近鉄「向島」から徒歩 分  
 

  卒業生からのメッセージ （ 企画科卒業 山口大学経済学部在学 西田 美結 さん ）

地域マップを作ってヘリコプターのツアーを企画・実施したり、まちづくり会議に出席したり

海外販売実習に挑戦したりと、全員で向島の活性化に本気で取り組めたのは、とても良い

経験でした。大学では、高校で学んだビジネス基礎やビジネス経済の知識が役立っていま

すが、単に高校の繰り返しではなく、また違った視点から捉えなおすことができています。

〇商業に関する専門学科

・起業創造科

・企画科

〇情報に関する専門学科

・情報科学科

〇制服

文化系 ： 吹奏楽 放送 茶・華道 情報処理 ワープロ 簿記 珠算 情報デザイン全国大会 ： 吹奏楽 情報処理 珠算 簿記 ワープロ

放送

近畿大会 ： 陸上競技 卓球 女子ﾎｯｹｰ

体育系 ： 硬式野球 サッカー 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ テニス 陸上競技 卓球

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 女子ﾎｯｹｰ 男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

教育目標 ☆ 広い教養と豊かな情操を持ち、確かな学力を備えた質実清楚な人を育てます。

☆ 主体的、継続的に学ぶ意欲を持ち、深い専門性と新たな分野への適応力を備えた人を育てます。

☆ 創造力と豊かな国際感覚を持ち、社会に貢献できる人を育てます。

☆ 日本の伝統や文化を重んじるとともに、社会変動の激流の中でも生き抜く体力と知力を備えた人を育てます。

☆ 正しい倫理観と正義感をあわせ持ち、深い他者理解の精神を備えた人を育てます。

生活
の糧

生き
がい

社会
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○生徒数（令和元年５月１日現在）

○制服
ブレザー
カッターシャツ
ネクタイ
セーター
ベスト
スラックス
スカート

○普通科
・文コース
・文理コース

就職

計

〒617-0006
向日市上植野町西大田

専修・各種学校
公務員

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

女
男

国公立4年制大学

3年

学校の特色

教育システム

輝け今日よ

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立向陽高等学校

学校概要(創立　昭和49年10月)　全日制課程 進路状況　現役生の進路先（延べ数）

1年 2年

○授業 

教育目標 ・様々な教育活動を通して、将来への目標を設定し、その実現のために努力する生徒を育成する。

・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。

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

校舎写真 

阪急 西向日駅 
下車、徒歩１３分 

卒業生からのメッセージ 
・勉強、部活動、友達作り、ボランティア活動等、何事も目標を持って取り

組むことで、多くのものが得られます。有意義な３年間を過ごしてください。 

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

文化系：吹奏楽、写真、書道、華道、パソコン、合唱、放送、美術、英語、フォークソング、演劇 

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

（33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。 

学力伸長クラス 標準クラス

文理コース  
選択科目により文系・理系に応じた発展的学習を進め、

大学進学を目指して学力の向上を図ります。看護医療系

の進路にも対応します。

文コース  
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。一人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（文・理） 
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

３年次

進路

２年次

看護医療系大学・専門学校

○授業  
・習熟度授業や少人数講座で、一人ひとりを大切にした教科授業

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。 
・ｉＰａｄや電子黒板などのＩＣＴ機器を取り入れています。 

○学校行事 
遠足(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 

○研修旅行 
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。 

●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 
●実績と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 
・陸上競技・男子ハンドボール・サッカー・バスケットボール・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 

全国大会出場：自転車競技部、陸上競技部  
近畿大会出場：男子ハンドボール部 

陸上競技部 

ー 27 ーー 26 ー



◆阪急長岡天神駅から徒歩8分

◆JR長岡京駅から徒歩12分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

◆阪急長岡天神駅から徒歩8分

◆JR長岡京駅から徒歩12分

部活動(令和元年度設置状況)

体育系　硬式野球、陸上競技、水泳、バドミントン、フェンシング、柔道（以上強化部活動）　
　　　　　剣道、テニス、ソフトテニス、女子バレーボール、バスケットボール、ワンダーフォーゲル　　
　　　　　サッカー、卓球、新体操

学校生活(令和元年度入学生)

学校の特色 教育システム

〇トピックス

〇制服～伝統と革新～乙訓高
校の新しさと伝統を表現し、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。

〇研修旅行～国際感覚の研磨と魂を揺さぶる体験～
2019年度入学生の行き先は
　◎普通科理系2年次　ボルネオ島研修
　◎普通科文系A･Bコース2年次　シンガポール･マレーシア
研修

　◎スポーツ健康科学科2年次　グアム島研修

　B&Sやグアムでの自炊等を取り入れながら生徒の自主性
を育みます。

学校の特色･教育システム

1　スポーツ健康科学科学科説明会　5月11日（土）
2　学校説明会①　6月 8日（土）
3　学校説明会②　8月23日（金）
4　学校説明会③  10月26日（土）

また、8月20日（火）、9月15日（日）には部活動体験会
11月から12月にかけての土曜日に個別進路相談会を実施する予定です。
予定は変更される可能性がありますので詳細は本校HPを御覧ください。
      　Http://www.kyoto-be.ne.jp/otokuni-hs/

〇自習室～夢に向かって～早朝から部活動が終わって以降20時まで、しっかりサポートします。個別ブース型で冷暖房も完備。
一年中3年生を中心に活気にあふれています。普通教室型も設置しています。

〇学校行事～豊富な感動体験～9月に3日間行う文化祭は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。
また、体育祭は学年対抗の形式を取り、乙訓高校自慢の天然芝のグラウンドで元気いっぱい、一日中笑顔があふれています。
　4月新入生研修(校内･宿泊)、遠足　　5月中間考査、生徒総会、高校総体　　6月団体鑑賞(演劇)、面談週間　　7月期末考査、夏季補習
　9月文化祭、体育祭　　10月中間考査、生徒総会、人権映画鑑賞　　11月海外研修旅行　　12月期末考査、冬季補習、学習合宿(2年)
　1月考査、センター試験　2月スキー実習(スポ健1年)　3月卒業式、学年末考査、春季補習

進路状況 地図

〇授業～学力を伸ばす環境～　日々の清掃活動の徹底や美しい黒板など、当たり前の教育環境を維持することが当たり前であ
ることは、簡単なようで簡単ではありません。今年度取り組み始めた教室のユニバーサルデザイン化や、H21年度校舎改築で全
教室に完備されたプロジェクター等のICT機器を多くの授業で活用して「学力を伸ばす授業」を展開しています。

公務員

京都府立乙訓高等学校

学校概要（創立　昭和39年４月）　全日制課程

〒617ｰ0843
長岡京市友岡1丁目1-1

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)

〇普通科

○ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科

就職

私立4年制大学

専修・各種学校

国公立4年制大学

国公立・私立短期大学

フェンシング･新体操の全国優勝や硬式
野球部のH29年度甲子園選抜大会出
場をはじめ、陸上競技、バドミントン、柔
道などの全国大会出場。文化系部活動
も地道に活動しています。

文化系　吹奏楽部、放送部、茶道部、美術･漫画研究、ESS、写真、生物、囲碁･将棋、百人一首

※現役生の合格状況（延べ数）

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

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

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

めざす

進路先

週３２時間
＋進学補習

コース･クラスの決定：合格発表後の診断テスト（英・数･国）と本人の希望を総合的に

判断して 年前半クラスを編成し、全員が共通の教育課程で学習をします。 学期中

間考査後、自己の適性や能力、進路希望に応じてコースを選択して所属クラスを決

定する。

設置クラス 普通科理系１クラス，普通科文系 コース１クラス，普通科文系 コース

クラス スポーツ健康科学科 クラス 年度

●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85 ％(全校）

●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

1年 2年 3年 計

男

女

普通科
パイオニアコース

アカデミック（文・理）コース

グローバルコース

制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

＊今年よりベストも導入！

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事　等 ○修学旅行
●パイオニア・アカデミックコース →「台湾」

●グローバルコース →「オーストラリア」

○国際交流

男

国公立4年制大学

就職

京都府立西乙訓高等学校

学校概要　(創立 昭和59年４月)　全日制課程 進路状況 （のべ合格者数・現役のみ）

1年 2年 3年 計

公務員

〒617-0845
長岡京市下海印寺西明寺41

専修・各種学校

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

女

硬式野球・陸上・サッカー・ハンドボール・テニス・弓道・バレーボール・バスケッ
トボール・バドミントン・卓球・ワンダーフォーゲル

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道

部活動(令和元年度設置状況)

国公立・私立短期大学

私立4年制大学

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

●姉妹校アメリカ・アーリントン高校長期・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

●ユネスコ・スクール加盟認定！（H30～）

●落ち着いた学習環境
●府立学校スマートスクール推進事業（府教委）
　・新学習指導要領実施に向けてICT機器整備と
    利活用を通じて新しい学びのスタイルへ（H31～）

　　《全HR教室に電子黒板の導入》
　・クラウドサービス「Classi」の導入
●ユネスコ・スクール加盟認定（H30～）

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、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　　ほか

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。【校是】飛躍・剛健・篤実

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。 

近年、吹奏楽部が学校合奏コンクール全国

大会出場、弓道部が京都大会で活躍、今年

からサイエンス部が発足 ほか 

進路先 年度 

年間弓道部に所属し最後まで

頑張った結果、継続力が身につ

き受験にも生かすことができまし

た。充実した高校生活を送るに

は何事にも一生懸命になってほ

しいと思います。西乙訓高校に

は互いに一生懸命になれる先

生方や仲間がいるのでぜひ入

学して充実した高校生活を送っ

てください。

コース決定：

学びの空間 夢中になれる瞬間

あなたの可能性を伸ばす、魅力ある３つのコース

卒業生からのメッセージ

青松 義貴
室蘭工業大学 理工学部

大淀中学校出身

ー 29 ーー 28 ー



◆阪急長岡天神駅から徒歩8分

◆JR長岡京駅から徒歩12分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

◆阪急長岡天神駅から徒歩8分

◆JR長岡京駅から徒歩12分

部活動(令和元年度設置状況)

体育系　硬式野球、陸上競技、水泳、バドミントン、フェンシング、柔道（以上強化部活動）　
　　　　　剣道、テニス、ソフトテニス、女子バレーボール、バスケットボール、ワンダーフォーゲル　　
　　　　　サッカー、卓球、新体操

学校生活(令和元年度入学生)

学校の特色 教育システム

〇トピックス

〇制服～伝統と革新～乙訓高
校の新しさと伝統を表現し、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。

〇研修旅行～国際感覚の研磨と魂を揺さぶる体験～
2019年度入学生の行き先は
　◎普通科理系2年次　ボルネオ島研修
　◎普通科文系A･Bコース2年次　シンガポール･マレーシア
研修

　◎スポーツ健康科学科2年次　グアム島研修

　B&Sやグアムでの自炊等を取り入れながら生徒の自主性
を育みます。

学校の特色･教育システム

1　スポーツ健康科学科学科説明会　5月11日（土）
2　学校説明会①　6月 8日（土）
3　学校説明会②　8月23日（金）
4　学校説明会③  10月26日（土）

また、8月20日（火）、9月15日（日）には部活動体験会
11月から12月にかけての土曜日に個別進路相談会を実施する予定です。
予定は変更される可能性がありますので詳細は本校HPを御覧ください。
      　Http://www.kyoto-be.ne.jp/otokuni-hs/

〇自習室～夢に向かって～早朝から部活動が終わって以降20時まで、しっかりサポートします。個別ブース型で冷暖房も完備。
一年中3年生を中心に活気にあふれています。普通教室型も設置しています。

〇学校行事～豊富な感動体験～9月に3日間行う文化祭は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。
また、体育祭は学年対抗の形式を取り、乙訓高校自慢の天然芝のグラウンドで元気いっぱい、一日中笑顔があふれています。
　4月新入生研修(校内･宿泊)、遠足　　5月中間考査、生徒総会、高校総体　　6月団体鑑賞(演劇)、面談週間　　7月期末考査、夏季補習
　9月文化祭、体育祭　　10月中間考査、生徒総会、人権映画鑑賞　　11月海外研修旅行　　12月期末考査、冬季補習、学習合宿(2年)
　1月考査、センター試験　2月スキー実習(スポ健1年)　3月卒業式、学年末考査、春季補習

進路状況 地図

〇授業～学力を伸ばす環境～　日々の清掃活動の徹底や美しい黒板など、当たり前の教育環境を維持することが当たり前であ
ることは、簡単なようで簡単ではありません。今年度取り組み始めた教室のユニバーサルデザイン化や、H21年度校舎改築で全
教室に完備されたプロジェクター等のICT機器を多くの授業で活用して「学力を伸ばす授業」を展開しています。

公務員

京都府立乙訓高等学校

学校概要（創立　昭和39年４月）　全日制課程

〒617ｰ0843
長岡京市友岡1丁目1-1

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)

〇普通科

○ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科

就職

私立4年制大学

専修・各種学校

国公立4年制大学

国公立・私立短期大学

フェンシング･新体操の全国優勝や硬式
野球部のH29年度甲子園選抜大会出
場をはじめ、陸上競技、バドミントン、柔
道などの全国大会出場。文化系部活動
も地道に活動しています。

文化系　吹奏楽部、放送部、茶道部、美術･漫画研究、ESS、写真、生物、囲碁･将棋、百人一首

※現役生の合格状況（延べ数）

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

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

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

めざす

進路先

週３２時間
＋進学補習

コース･クラスの決定：合格発表後の診断テスト（英・数･国）と本人の希望を総合的に

判断して 年前半クラスを編成し、全員が共通の教育課程で学習をします。 学期中

間考査後、自己の適性や能力、進路希望に応じてコースを選択して所属クラスを決

定する。

設置クラス 普通科理系１クラス，普通科文系 コース１クラス，普通科文系 コース

クラス スポーツ健康科学科 クラス 年度

●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85 ％(全校）

●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

1年 2年 3年 計

男

女

普通科
パイオニアコース

アカデミック（文・理）コース

グローバルコース

制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

＊今年よりベストも導入！

文化系：

体育系：

○授業 ○学校行事　等 ○修学旅行
●パイオニア・アカデミックコース →「台湾」

●グローバルコース →「オーストラリア」

○国際交流

男

国公立4年制大学

就職

京都府立西乙訓高等学校

学校概要　(創立 昭和59年４月)　全日制課程 進路状況 （のべ合格者数・現役のみ）

1年 2年 3年 計

公務員

〒617-0845
長岡京市下海印寺西明寺41

専修・各種学校

「学びの空間　夢中になれる瞬間」

女

硬式野球・陸上・サッカー・ハンドボール・テニス・弓道・バレーボール・バスケッ
トボール・バドミントン・卓球・ワンダーフォーゲル

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道

部活動(令和元年度設置状況)

国公立・私立短期大学

私立4年制大学

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

●姉妹校アメリカ・アーリントン高校長期・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

●ユネスコ・スクール加盟認定！（H30～）

●落ち着いた学習環境
●府立学校スマートスクール推進事業（府教委）
　・新学習指導要領実施に向けてICT機器整備と
    利活用を通じて新しい学びのスタイルへ（H31～）

　　《全HR教室に電子黒板の導入》
　・クラウドサービス「Classi」の導入
●ユネスコ・スクール加盟認定（H30～）

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、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　　ほか

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。【校是】飛躍・剛健・篤実

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。 

近年、吹奏楽部が学校合奏コンクール全国

大会出場、弓道部が京都大会で活躍、今年

からサイエンス部が発足 ほか 

進路先 年度 

年間弓道部に所属し最後まで

頑張った結果、継続力が身につ

き受験にも生かすことができまし

た。充実した高校生活を送るに

は何事にも一生懸命になってほ

しいと思います。西乙訓高校に

は互いに一生懸命になれる先

生方や仲間がいるのでぜひ入

学して充実した高校生活を送っ

てください。

コース決定：

学びの空間 夢中になれる瞬間

吹奏楽・放送・演劇・美術・写真・サイエンス・ESS・文芸・茶道

あなたの可能性を伸ばす、魅力ある３つのコース

卒業生からのメッセージ

青松 義貴
室蘭工業大学 理工学部

大淀中学校出身

ー 29 ーー 28 ー



 自由と規律
知性と創造
参加と協力

21世紀を自分で歩く国際人になる！

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都市立紫野高等学校

H29 H30

学校概要(創立　昭和２７年４月)　全日制課程

H28

進路状況(既卒生を含んだ合格状況：延べ数)

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

33 59
461 540

国公立4年制大学
私立4年制大学

54
589

部活動(令和元年度設置状況)　　※部活動実績は平成28年度～平成30年度のものです。

1年 2年 3年 計
男 138 141 118 397
女 146 177 191 514

学校の特色

教育システム　

学校生活(令和元年度入学生)

  ☆学校説明会[ ６月１日普通科・アカデミア科 / ９月１４日アカデミア科 / １０月２６日普通科 ]  ※ 申込み等詳細はHPにて 紫野高校 

◆市バス「船岡山」 徒歩3分 
   206・205・204・1・12・M1・北8系統    
◆市バス「今宮神社前」 徒歩2分 46系統 
 

 紫野高校は、自由の中で生徒が自分で考えて行動し、自律的に規律を守る校風がとても心地
の良い場所です。一人一人の個性が尊重されるこの学校で、私は個性豊かな友人から様々な良

い刺激を受け、所属したESS部で英語ディベートに興味を持ち他の部員と一緒に大会に参加する

など、新たな経験をしたり、自分の可能性を広げたりすることができました。また、紫野高校は生

徒の「やりたい」という気持ちを全力でサポートしてくれる学校です。日々の授業はもちろん、放課

後の進学補習でも自分に合う講座で手厚い指導を受けることができます。先生に個別 

に質問もしやすい雰囲気で、先生や友人に支えられ、希望の進路を実現できました。 

ぜひ貴重な三年間を紫野高校で思い出深く大きく成長できるものにして下さい。 
    

    平成31年3月卒業生 池内里桜 大阪大学法学部国際公共政策学科進学 

文化系：ESS、合唱、茶道、書道、吹奏楽、地学、美術、軽音楽、漫画アニメ、ホームメーキング、放送局、新聞局  
 ☆インターハイ・全国大会出場：ソフトテニス部・体操部・放送局 

                    アメリカンフットボール部チア 

 ☆近畿大会出場：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・水泳部・アーチェリー部・放送局 

体育系：アーチェリー、アメリカンフットボール・チア、テニス、男子バレーボール、女子バレーボール、バドミントン 

男子バスケットボール、女子バスケットボール、体操、卓球、ソフトテニス、サッカー、野球、水泳、陸上 

教育目標：「２１世紀を自分で歩く国際人」を育成する     ～自分の中の世界を広げ、世界の中で自分を広げる～ 

○授業 

 ７限授業週４日/６限授業週１日 

 英語、数学で習熟度別授業 

 夏季/冬季進学補習 

○制服 

  自由服。華美なものは避け、高校生 

   として学習にふさわしい服装。 

○海外研修 

 普通科：マレーシア（３泊５日） 

 アカデミア科：シドニー/ロンドン・ダブリン 

                    （ホームステイ約２週間） 

○学校行事 

 文化祭・体育祭・球技大会・演劇鑑賞 

 百人一首大会・英語スピーチコンテスト 

☝SD教育の理念に基づく課題探究 
  他者との議論・討論・交渉を通じて、思考力や協調性を身に付け、 

  「持続可能な社会の構築（SD）」のため、課題探究を行う。 

 

☝１０教科をバランスよく学習 
  授業や家庭学習をはじめとして自学自習を実践し、基礎的、 

 総合的な学力を身に付け、将来を描き、個々の進路希望を実現する。 

 

☝豊富な国際交流の機会 
  高い語学力をつけ、海外研修、留学生交流、短期・長期留学など、 

  異文化に触れ、自分の世界を広げる。 

 

☝生徒主体の学校生活 
  自由で明るい校風を大切にし、学校行事や部活動、外部コンテストへ 

  積極的に参加し、幅広い学びを体験する。 

幅広い学びで国際人としての基礎力を身に付ける学科 

大学での学究につながる素養を身に付ける学科 

普通科 

アカデミア科 

＊基礎から応用までの汎用能力を育成 
＊大学での学びにつながる探究型授業 
＊国際理解を深めるための本校独自の教育内容 
      （700wordsの英語論文作成など） 
＊夏季英語集中セミナー 
＊海外研修（シドニー or  ロンドン・ダブリン） 

＊思考力や表現力の基礎である「論理力」の育成 
＊模擬国連を通して、「説得力・交渉力」をつける 
＊総合的な探究の時間で育む「課題設定力」 
＊オーストラリア短期留学（夏季休業中希望者） 
＊海外研修（マレーシア） 

○課外活動（過去３年） 

 グローバルリーダー育成研修 

          【ロンドン】派遣 

 グローバルクラスメートサミット 

        【ワシントンDC】派遣 

 高校生即興型英語ディベート 

                     全国大会出場 

普通科・アカデミア科共通の学び 

  注2 普通科：生徒の希望と入学前の学習診断テスト等により総合的に判断しアドバンストとスタンダードを編成します。  

注1 普通科：自然科学コース（理系）については、再編を検討中です。 

○生徒数（令和元年５月１日現在）

学校の特色

教育システム

校章

すべては君の「知りたい」から始まる

学校生活(平成31年度入学生)　※普通科・探究科共通

部活動(平成31年度設置状況)

京都市立堀川高等学校

学校概要(創立 昭和23年 10月)　     全日制課程 進路状況

1年 2年 3年 計
男 117 137 108 362

〒604-8254
京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622‐2

 Tel. 075-211-5351
 Fax.075-211-8975

女 133 107 132 372

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。 

コース決定： 1年の秋に文理選択，2年生より各学科・コースに分かれる。 

普通科 人文探究コース・理数探究コース
探究学科群 人間探究科・自然探究科

※ （）内は現役合格者（内数） 

ホームページはこちら↑

人文探究
コース

１年

２年

３年

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。

普通科

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。

探究学科群

希望によりコース選択

理数探究
コース

人間
探究科

希望により学科選択

自然
探究科

HOP（１年前期）

STEP（１年後期）

JUMP（２年前期）

〈探究基礎の流れ〉
※普通科・探究科共通

——探究の「術」を身につける

——探究の「型」を学ぶ

——探究の「道」を知る

すべ

◆京都市バス「堀川蛸薬師」すぐ 

      「四条堀川」徒歩2分 

◆京都市営地下鉄 

  烏丸線「四条」から徒歩12分 

  東西線「二条城前」から徒歩10分 

◆阪急京都線「大宮」から徒歩5分 

◆JR嵯峨野線「二条」から徒歩14分 

◆京福嵐山線「四条大宮」から徒歩5分 

卒業生からのメッセージ
堀川高校は多様な人が集まり，多様な学びの機会が与えられる場所です。海外研修や文化祭な
どの学校行事や自主ゼミ，探究活動を通して得られる経験は堀川高校ならではのものです。個性
あふれる仲間や先生との対話の中で自分の世界が一気に広がりました。高校での３年間で得た経
験や学び，仲間は私の一生の宝物です。

皆さんも是非，堀川高校でたくさんの挑戦と学びに満ちた素敵な３年間を過ごしてください。

陸上競技部(近畿インターハイ・全日本
競歩４位) テニス部(近畿大会出場) 放送
局(全国NHK杯制作奨励賞) ※平成30年度

文化系：英語・演劇・茶道・食物・文芸・吹奏楽・電算機研究・美術・邦楽
軽音楽・自然科学・コーラス(同好会)

体育系：剣道・サッカー・山岳・ソフトボール・テニス・バレーボール(男子・女子)
バスケットボール(男子・女子)・バドミントン・硬式野球・陸上競技

生徒会 ：執行部・新聞局・放送局
自主ゼミ：ダンス・クイズ研究・ボーカロイド

望遠鏡・TRPG・競技かるた
ロボット開発・ハイレベル理数など

H28 H29 H30
国公立 189(129) 203(131) 213(127)
私立 319(183) 343(179) 540(241)
短大 1(1) 1(1) 0(0)
専修・各種学校 0(0) 2(2) 0(0)
大学校・海外等 5(3) 2(2) 3(2)
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 自由と規律
知性と創造
参加と協力

21世紀を自分で歩く国際人になる！

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都市立紫野高等学校

H29 H30

学校概要(創立　昭和２７年４月)　全日制課程

H28

進路状況(既卒生を含んだ合格状況：延べ数)

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

33 59
461 540

国公立4年制大学
私立4年制大学

54
589

部活動(令和元年度設置状況)　　※部活動実績は平成28年度～平成30年度のものです。

1年 2年 3年 計
男 138 141 118 397
女 146 177 191 514

学校の特色

教育システム　

学校生活(令和元年度入学生)

  ☆学校説明会[ ６月１日普通科・アカデミア科 / ９月１４日アカデミア科 / １０月２６日普通科 ]  ※ 申込み等詳細はHPにて 紫野高校 

◆市バス「船岡山」 徒歩3分 
   206・205・204・1・12・M1・北8系統    
◆市バス「今宮神社前」 徒歩2分 46系統 
 

 紫野高校は、自由の中で生徒が自分で考えて行動し、自律的に規律を守る校風がとても心地
の良い場所です。一人一人の個性が尊重されるこの学校で、私は個性豊かな友人から様々な良

い刺激を受け、所属したESS部で英語ディベートに興味を持ち他の部員と一緒に大会に参加する

など、新たな経験をしたり、自分の可能性を広げたりすることができました。また、紫野高校は生

徒の「やりたい」という気持ちを全力でサポートしてくれる学校です。日々の授業はもちろん、放課

後の進学補習でも自分に合う講座で手厚い指導を受けることができます。先生に個別 

に質問もしやすい雰囲気で、先生や友人に支えられ、希望の進路を実現できました。 

ぜひ貴重な三年間を紫野高校で思い出深く大きく成長できるものにして下さい。 
    

    平成31年3月卒業生 池内里桜 大阪大学法学部国際公共政策学科進学 

文化系：ESS、合唱、茶道、書道、吹奏楽、地学、美術、軽音楽、漫画アニメ、ホームメーキング、放送局、新聞局  
 ☆インターハイ・全国大会出場：ソフトテニス部・体操部・放送局 

                    アメリカンフットボール部チア 

 ☆近畿大会出場：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・水泳部・アーチェリー部・放送局 

体育系：アーチェリー、アメリカンフットボール・チア、テニス、男子バレーボール、女子バレーボール、バドミントン 

男子バスケットボール、女子バスケットボール、体操、卓球、ソフトテニス、サッカー、野球、水泳、陸上 

教育目標：「２１世紀を自分で歩く国際人」を育成する     ～自分の中の世界を広げ、世界の中で自分を広げる～ 

○授業 

 ７限授業週４日/６限授業週１日 

 英語、数学で習熟度別授業 

 夏季/冬季進学補習 

○制服 

  自由服。華美なものは避け、高校生 

   として学習にふさわしい服装。 

○海外研修 

 普通科：マレーシア（３泊５日） 

 アカデミア科：シドニー/ロンドン・ダブリン 

                    （ホームステイ約２週間） 

○学校行事 

 文化祭・体育祭・球技大会・演劇鑑賞 

 百人一首大会・英語スピーチコンテスト 

☝SD教育の理念に基づく課題探究 
  他者との議論・討論・交渉を通じて、思考力や協調性を身に付け、 

  「持続可能な社会の構築（SD）」のため、課題探究を行う。 

 

☝１０教科をバランスよく学習 
  授業や家庭学習をはじめとして自学自習を実践し、基礎的、 

 総合的な学力を身に付け、将来を描き、個々の進路希望を実現する。 

 

☝豊富な国際交流の機会 
  高い語学力をつけ、海外研修、留学生交流、短期・長期留学など、 

  異文化に触れ、自分の世界を広げる。 

 

☝生徒主体の学校生活 
  自由で明るい校風を大切にし、学校行事や部活動、外部コンテストへ 

  積極的に参加し、幅広い学びを体験する。 

幅広い学びで国際人としての基礎力を身に付ける学科 

大学での学究につながる素養を身に付ける学科 

普通科 

アカデミア科 

＊基礎から応用までの汎用能力を育成 
＊大学での学びにつながる探究型授業 
＊国際理解を深めるための本校独自の教育内容 
      （700wordsの英語論文作成など） 
＊夏季英語集中セミナー 
＊海外研修（シドニー or  ロンドン・ダブリン） 

＊思考力や表現力の基礎である「論理力」の育成 
＊模擬国連を通して、「説得力・交渉力」をつける 
＊総合的な探究の時間で育む「課題設定力」 
＊オーストラリア短期留学（夏季休業中希望者） 
＊海外研修（マレーシア） 

○課外活動（過去３年） 

 グローバルリーダー育成研修 

          【ロンドン】派遣 

 グローバルクラスメートサミット 

        【ワシントンDC】派遣 

 高校生即興型英語ディベート 

                     全国大会出場 

普通科・アカデミア科共通の学び 

  注2 普通科：生徒の希望と入学前の学習診断テスト等により総合的に判断しアドバンストとスタンダードを編成します。  

注1 普通科：自然科学コース（理系）については、再編を検討中です。 

○生徒数（令和元年５月１日現在）

学校の特色

教育システム

校章

すべては君の「知りたい」から始まる

学校生活(平成31年度入学生)　※普通科・探究科共通

部活動(平成31年度設置状況)

京都市立堀川高等学校

学校概要(創立 昭和23年 10月)　     全日制課程 進路状況

1年 2年 3年 計
男 117 137 108 362

〒604-8254
京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622‐2

 Tel. 075-211-5351
 Fax.075-211-8975

女 133 107 132 372

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。 

コース決定： 1年の秋に文理選択，2年生より各学科・コースに分かれる。 

普通科 人文探究コース・理数探究コース
探究学科群 人間探究科・自然探究科

※ （）内は現役合格者（内数） 

ホームページはこちら↑

人文探究
コース

１年

２年

３年

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。

普通科

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。

探究学科群

希望によりコース選択

理数探究
コース

人間
探究科

希望により学科選択

自然
探究科

HOP（１年前期）

STEP（１年後期）

JUMP（２年前期）

〈探究基礎の流れ〉
※普通科・探究科共通

——探究の「術」を身につける

——探究の「型」を学ぶ

——探究の「道」を知る

すべ

◆京都市バス「堀川蛸薬師」すぐ 

      「四条堀川」徒歩2分 

◆京都市営地下鉄 

  烏丸線「四条」から徒歩12分 

  東西線「二条城前」から徒歩10分 

◆阪急京都線「大宮」から徒歩5分 

◆JR嵯峨野線「二条」から徒歩14分 

◆京福嵐山線「四条大宮」から徒歩5分 

卒業生からのメッセージ
堀川高校は多様な人が集まり，多様な学びの機会が与えられる場所です。海外研修や文化祭な
どの学校行事や自主ゼミ，探究活動を通して得られる経験は堀川高校ならではのものです。個性
あふれる仲間や先生との対話の中で自分の世界が一気に広がりました。高校での３年間で得た経
験や学び，仲間は私の一生の宝物です。

皆さんも是非，堀川高校でたくさんの挑戦と学びに満ちた素敵な３年間を過ごしてください。

陸上競技部(近畿インターハイ・全日本
競歩４位) テニス部(近畿大会出場) 放送
局(全国NHK杯制作奨励賞) ※平成30年度

文化系：英語・演劇・茶道・食物・文芸・吹奏楽・電算機研究・美術・邦楽
軽音楽・自然科学・コーラス(同好会)

体育系：剣道・サッカー・山岳・ソフトボール・テニス・バレーボール(男子・女子)
バスケットボール(男子・女子)・バドミントン・硬式野球・陸上競技

生徒会 ：執行部・新聞局・放送局
自主ゼミ：ダンス・クイズ研究・ボーカロイド

望遠鏡・TRPG・競技かるた
ロボット開発・ハイレベル理数など

H28 H29 H30
国公立 189(129) 203(131) 213(127)
私立 319(183) 343(179) 540(241)
短大 1(1) 1(1) 0(0)
専修・各種学校 0(0) 2(2) 0(0)
大学校・海外等 5(3) 2(2) 3(2)

教育システム

ー 31 ーー 30 ー



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

男
女 ※ 合格者延べ数。括弧内は現役生の数。

◆陸上競技部は京都市教育委員会強化指定部です。 野球・陸上競技・剣道・サッカー・水泳・ソフトボール・卓球・ソフトテニス・テニス・男子バスケットボール

平成30年度　結果　全国インターハイ [女子]400m 2位 女子バスケットボール・バレーボール・バドミントン・柔道

国民体育大会 [女子]400m 2位，U18日本選手権 [女子]400m 2位　など イラスト・クッキング・軽音楽・コンピュータ・茶道・吹奏楽・ダンス・理学・インターアクト・新聞・放送・競技かるた・ＥＳＳ・演劇

○特色ある授業 ○海外フィールドワーク ○トピックス
・英語運用力の育成 スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）

・情報活用力の育成

・社会人力の育成

○学校行事
《21世紀型学力をはかる新たな入試》

京都大学特色入試 3名合格

大阪大学推薦入試・神戸大学推薦入試　各1名合格

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都市営地下鉄東西線
　「西大路御池駅」3番出口すぐ

個人持ちPCで発表CALL教室での授業

   文化祭 体育祭

606(411)592(376) 540(347)

最終年度の今年度は，集大成として提携校も
招いた国際的な発表会も行います。また，指定
終了後も引き続き課題研究に取り組み，これま
で以上にプログラムを拡充していきます。

受験勉強だけではなく，西京高校独自の特別
活動や部活動に，熱心にかつ楽しんで取り組
んだ生徒が合格しています。

アジア地域を中心とする7コース
をフィールドに，生徒自身が行き
先を決めるコース選択制を実施
しています。

平成30年度実施地域
シンガポール，マレーシア，タイ，
ベトナム，インドネシア，上海，グアム

1年
115
165

2年
144
142

3年
131
148

計
390
455

H30

25(22)

31(23)

32(24)

212(147)

H29

30(23)

25(23)

19(9)

190(138)国公立大学計
私立大学計

H28

34(28)

21(16)

26(19)

187(142)

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

学校の特色

教育システム

  進取　　　敢為　　　独創

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立西京高等学校

学校概要 (創立 明治19年5月)　   全日制課程 進路状況

体育系

文化系

京都大学
大阪大学
神戸大学

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。 

○制服 
Ms. Hanai Yukikoのデザインによるス

クールユニフォームです。女子生徒用

のパンツルックも選択できます。 

アユタヤ遺跡にて 

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 

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 

全員がエンタープライジング科生。高い志を全員で共有し，切磋琢磨します。 

*「社会人力」とは，深い知の世界に興味を持

ち続け他者を理解・尊重し，社会に参画

することができる力を意味します。 

他にも，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。また，ひとり1台のPCを所持し，あらゆる場面で活用します。 

エンタープライジング科 3期生 

京都市立梅津中学出身 長岡 隼平 
（京都大学法学部卒業，東京大学法科大学院卒業 
                    西村あさひ法律事務所勤務） 

 西京において、進取・敢為・独創の精神をもった学友と

ともに、海外フィールドワークをはじめとする先端的かつ

刺激的な経験を重ねたことが私の現在の挑戦を支えて

います。学校に行く意味は、高い志を共有する仲間とと

もに、一人では達成困難な事柄に力と知恵を合わせて

取り組み、成し遂げた喜びを分かち合うことではないか

と考えています。西京生として、ただ教科書を読むだけ

の3年間からは得られない、未来志向型の創造的な力を

育んでいただきたいと思います。 

卒業生からのメッセージ 

１

年 

コース選択 

１年生 
共通カリキュラム 

エンタープライジング科入学 

２年生から希望するコースにわかれます 

個別相談 
進路ガイダンス 
大学オープンキャンパス 
保護者懇談 

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 

「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 社会に貢献・社会で活躍 

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 

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 

日本画・洋画・彫刻・ 国公立4年制大学

漆芸・陶芸・染織 私立4年制大学

デザイン・ファッションアート 国公立・私立短期大学

専修・各種学校・その他

○生徒数（令和元年５月１日現在） 山﨑 稚子 （平成26年3月卒業  現在東京藝術大学大学院 美術研究科 彫刻専攻1回生　 京都市立岡崎中学校卒）

○授業 ○学校行事 ○修学旅行

○制服

・美術系進学希望者の学力・実技力の向上をはかる。

・美術と関わる産業界で活躍できる人材を育成する。

・美術工芸作家を目指すための能力を養う。

◆少人数による ◆充実した施設・設備
　きめ細かな教科指導

入学後、１年をかけて自分にあった専攻を探します。

専攻に所属して深く学びます。 基礎実技力・表現力を伸ばします。

卒業後の未来に向けてコースを選択し、進路実現を目指します。

センター試験の受験が必要な国公立美術系大学な
どを目指すためのコース。センター試験に向けた演
習授業が充実しています。

私立美術系大学や専門学校等を目指すための
コース。専攻以外の多様な実習も選択でき、幅広
い力を身につけます。

８分野
ガイダンス

専攻決定
希望に応じて
３分野を選択、

順次学習

２分野に
絞り込み
並行学習

●アートパイオニアコース ●アートフロンティアコース

生徒会活動　～生徒会を中心にアートを通じたボランティア活動～

・３年間で学ぶ広く深い美術の世界
・力をつける７時間授業
・２期制を活用した効果的な教育課程
・進路希望別のコースを設置し、多様な
　科目に対応
・iPad（1人1台）活用によるアクティブ
　ラーニング

・美術入門研修(１年春)・美術見学(秋)
・体育祭（５月）文化祭(７月)
・インターンシップ(８月)
・美工作品展(3年 10月日図デザイン博物館)

・美工作品展(1,2年 10月堀川御池ギャラリー)

・アートフロンティアコース後期作品展
　(２月堀川御池ギャラリー)

学校の特色

服装規定はありますが、制服は指定されて
いません。授業・実習に相応しい服装で学校
生活を過ごします。

１年生で２泊３日の美術見学旅行を実施していま
す。普段なかなか見られない遠方の美術館や屋外
アートプロジェクトなどを鑑賞する機会です。

81 74

◆高校で広がる美術・
　工芸・デザインの世界

部活動(令和元年度設置状況)

1その他

２年次より専攻に分かれます

こちらから学校
ホームページをご
覧いただけます。

0 2

30 29
55 74 49

女

H28 H29 H30

京都市立銅駝美術工芸高等学校

※現役合格者数・複数合格含む

45
68 223

3年 計

教育システム

アートで輝く！　私の個性！

学校生活(令和元年度入学生)

学校概要(創立 明治13年７月１日)全日制課程 進路状況

1年 2年
男 12 17 16

5
4

3
14

美術工芸科（平成31年4月現在）

〒604-0902
京都市中京区土手町通竹屋町下る鉾田
町542番地
 Tel. 075-211-4984  Fax. 075-211-8994

9

26

3

教育目標 ～多様性を尊重し、ひとりひとりの個性が輝く学校を目指しています～ 

  高校生活は楽しく、同じ志向を持った友人と切磋琢磨し過ごした日々は何ものにも代え難い経験となっています。高校を

卒業後、広島市立大学に進み、今は東京藝術大学大学院で制作活動をしています。研究テーマは、彫刻の歴史上試行さ

れ尽くしたと思われる人体彫刻分野における新たな表現です。このテーマのきっかけは、高校時代、じっくりと人体彫刻の制

作に向き合う時間を過ごしたことです。この経験は、今でも私の制作活動の軸となっています。 

バレーボール部・バスケットボール部・フットサル部・ワンダーフォーゲル

部・ダンス部・バドミントン部・演劇部・写真部・異文化研究部・フォークソン

グ部・粘土部・映画研究部・漫画研究部・園芸部・合唱部・全制作部 

自然災害などの復興支援として、生徒オリジナル缶バッジを作成し、募金

活動を行う取組や似顔絵ボランティア、地域の小学生とのアートワーク

ショップなどの取組を行っています。 

日本画・洋画・彫刻・漆芸・陶芸・

染織・デザイン・ファッションアー

トの８分野を有します。基礎実技も

充実。 

１クラス30人、基礎学力の定着に向
けた取組。英語や数学ではさらに少

人数の習熟度別講座を展開。 

全校WiFi環境の整備など、iPadを用
いた主体的・対話的・協働的な深い

学びを実現する学習施設が充実。 

４月～５月 ６月～９月 １０月～ ２月 １年 

２年 

３年 

１・２年 

←作品展での合評の様子 

統一地方選挙に向け

制作した黒板アート→ 
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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

男
女 ※ 合格者延べ数。括弧内は現役生の数。

◆陸上競技部は京都市教育委員会強化指定部です。 野球・陸上競技・剣道・サッカー・水泳・ソフトボール・卓球・ソフトテニス・テニス・男子バスケットボール

平成30年度　結果　全国インターハイ [女子]400m 2位 女子バスケットボール・バレーボール・バドミントン・柔道

国民体育大会 [女子]400m 2位，U18日本選手権 [女子]400m 2位　など イラスト・クッキング・軽音楽・コンピュータ・茶道・吹奏楽・ダンス・理学・インターアクト・新聞・放送・競技かるた・ＥＳＳ・演劇

○特色ある授業 ○海外フィールドワーク ○トピックス
・英語運用力の育成 スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）

・情報活用力の育成

・社会人力の育成

○学校行事
《21世紀型学力をはかる新たな入試》

京都大学特色入試 3名合格

大阪大学推薦入試・神戸大学推薦入試　各1名合格

○生徒数（令和元年５月１日現在）

京都市営地下鉄東西線
　「西大路御池駅」3番出口すぐ

個人持ちPCで発表CALL教室での授業

   文化祭 体育祭

606(411)592(376) 540(347)

最終年度の今年度は，集大成として提携校も
招いた国際的な発表会も行います。また，指定
終了後も引き続き課題研究に取り組み，これま
で以上にプログラムを拡充していきます。

受験勉強だけではなく，西京高校独自の特別
活動や部活動に，熱心にかつ楽しんで取り組
んだ生徒が合格しています。

アジア地域を中心とする7コース
をフィールドに，生徒自身が行き
先を決めるコース選択制を実施
しています。

平成30年度実施地域
シンガポール，マレーシア，タイ，
ベトナム，インドネシア，上海，グアム

1年
115
165

2年
144
142

3年
131
148

計
390
455

H30

25(22)

31(23)

32(24)

212(147)

H29

30(23)

25(23)

19(9)

190(138)国公立大学計
私立大学計

H28

34(28)

21(16)

26(19)

187(142)

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

学校の特色

教育システム

  進取　　　敢為　　　独創

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立西京高等学校

学校概要 (創立 明治19年5月)　   全日制課程 進路状況

体育系

文化系

京都大学
大阪大学
神戸大学

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。 

○制服 
Ms. Hanai Yukikoのデザインによるス

クールユニフォームです。女子生徒用

のパンツルックも選択できます。 

アユタヤ遺跡にて 

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 

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 

全員がエンタープライジング科生。高い志を全員で共有し，切磋琢磨します。 

*「社会人力」とは，深い知の世界に興味を持

ち続け他者を理解・尊重し，社会に参画

することができる力を意味します。 

他にも，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。また，ひとり1台のPCを所持し，あらゆる場面で活用します。 

エンタープライジング科 3期生 

京都市立梅津中学出身 長岡 隼平 
（京都大学法学部卒業，東京大学法科大学院卒業 
                    西村あさひ法律事務所勤務） 

 西京において、進取・敢為・独創の精神をもった学友と

ともに、海外フィールドワークをはじめとする先端的かつ

刺激的な経験を重ねたことが私の現在の挑戦を支えて

います。学校に行く意味は、高い志を共有する仲間とと

もに、一人では達成困難な事柄に力と知恵を合わせて

取り組み、成し遂げた喜びを分かち合うことではないか

と考えています。西京生として、ただ教科書を読むだけ

の3年間からは得られない、未来志向型の創造的な力を

育んでいただきたいと思います。 

卒業生からのメッセージ 

１

年 

コース選択 

１年生 
共通カリキュラム 

エンタープライジング科入学 

２年生から希望するコースにわかれます 

個別相談 
進路ガイダンス 
大学オープンキャンパス 
保護者懇談 

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 

「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 社会に貢献・社会で活躍 

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 

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 

日本画・洋画・彫刻・ 国公立4年制大学

漆芸・陶芸・染織 私立4年制大学

デザイン・ファッションアート 国公立・私立短期大学

専修・各種学校・その他

○生徒数（令和元年５月１日現在） 山﨑 稚子 （平成26年3月卒業  現在東京藝術大学大学院 美術研究科 彫刻専攻1回生　 京都市立岡崎中学校卒）

○授業 ○学校行事 ○修学旅行

○制服

・美術系進学希望者の学力・実技力の向上をはかる。

・美術と関わる産業界で活躍できる人材を育成する。

・美術工芸作家を目指すための能力を養う。

◆少人数による ◆充実した施設・設備
　きめ細かな教科指導

入学後、１年をかけて自分にあった専攻を探します。

専攻に所属して深く学びます。 基礎実技力・表現力を伸ばします。

卒業後の未来に向けてコースを選択し、進路実現を目指します。

センター試験の受験が必要な国公立美術系大学な
どを目指すためのコース。センター試験に向けた演
習授業が充実しています。

私立美術系大学や専門学校等を目指すための
コース。専攻以外の多様な実習も選択でき、幅広
い力を身につけます。

８分野
ガイダンス

専攻決定
希望に応じて
３分野を選択、

順次学習

２分野に
絞り込み
並行学習

●アートパイオニアコース ●アートフロンティアコース

生徒会活動　～生徒会を中心にアートを通じたボランティア活動～

・３年間で学ぶ広く深い美術の世界
・力をつける７時間授業
・２期制を活用した効果的な教育課程
・進路希望別のコースを設置し、多様な
　科目に対応
・iPad（1人1台）活用によるアクティブ
　ラーニング

・美術入門研修(１年春)・美術見学(秋)
・体育祭（５月）文化祭(７月)
・インターンシップ(８月)
・美工作品展(3年 10月日図デザイン博物館)

・美工作品展(1,2年 10月堀川御池ギャラリー)

・アートフロンティアコース後期作品展
　(２月堀川御池ギャラリー)

学校の特色

服装規定はありますが、制服は指定されて
いません。授業・実習に相応しい服装で学校
生活を過ごします。

１年生で２泊３日の美術見学旅行を実施していま
す。普段なかなか見られない遠方の美術館や屋外
アートプロジェクトなどを鑑賞する機会です。

81 74

◆高校で広がる美術・
　工芸・デザインの世界

部活動(令和元年度設置状況)

1その他

２年次より専攻に分かれます

こちらから学校
ホームページをご
覧いただけます。

0 2

30 29
55 74 49

女

H28 H29 H30

京都市立銅駝美術工芸高等学校

※現役合格者数・複数合格含む

45
68 223

3年 計

教育システム

アートで輝く！　私の個性！

学校生活(令和元年度入学生)

学校概要(創立 明治13年７月１日)全日制課程 進路状況

1年 2年
男 12 17 16

5
4

3
14

美術工芸科（平成31年4月現在）

〒604-0902
京都市中京区土手町通竹屋町下る鉾田
町542番地
 Tel. 075-211-4984  Fax. 075-211-8994

9

26

3

教育目標 ～多様性を尊重し、ひとりひとりの個性が輝く学校を目指しています～ 

  高校生活は楽しく、同じ志向を持った友人と切磋琢磨し過ごした日々は何ものにも代え難い経験となっています。高校を

卒業後、広島市立大学に進み、今は東京藝術大学大学院で制作活動をしています。研究テーマは、彫刻の歴史上試行さ

れ尽くしたと思われる人体彫刻分野における新たな表現です。このテーマのきっかけは、高校時代、じっくりと人体彫刻の制

作に向き合う時間を過ごしたことです。この経験は、今でも私の制作活動の軸となっています。 

バレーボール部・バスケットボール部・フットサル部・ワンダーフォーゲル

部・ダンス部・バドミントン部・演劇部・写真部・異文化研究部・フォークソン

グ部・粘土部・映画研究部・漫画研究部・園芸部・合唱部・全制作部 

自然災害などの復興支援として、生徒オリジナル缶バッジを作成し、募金

活動を行う取組や似顔絵ボランティア、地域の小学生とのアートワーク

ショップなどの取組を行っています。 

日本画・洋画・彫刻・漆芸・陶芸・

染織・デザイン・ファッションアー

トの８分野を有します。基礎実技も

充実。 

１クラス30人、基礎学力の定着に向
けた取組。英語や数学ではさらに少

人数の習熟度別講座を展開。 

全校WiFi環境の整備など、iPadを用
いた主体的・対話的・協働的な深い

学びを実現する学習施設が充実。 

４月～５月 ６月～９月 １０月～ ２月 

センター試験の受験が必要な国公立美術系大学な

卒業後の未来に向けてコースを選択し、進路実現を目指します。

１年 

２年 

３年 

１・２年 

←作品展での合評の様子 

統一地方選挙に向け

制作した黒板アート→ 

ー 33 ーー 32 ー



○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 充実した講師陣による徹底した個人指導、世界的音楽家・音楽指導者による特別レッスン ○海外研修旅行　
重唱・重奏、合唱やオーケストラ等の学習　万全の進学指導（第一志望の実現をめざす)

○学校行事

左） チェコ  ヤナーチェク音楽院でのレッスン

文化祭でのクラスミュージカル→ 右） 同音楽院でのコンサート

～限りない夢と響きを求めて～

◎国内最高水準の音楽環境：すべてのレッスン
　 室に、冷暖房・グランドピアノ完備

H28 H29 H30

国公立4年制大学 23 23 15

学校概要(創立昭和23年10月)　全日制課程 進路状況（現役合格者延べ数）

京都市立京都堀川音楽高等学校
〒604-0052
京都市中京区油小路通御池
押油小路町238-1
 Tel.075-253-1581  Fax.075-213-3631

39

私立4年制大学 28 25 32
国公立・私立短期大学 1

1年 2年 3年 計
男 4 6 8 18
女 36 34 32 102

部活動                                                           コンクール（2018年度実績）

  平成28年度にﾘﾆｭｰｱ
ﾙし、創立70周年を迎
えた平成30年度に、全
学年とも新制服に揃い
ました。
  端正清潔なグレーを
基調に、落ち着き・調
和・高貴さ等を表して
います。

専修・各種学校 1
卒業生数 40 39

演奏会[定期演奏会（公開実技試験）、オーケストラ定期演
奏会、ピアノコンサート、京都城巽音楽フェスティバル、卒
業演奏会] 、文化祭、体育祭、遠足 など

○第72回全日本学生音楽コンクール大阪大会ピアノ部門高校の部第1位　○第1回京
都国際音楽コンクール高校生の部金賞　○第17回宝塚ベガ学生ピアノコンクール高校
生部門第2位　○第12回ベーテン音楽コンクール自由曲コース弦楽器部門高校生の部
第3位　ほか多数

学校生活

欧州研修旅行として、
ウィーン、ブルノ等で本
場のクラシック音楽を
学び（個人レッスン、演
奏会開催、オペラ鑑
賞）、夢を育みます。

学校の特色

　69期卒業 松井くるみ

東京藝術大学2年
西院中学校出身

教育システム

地図

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

ともに、将来広く音楽専門家として活躍し、文化の発展に貢献する人を育成します。

設置学科：音楽科 ＜入学時より音楽の専攻に分かれ、専門的に演奏技術や演奏表現を学びます＞

京都市営地下鉄 東西線

二条城前駅 下車 徒歩 2 分

京都堀川音楽高校では、同じ志を
持った仲間たちと、実技の練習も、
ソルフェージュや楽典の勉強も、さら
にはオーケストラや合唱の授業まで、
思う存分取り組むことができます。
つまり、最高水準の設備、素晴らし
い先生方、切磋琢磨し合える仲間た
ち、それらが全て揃っているのが、こ
こ「堀音」なのです。

受験を決意したときや入学前など、
「本当にここで良いのか」「3年間うま
くやっていけるのか」と不安もありま
したが、今では高校生という10代の
大切な時期を堀音で過ごすことがで
きて良かったと、心から思っていま
す。そして私だけでなく、堀音の卒業
生みんなが「堀音」という名前に誇り
を持ち、それぞれの道を歩んでいる
のだと思います。
音楽を心から愛する皆さん、ここ京

都堀川音楽高校で音楽と真剣に向
き合ってみませんか。きっと充実した
素晴らしい高校生活と、経験したこ
とのないような感動があなたを待ち
受けていますよ。

○文化系 オーケストラ、弦楽アンサンブル、管楽ア
ンサンブル、ピアノ重奏、重唱、音楽研究、写真、園
芸、ＥＳＳ ○体育系 ワンダーフォーゲル、スポーツ

　 室に、冷暖房・グランドピアノ完備
■音楽ホール301席■レッスン・ソルフェージュ室36室
■グランドピアノ65台（スタインウェイ5台を含む）

<H30年度(H31入試)合格実績>

（国公立）京都市立芸大6、東京藝大5、愛知

県立芸大2、沖縄県立芸大1、大阪教育大1

（私立）大阪音大13、同志社女子大11、東京

音大4、桐朋学園大2、神戸女学院大2、ほか

（海外）スコラ・カントルム音楽院(ﾌﾗﾝｽ)1

○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

2

日吉ケ丘で目指そう「世界をつなぐ越境者」！

〒605-0000
京都市東山区今熊野悲田院山町5-22
 Tel. 075-561-4142
 Fax. 075-551-9046

　（１年次の３月実施）

＊文化系　　ESS  美術・工芸　茶・華道　生物　放送　料理　書道　吹奏楽　漫画研究
＊体育系　　弓道　男女剣道　硬式野球　サッカー　ソフトテニス　相撲　バドミントン　ダンス　男女テニス　男女バスケットボール　男女バレーボール
○大会等の活躍　全国高等学校文化連盟将棋大会（個人３位）　全国高等学校相撲選抜大会（個人５位）　全国高等学校剣道選抜大会（ベスト１６）

○授業

７限授業（週４日）と多彩な選択科目により個々の進路希望に応じた学習ができます。授業内容を高度化し、受験に対応した科目も充実しています。また、総合的
な学習の時間を中心にファシリテーションスキルを身につける活動を行います。

◆ＪＲ「東福寺」および京阪
「東福寺」から徒歩約１０分

◆市バス「東福寺」または
「泉湧寺道」から徒歩約６分

卒業生からのメッセージ
日吉ケ丘高校は進学型単位制で大学進学に有利です。受験する大学の受験科目を考えて、選択する必要があります
が、他の高校と大きな差をつけることが出来ます。更に行事も楽しく、充実した生活が送れること間違いなしです。　校内
留学施設である「英語村」は、ALTとおしゃべりをしたり、ゲームをしたり、と楽しく英語が学べる最高の場所です。　たくさ
んの魅力がつまった日吉ケ丘高校に是非来てください。　　（平成３１年３月卒業生　国際コミュニケ―ションコース　松本
元太　滋賀大学教育学部）

京都市立日吉ケ丘高等学校

53
海外の大学等 0 3
就職 4 0

489

私立4年制大学 316 370
国公立・私立短期大学 20 25
専修・各種学校 31 48

男 76 73 74 223

H28 H29 H30

国公立4年制大学 29 18 14
278
30

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立 昭和２４年４月)　全日制課程 進路状況（既卒生を含んだ合格状況：延べ数)

1年 2年 3年 計

女 164 163 162

5

○研修旅行・修学旅行 【国際コミュニケーションコース】オーストラリア語学研修旅行（約３週間）

【アクセラレイティッドコース・リベラルアーツコース】マレーシア・シンガポール修学旅行，ハワイ修学旅行（３泊５日）の選択制

○学校行事 遠足（５月）、球技大会（６月）、文化祭・体育祭（９月）など行事も充実。

２年次 ３年次 １年次 

 教育目標：「自律・協働・創造」の精神を基盤にして「世界をつなぐ越境者」を育てる 

 コース決定：前期選抜A方式合格者・・・希望のコースを選択、前期選抜B方式合格者・・・リベラルアーツコースに決定 

          中期選抜合格者・・・希望をもとに入学前に行う学習診断テストの結果等を総合的に判断してコースを決定 

 
姉妹校提携 

 
東京都立国際高校 

（東京都） 

Noosa高校 

（オーストラリア） 

ジョージ・コシュブック高校 

（ルーマニア） 

 

 
スーパーグローバルハイス

クール（SGH）の取組み 
 

British Hills English Camp

（福島県） 

実践女子大学との連携 

（東京都） 

パーラメンタリディベート 

（国内・世界大会） 

 

英語村 
 
英語ネイティブが常駐して気軽

に英語で会話ができる！ 

 

世界につながるプラットフォーム

としてさまざまなチャレンジをしよ

う！ 

海外修学旅行 
 
令和元年度より、ビジットコース

（マレーシア・シンガポール）、ホー

ムステイコース（ハワイ）の２コー

スを予定（Ａコース・Ｌコース） 

ホームビジットや学校交流で現地

の文化を感じ生きた英語を！ 

海外研修旅行 
 
オーストラリアへ３週間のホーム

ステイ（Ｇコース） 

 

現地英語教師との授業やオース

トラリアの文化を体験するさまざ

まなアクティヴィティ！ 

 
総合的な探究の時間 
 
「持続可能な開発目標

（SDGs）」をテーマの中心に

京都市内インタビューや

SDGsキャンペーン、外部団

体との連携など、越境する絶

好のチャンスが！ 

 

 
留学制度・留学生受入 

 
日吉ケ丘から海外へ 

 ・オーストラリア・３ヶ月 

 ・グローバルリーダー・約２週間 

海外から日吉ケ丘に 

 ・年間５人程度（オーストラリア、 

  アメリカ、カナダなど） 

 

卒業生からのメッセージ 日吉ケ丘高校は進学型単位制で大学進学に有利です。受験する大学の受験科目を

考えて、選択する必要がありますが、その分効果的に学習に取り組むことが出来ます。更に行事も楽しく、充実

した生活が送れること間違いなしです。校内留学施設である「英語村」は、ALTと英語でおしゃべりをしたり、ゲー

ムをしたり、と楽しく英語が学べる最高の場所です。たくさんの魅力がつまった日吉ケ丘高校に是非来てください。  
（平成３１年３月卒業生 国際コミュニケ―ションコース 松本元太 滋賀大学教育学部） 

普通科 
国際コミュニケーションコース 
アクセラレイティッドコース 
リベラルアーツコース 

自律 

協働 

Globy（グロービー） 
「吹き出し」の顔と「地球（globe）」

の体で、コミュニケーションと世

界との一体感を象徴している。

英語村キャラクターであるととも

に、令和元年度からは「越境者」

のロゴとしても採用！ 

普
通
科
入
学

 

国際コミュニケーションコース（Ｇコース） 

アクセラレイティッドコース（Ａコース） 

リベラルアーツコース（Ｌコース） 
 

英語を徹底的に学習したい！ 
海外でホームステイを経験したい！ 
英語に関する様々な行事を通して将来の視野を広げたい！ 

難関大学を目指して発展的にバランスよく取り組みたい！ 
理系分野に進んで世界で活躍したい！ 
海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！ 

大学進学に必要な学力をきちんと身につけたい！ 
卒業後を意識した多様な選択科目を学びたい！ 
海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！ 

年２回の懇談週間できめ細やかな進路指指導 

全員補習（夏季・冬季） 進学対策講座（希望者） 

３年間を通した模擬試験で常に全国での自分の位置をチェック 

幅広い選択授業で進路希望に合わせた時間割を 

そ
れ
ぞ
れ
が
選
ん
だ
進
路
へ

Aコースは文理選択を 

創造 
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○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 充実した講師陣による徹底した個人指導、世界的音楽家・音楽指導者による特別レッスン ○海外研修旅行　
重唱・重奏、合唱やオーケストラ等の学習　万全の進学指導（第一志望の実現をめざす)

○学校行事

左） チェコ  ヤナーチェク音楽院でのレッスン

文化祭でのクラスミュージカル→ 右） 同音楽院でのコンサート

～限りない夢と響きを求めて～

◎国内最高水準の音楽環境：すべてのレッスン
　 室に、冷暖房・グランドピアノ完備

H28 H29 H30

国公立4年制大学 23 23 15

学校概要(創立昭和23年10月)　全日制課程 進路状況（現役合格者延べ数）

京都市立京都堀川音楽高等学校
〒604-0052
京都市中京区油小路通御池
押油小路町238-1
 Tel.075-253-1581  Fax.075-213-3631

39

私立4年制大学 28 25 32
国公立・私立短期大学 1

1年 2年 3年 計
男 4 6 8 18
女 36 34 32 102

部活動                                                           コンクール（2018年度実績）

  平成28年度にﾘﾆｭｰｱ
ﾙし、創立70周年を迎
えた平成30年度に、全
学年とも新制服に揃い
ました。
  端正清潔なグレーを
基調に、落ち着き・調
和・高貴さ等を表して
います。

専修・各種学校 1
卒業生数 40 39

演奏会[定期演奏会（公開実技試験）、オーケストラ定期演
奏会、ピアノコンサート、京都城巽音楽フェスティバル、卒
業演奏会] 、文化祭、体育祭、遠足 など

○第72回全日本学生音楽コンクール大阪大会ピアノ部門高校の部第1位　○第1回京
都国際音楽コンクール高校生の部金賞　○第17回宝塚ベガ学生ピアノコンクール高校
生部門第2位　○第12回ベーテン音楽コンクール自由曲コース弦楽器部門高校生の部
第3位　ほか多数

学校生活

欧州研修旅行として、
ウィーン、ブルノ等で本
場のクラシック音楽を
学び（個人レッスン、演
奏会開催、オペラ鑑
賞）、夢を育みます。

学校の特色

　69期卒業 松井くるみ

東京藝術大学2年
西院中学校出身

教育システム

地図

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

ともに、将来広く音楽専門家として活躍し、文化の発展に貢献する人を育成します。

設置学科：音楽科 ＜入学時より音楽の専攻に分かれ、専門的に演奏技術や演奏表現を学びます＞

京都市営地下鉄 東西線

二条城前駅 下車 徒歩 2 分

京都堀川音楽高校では、同じ志を
持った仲間たちと、実技の練習も、
ソルフェージュや楽典の勉強も、さら
にはオーケストラや合唱の授業まで、
思う存分取り組むことができます。
つまり、最高水準の設備、素晴らし
い先生方、切磋琢磨し合える仲間た
ち、それらが全て揃っているのが、こ
こ「堀音」なのです。

受験を決意したときや入学前など、
「本当にここで良いのか」「3年間うま
くやっていけるのか」と不安もありま
したが、今では高校生という10代の
大切な時期を堀音で過ごすことがで
きて良かったと、心から思っていま
す。そして私だけでなく、堀音の卒業
生みんなが「堀音」という名前に誇り
を持ち、それぞれの道を歩んでいる
のだと思います。
音楽を心から愛する皆さん、ここ京

都堀川音楽高校で音楽と真剣に向
き合ってみませんか。きっと充実した
素晴らしい高校生活と、経験したこ
とのないような感動があなたを待ち
受けていますよ。

○文化系 オーケストラ、弦楽アンサンブル、管楽ア
ンサンブル、ピアノ重奏、重唱、音楽研究、写真、園
芸、ＥＳＳ ○体育系 ワンダーフォーゲル、スポーツ

■音楽ホール301席■レッスン・ソルフェージュ室36室
■グランドピアノ65台（スタインウェイ5台を含む）

<H30年度(H31入試)合格実績>

（国公立）京都市立芸大6、東京藝大5、愛知

県立芸大2、沖縄県立芸大1、大阪教育大1

（私立）大阪音大13、同志社女子大11、東京

音大4、桐朋学園大2、神戸女学院大2、ほか

（海外）スコラ・カントルム音楽院(ﾌﾗﾝｽ)1

○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

2

日吉ケ丘で目指そう「世界をつなぐ越境者」！

〒605-0000
京都市東山区今熊野悲田院山町5-22
 Tel. 075-561-4142
 Fax. 075-551-9046

　（１年次の３月実施）

＊文化系　　ESS  美術・工芸　茶・華道　生物　放送　料理　書道　吹奏楽　漫画研究
＊体育系　　弓道　男女剣道　硬式野球　サッカー　ソフトテニス　相撲　バドミントン　ダンス　男女テニス　男女バスケットボール　男女バレーボール
○大会等の活躍　全国高等学校文化連盟将棋大会（個人３位）　全国高等学校相撲選抜大会（個人５位）　全国高等学校剣道選抜大会（ベスト１６）

○授業

７限授業（週４日）と多彩な選択科目により個々の進路希望に応じた学習ができます。授業内容を高度化し、受験に対応した科目も充実しています。また、総合的
な学習の時間を中心にファシリテーションスキルを身につける活動を行います。

◆ＪＲ「東福寺」および京阪
「東福寺」から徒歩約１０分

◆市バス「東福寺」または
「泉湧寺道」から徒歩約６分

卒業生からのメッセージ
日吉ケ丘高校は進学型単位制で大学進学に有利です。受験する大学の受験科目を考えて、選択する必要があります
が、他の高校と大きな差をつけることが出来ます。更に行事も楽しく、充実した生活が送れること間違いなしです。　校内
留学施設である「英語村」は、ALTとおしゃべりをしたり、ゲームをしたり、と楽しく英語が学べる最高の場所です。　たくさ
んの魅力がつまった日吉ケ丘高校に是非来てください。　　（平成３１年３月卒業生　国際コミュニケ―ションコース　松本
元太　滋賀大学教育学部）

京都市立日吉ケ丘高等学校

53
海外の大学等 0 3
就職 4 0

489

私立4年制大学 316 370
国公立・私立短期大学 20 25
専修・各種学校 31 48

男 76 73 74 223

H28 H29 H30

国公立4年制大学 29 18 14
278
30

学校の特色

教育システム

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

学校概要(創立 昭和２４年４月)　全日制課程 進路状況（既卒生を含んだ合格状況：延べ数)

1年 2年 3年 計

女 164 163 162

5

○研修旅行・修学旅行 【国際コミュニケーションコース】オーストラリア語学研修旅行（約３週間）

【アクセラレイティッドコース・リベラルアーツコース】マレーシア・シンガポール修学旅行，ハワイ修学旅行（３泊５日）の選択制

○学校行事 遠足（５月）、球技大会（６月）、文化祭・体育祭（９月）など行事も充実。

２年次 ３年次 １年次 

 教育目標：「自律・協働・創造」の精神を基盤にして「世界をつなぐ越境者」を育てる 

 コース決定：前期選抜A方式合格者・・・希望のコースを選択、前期選抜B方式合格者・・・リベラルアーツコースに決定 

          中期選抜合格者・・・希望をもとに入学前に行う学習診断テストの結果等を総合的に判断してコースを決定 

 
姉妹校提携 

 
東京都立国際高校 

（東京都） 

Noosa高校 

（オーストラリア） 

ジョージ・コシュブック高校 

（ルーマニア） 

 

 
スーパーグローバルハイス

クール（SGH）の取組み 
 

British Hills English Camp

（福島県） 

実践女子大学との連携 

（東京都） 

パーラメンタリディベート 

（国内・世界大会） 

 

英語村 
 
英語ネイティブが常駐して気軽

に英語で会話ができる！ 

 

世界につながるプラットフォーム

としてさまざまなチャレンジをしよ

う！ 

海外修学旅行 
 
令和元年度より、ビジットコース

（マレーシア・シンガポール）、ホー

ムステイコース（ハワイ）の２コー

スを予定（Ａコース・Ｌコース） 

ホームビジットや学校交流で現地

の文化を感じ生きた英語を！ 

海外研修旅行 
 
オーストラリアへ３週間のホーム

ステイ（Ｇコース） 

 

現地英語教師との授業やオース

トラリアの文化を体験するさまざ

まなアクティヴィティ！ 

 
総合的な探究の時間 
 
「持続可能な開発目標

（SDGs）」をテーマの中心に

京都市内インタビューや

SDGsキャンペーン、外部団

体との連携など、越境する絶

好のチャンスが！ 

 

 
留学制度・留学生受入 

 
日吉ケ丘から海外へ 

 ・オーストラリア・３ヶ月 

 ・グローバルリーダー・約２週間 

海外から日吉ケ丘に 

 ・年間５人程度（オーストラリア、 

  アメリカ、カナダなど） 

 

卒業生からのメッセージ 日吉ケ丘高校は進学型単位制で大学進学に有利です。受験する大学の受験科目を

考えて、選択する必要がありますが、その分効果的に学習に取り組むことが出来ます。更に行事も楽しく、充実

した生活が送れること間違いなしです。校内留学施設である「英語村」は、ALTと英語でおしゃべりをしたり、ゲー

ムをしたり、と楽しく英語が学べる最高の場所です。たくさんの魅力がつまった日吉ケ丘高校に是非来てください。  
（平成３１年３月卒業生 国際コミュニケ―ションコース 松本元太 滋賀大学教育学部） 

普通科 
国際コミュニケーションコース 
アクセラレイティッドコース 
リベラルアーツコース 

（令和元年５月１日現在）
卒業生か

自律 

協働 

Globy（グロービー） 
「吹き出し」の顔と「地球（globe）」

の体で、コミュニケーションと世

界との一体感を象徴している。

英語村キャラクターであるととも

に、令和元年度からは「越境者」

のロゴとしても採用！ 

方式合格者・・・リベラルアーツコースに決定

ジジジジジジョョョョージジジジジジ・ココココシシシシシシュュュュュュブブブブブブッッッッッッッッッックククククククク高高高高高高校校校校校校校校

（ルーマニア）

英語ネイ

に英語で

世界につ

としてさま

う！

・年間５人

アメリカ
自律

協働

ビー）

「吹き出し」の顔と「地球（globe）」

の体で、コミュニケーションと世

界との一体感を象徴している。

英語村キャラクターであるととも

に、令和元年度からは「越境者」

のロゴとしても採用！

普
通
科
入
学

 

国際コミュニケーションコース（Ｇコース） 

アクセラレイティッドコース（Ａコース） 

リベラルアーツコース（Ｌコース） 
 

英語を徹底的に学習したい！ 
海外でホームステイを経験したい！ 
英語に関する様々な行事を通して将来の視野を広げたい！ 

難関大学を目指して発展的にバランスよく取り組みたい！ 
理系分野に進んで世界で活躍したい！ 
海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！ 

大学進学に必要な学力をきちんと身につけたい！ 
卒業後を意識した多様な選択科目を学びたい！ 
海外への修学旅行で将来の視野を広げたい！ 

年２回の懇談週間できめ細やかな進路指指導 

全員補習（夏季・冬季） 進学対策講座（希望者） 

年２回ののののの懇談週間できめ細やかな進進進進路指指導

３年間を通した模擬試験で常に全国での自分の位置をチェック 

２年次 ３年次

冬冬冬季季季季） 進学学学学学学学学対策講座（希望者）

幅広い選択授業で進路希望に合わせた時間割を 

そ
れ
ぞ
れ
が
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ん
だ
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○学科

・教育みらい科
・普通科
　特別進学ｺｰｽ、普通進学ｺｰｽ

○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

〒601-8348
京都市南区吉祥院観音堂町41番地
 Tel. 075-681-0701
 Fax.075-682-7107

専修・各種学校 56 64 78

7
255

国公立・私立短期大学 21 27 16
私立4年制大学 255 293

女 128 111 130 369

就職 3 3 3
公務員 1 7 3

2年 3年 計
男 113 127 109 349

H28 H29 H30

国公立4年制大学 16 13

学校の特色　　～「なりたい自分」を探し，深める～

◆JR西大路駅から徒歩20分

教育システム

校章

府内高校初のコミュニティスクール

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立塔南高等学校

学校概要(開校　昭和38年4月)　   全日制課程 進路状況（現役のみ，延べ人数）

1年  教育みらい科で、小学校での現場実習や教育課題探究に取り組んだことは

もちろん、同じ夢や志を持つ仲間と語り合い意見を交わしながら過ごした三年

間は、非常に刺激的で充実したものでした。 皆さんも教育みらい科で、「なり
たい自分」を目指して、充実した三年間を過ごしてください。 

教育目標：知性を尊び個性を伸長する教育を通して、高い学力と豊かな人間性を身に付けさせ、社会で活躍・貢献できる有為な人材を育成する。 

ｺｰｽ決定：普通科には特別進学コースと普通進学コースがあります。１年次は、前期A方式１型合格者は特別進学コース、前期A方式２型合格者と中期合格者は 

       ２つのコースから選択します。２年次以降は、１年秋に進路希望を考えたうえで選択します。 

卒業生からのメッセージ 〔H30年度卒業生 中川颯斗（京都教育大学入学，桂川中学校出身）〕 

文化系：吹奏楽部、書道部、華道部、茶道部、美術部、科学部、演劇研究部、新聞部、放送部 
体育系：硬式野球部、陸上競技部、弓道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部 、 
      女子バスケットボール部、バドミントン部、サッカー部、剣道部、水泳部、テニス部、ソフトテニス部 

平成30年度は吹奏楽部が全国大会に出

場。近年では、陸上競技部や弓道部などが

全国大会に出場、硬式野球部が京都大会で

ベスト4に進出。 

○キャリア教育 
 総合的な探究の時間を中心に、
「なりたい自分」を探し、考えを深

め広げます。２年生では個人探

究やキャリアフィールドワークに

取り組みます。アクティブラーニ

ング教室やiPadなどのICT環境も
整っています。  

○学校行事 
 ５月に、クラスの親睦を深める

ための遠足があります。９月に

は文化祭があり、演劇や展示

など趣向を凝らしたプログラム

で盛り上がります。10月には、

体育大会でチームワークを競

い合います。 

○研修旅行 
 普通科は、１年生の３月中旬

に関東地方で企業や研究所を

訪問するキャリア研修を行いま

す。教育みらい科は、１年生の

１月下旬にタイに行き、現地の

高校生とホームステイを含めて

交流します。  

学力の向上 豊かな人間性の育成 
 ・全ての活動の中で、自ら考え判断し行動できる力 

 と主体性を育む 
・ボランティア活動を通して様々な世代と交流し、 

 社会に貢献する志を育む 
・部活動等の諸活動により、創造力、企画力、 

 集中力、団結力などを育む 
 

・国内外の学校等との交流を通して、文化の多様性や 

 奥深さを理解し、自己を表現する力を身に付ける  

・京都や日本の伝統文化や芸術に触れ、その魅力を発 

 信する 
・各種イベントやコンテストに参加し、科学的なものの見 

 方・考え方やプレゼンテーション能力を高める 
 

個性の伸長 

「大学入学共通テスト」への対応 
実用英語技能検定資格取得のための指導 

理系女子育成 
（京都工芸繊維大学研究室訪問） 

教師になるための素質・能力のベースとなる「知性」･「志」･「実践力」を、豊富な専門

科目を通して育成し、国公私立大学の教育に関する学部・学科への進学を目指します。 

基礎学力の充実をはかるとともに、大学進学に対応する選択科目を設置し、中堅私立

大学などへの進学を目指します。２年次から、文系の学習を行います。 

難関大学進学に対応したカリキュラム編成と充実した授業により、国公立大学や難関

私立大学進学を目指します。２年次から、文系・理系に分かれて学習します。 

教育みらい科 

特別進学コース 

教育系大学や 
国公立大学への進学 

国公立大学や難関 

私立大学への進学 

中堅私立大学への 

進学 

普通進学コース 

普

通

科 

JR西大路駅近くの旧洛陽工業高校

の敷地に開校予定（令和5年度）の新

普通科系高校への円滑な接続に向

けた改革 
 

（地域をフィールドにした教育、主体性を育

む教育、多様な学習形態の学び、学びと社

会をつなぐキャリア教育など） 

・始業前の英語の朝学習で、基礎学力を高める 
・学科別、コース別の授業で進学に必要な基礎力を身

に付ける 
・土曜学習、長期休業中の集中学習会などで、進学に

必要な応用力を身に付ける 

iPadとインターネットを 
活用した英語授業 
（Global Classmates） 

○生徒数（令和元年５月１日現在） ホームページ

工学系：アーキテクト（建築探究）、サイエンス（科学探究）、シビル（都市探究）、電子・機械工作

文化系：新聞、吹奏楽、茶華道、鉄道研究、美術、放送、模型

体育系：剣道、硬式テニス、硬式野球、サッカー、卓球、バスケットボール、バレーボール、ボート、ラグビー、陸上競技

○授業 ○学校行事

◆フロンティア理数科：理工系大学への進学をめざして、数学・理科・英語を中心に 1年宿泊オリエンテーション（4月）、文化祭（6月）、工学展（10月）、体育

科学技術に関する知識を学びます。また、先進的な施設・設備を活用し、STEM教育 祭（10月）など生徒の主体的な参加による体験的活動を行うことによって、

を軸とした学習活動を展開し、大学での学びにつなげます。 学校生活に規律とリズムを与え、集団への帰属感や連帯感を深めます。

◆プロジェクト工学科：工業に関する専門的な知識と技術の定着を図り、 ○研修旅行

 まちづくり・ものづくりを通じて社会の発展に寄与する担い手を育みます。 研究施設の見学等、高度な専門的・先端的な知識と技術を学びます。

〒612-0884
京都市伏見区深草西出山町23
 Tel. 075-646-1515
 Fax.075-646-1516
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教育システム

～科学技術で社会に貢献する～

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立京都工学院高等学校

公務員 22
就職（学校斡旋）

学校の特色

29

1年
卒業生からのメッセージ：平成30年度卒業生　小西　菜月（京都大学医学部）

学校概要(創立・平成28年4月)　  全日制課程

京都工学院は専門性の枠を越えて学べる新たな理工系の専門高校です。それぞ
れのアイデアや技術を活かして学びを深めます。京都工学院でしか体験できない
プロジェクト活動をぜひ楽しんで取り組んでほしいと思います。その経験値は受験
や就職といった目先のイベントだけでなく、きっとその先に活かされます。

全国大会に体育系のボート部やラグビー部が初出場を
果たす中、工学系クラブは全国制覇を収めました。個人
競技では陸上競技部が近畿大会に進出しています。

2年 3年 計
男 208 201 621
女 31 28 88

75

進路状況（延べ人数）

私立短期大学 7
専修・各種学校 23

H30

国公立大学 20
私立4年制大学 147

教育目標：豊かな人間性、確かな技術を身につけ、京都から社会の発展と人類の幸福に貢献する 

◆フロンティア理数科 ⇒ 国公立大学及び難関私立大学の理工系学部への進学をめざした学習内容に特化 

◆プロジェクト工学科 ⇒ まちづくり分野、ものづくり分野ごとにスタートし、2年次よりそれぞれの領域（専攻）を選択 

 

◆京阪電車「深草駅」から 
徒歩13分    
◆JR奈良線「稲荷駅」から 
徒歩15分 

新しい学びのスタイル 

○  [目的遂行・結集型のものづくり] 
 環境・エネルギー・防災など、地域社会の問題解決のために、全学科・全領域の各専門分野の技術とアイデアを結集させる！ 
     キーワードは 貢献・結集・連携・継続 
 
○ ［科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学（Mathematics）の一体教育］ 
 関連が強い４分野を系統立て一体的に学ぶことで、新たな発見や柔軟な発想力、問題解決力を身につける！  
     キーワードは 理論と実践をつなぐ 
 

求める生徒像 

理工系に特化した新しい高校！ 
◎科学・技術・工学・数学に興味関心があり、将来の夢を実現したい生徒 

  ・最先端で活躍する研究開発者をめざす⇒フロンティア理数科 
  ・最前線で活躍するエンジニアをめざす⇒プロジェクト工学科 
◎先進的な施設・設備の中、まちづくり・ものづくりを探究したい生徒 

    

プロジェクト工学科 

※各学年週32時間授業               

フロンティア理数科 

まちづくり ものづくり 

都市インフラ 
環境・防災 

住宅計画 
環境・防災 

機械加工 
機械制御 

電気，通信 
プログラミング 

都市 
デザイン 

建築 
デザイン 

メカトロ 
ニクス 

エレクト 
ロニクス 

機
 械
 加
 工
 

ロ
 ボ
 ッ
 ト
 

電
 
気
 

電
 子
 情
 報
 

分野 

領域 

専攻 

２年 

１年 

３年 

２年 

１年 

３年 

ものづくり・まちづくりの課題を

探究し、プロトタイプ製作を通

してイノベーションを創出する 

ものづくり・まちづくりに触れな

がら理工系分野の広がりや、分

野を超えた視点をつかむ 

科学技術基礎 

プロジェクトゼミ 

進学後を意識した理工系分

野の探究心を養う 

フロンティアゼミ 

数 

学 

・ 

理 

科 

※各学年週34時間授業               

進路保障の取組 
・大学入試共通テストと 
 個別試験対応のカリ 
 キュラム 
・土曜活用講座 
・長期休業中の学習会 
・学習合宿 
・連携協定に基づく 
 校外学習 
          など 

■フロンティア理数科 

■プロジェクト工学科 

 ・まちづくり分野 

 ・ものづくり分野 

ー 37 ーー 36 ー



○学科

・教育みらい科
・普通科
　特別進学ｺｰｽ、普通進学ｺｰｽ

○制服

○生徒数（令和元年５月１日現在）

〒601-8348
京都市南区吉祥院観音堂町41番地
 Tel. 075-681-0701
 Fax.075-682-7107

専修・各種学校 56 64 78

7
255

国公立・私立短期大学 21 27 16
私立4年制大学 255 293

女 128 111 130 369

就職 3 3 3
公務員 1 7 3

2年 3年 計
男 113 127 109 349

H28 H29 H30

国公立4年制大学 16 13

学校の特色　　～「なりたい自分」を探し，深める～

◆JR西大路駅から徒歩20分

教育システム

校章

府内高校初のコミュニティスクール

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立塔南高等学校

学校概要(開校　昭和38年4月)　   全日制課程 進路状況（現役のみ，延べ人数）

1年  教育みらい科で、小学校での現場実習や教育課題探究に取り組んだことは

もちろん、同じ夢や志を持つ仲間と語り合い意見を交わしながら過ごした三年

間は、非常に刺激的で充実したものでした。 皆さんも教育みらい科で、「なり
たい自分」を目指して、充実した三年間を過ごしてください。 

教育目標：知性を尊び個性を伸長する教育を通して、高い学力と豊かな人間性を身に付けさせ、社会で活躍・貢献できる有為な人材を育成する。 

ｺｰｽ決定：普通科には特別進学コースと普通進学コースがあります。１年次は、前期A方式１型合格者は特別進学コース、前期A方式２型合格者と中期合格者は 

       ２つのコースから選択します。２年次以降は、１年秋に進路希望を考えたうえで選択します。 

卒業生からのメッセージ 〔H30年度卒業生 中川颯斗（京都教育大学入学，桂川中学校出身）〕 

文化系：吹奏楽部、書道部、華道部、茶道部、美術部、科学部、演劇研究部、新聞部、放送部 
体育系：硬式野球部、陸上競技部、弓道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部 、 
      女子バスケットボール部、バドミントン部、サッカー部、剣道部、水泳部、テニス部、ソフトテニス部 

平成30年度は吹奏楽部が全国大会に出

場。近年では、陸上競技部や弓道部などが

全国大会に出場、硬式野球部が京都大会で

ベスト4に進出。 

○キャリア教育 
 総合的な探究の時間を中心に、
「なりたい自分」を探し、考えを深

め広げます。２年生では個人探

究やキャリアフィールドワークに

取り組みます。アクティブラーニ

ング教室やiPadなどのICT環境も
整っています。  

○学校行事 
 ５月に、クラスの親睦を深める

ための遠足があります。９月に

は文化祭があり、演劇や展示

など趣向を凝らしたプログラム

で盛り上がります。10月には、

体育大会でチームワークを競

い合います。 

○研修旅行 
 普通科は、１年生の３月中旬

に関東地方で企業や研究所を

訪問するキャリア研修を行いま

す。教育みらい科は、１年生の

１月下旬にタイに行き、現地の

高校生とホームステイを含めて

交流します。  

学力の向上 豊かな人間性の育成 
 ・全ての活動の中で、自ら考え判断し行動できる力 

 と主体性を育む 
・ボランティア活動を通して様々な世代と交流し、 

 社会に貢献する志を育む 
・部活動等の諸活動により、創造力、企画力、 

 集中力、団結力などを育む 
 

・国内外の学校等との交流を通して、文化の多様性や 

 奥深さを理解し、自己を表現する力を身に付ける  

・京都や日本の伝統文化や芸術に触れ、その魅力を発 

 信する 
・各種イベントやコンテストに参加し、科学的なものの見 

 方・考え方やプレゼンテーション能力を高める 
 

個性の伸長 

「大学入学共通テスト」への対応 
実用英語技能検定資格取得のための指導 

理系女子育成 
（京都工芸繊維大学研究室訪問） 

教師になるための素質・能力のベースとなる「知性」･「志」･「実践力」を、豊富な専門

科目を通して育成し、国公私立大学の教育に関する学部・学科への進学を目指します。 

基礎学力の充実をはかるとともに、大学進学に対応する選択科目を設置し、中堅私立

大学などへの進学を目指します。２年次から、文系の学習を行います。 

難関大学進学に対応したカリキュラム編成と充実した授業により、国公立大学や難関

私立大学進学を目指します。２年次から、文系・理系に分かれて学習します。 

教育みらい科 

特別進学コース 

教育系大学や 
国公立大学への進学 

国公立大学や難関 

私立大学への進学 

中堅私立大学への 

進学 

普通進学コース 

普

通

科 

JR西大路駅近くの旧洛陽工業高校

の敷地に開校予定（令和5年度）の新

普通科系高校への円滑な接続に向

けた改革 
 

（地域をフィールドにした教育、主体性を育

む教育、多様な学習形態の学び、学びと社

会をつなぐキャリア教育など） 

・始業前の英語の朝学習で、基礎学力を高める 
・学科別、コース別の授業で進学に必要な基礎力を身

に付ける 
・土曜学習、長期休業中の集中学習会などで、進学に

必要な応用力を身に付ける 

iPadとインターネットを 
活用した英語授業 
（Global Classmates） 

○生徒数（令和元年５月１日現在） ホームページ

工学系：アーキテクト（建築探究）、サイエンス（科学探究）、シビル（都市探究）、電子・機械工作

文化系：新聞、吹奏楽、茶華道、鉄道研究、美術、放送、模型

体育系：剣道、硬式テニス、硬式野球、サッカー、卓球、バスケットボール、バレーボール、ボート、ラグビー、陸上競技

○授業 ○学校行事

◆フロンティア理数科：理工系大学への進学をめざして、数学・理科・英語を中心に 1年宿泊オリエンテーション（4月）、文化祭（6月）、工学展（10月）、体育

科学技術に関する知識を学びます。また、先進的な施設・設備を活用し、STEM教育 祭（10月）など生徒の主体的な参加による体験的活動を行うことによって、

を軸とした学習活動を展開し、大学での学びにつなげます。 学校生活に規律とリズムを与え、集団への帰属感や連帯感を深めます。

◆プロジェクト工学科：工業に関する専門的な知識と技術の定着を図り、 ○研修旅行

 まちづくり・ものづくりを通じて社会の発展に寄与する担い手を育みます。 研究施設の見学等、高度な専門的・先端的な知識と技術を学びます。

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

212

教育システム

～科学技術で社会に貢献する～

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都市立京都工学院高等学校

公務員 22
就職（学校斡旋）

学校の特色
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1年
卒業生からのメッセージ：平成30年度卒業生　小西　菜月（京都大学医学部）

学校概要(創立・平成28年4月)　  全日制課程

京都工学院は専門性の枠を越えて学べる新たな理工系の専門高校です。それぞ
れのアイデアや技術を活かして学びを深めます。京都工学院でしか体験できない
プロジェクト活動をぜひ楽しんで取り組んでほしいと思います。その経験値は受験
や就職といった目先のイベントだけでなく、きっとその先に活かされます。

全国大会に体育系のボート部やラグビー部が初出場を
果たす中、工学系クラブは全国制覇を収めました。個人
競技では陸上競技部が近畿大会に進出しています。

2年 3年 計
男 208 201 621
女 31 28 88

75

進路状況（延べ人数）

私立短期大学 7
専修・各種学校 23

H30

国公立大学 20
私立4年制大学 147

教育目標：豊かな人間性、確かな技術を身につけ、京都から社会の発展と人類の幸福に貢献する 

◆フロンティア理数科 ⇒ 国公立大学及び難関私立大学の理工系学部への進学をめざした学習内容に特化 

◆プロジェクト工学科 ⇒ まちづくり分野、ものづくり分野ごとにスタートし、2年次よりそれぞれの領域（専攻）を選択 

 

◆京阪電車「深草駅」から 
徒歩13分    
◆JR奈良線「稲荷駅」から 
徒歩15分 

新しい学びのスタイル 

○  [目的遂行・結集型のものづくり] 
 環境・エネルギー・防災など、地域社会の問題解決のために、全学科・全領域の各専門分野の技術とアイデアを結集させる！ 
     キーワードは 貢献・結集・連携・継続 
 
○ ［科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学（Mathematics）の一体教育］ 
 関連が強い４分野を系統立て一体的に学ぶことで、新たな発見や柔軟な発想力、問題解決力を身につける！  
     キーワードは 理論と実践をつなぐ 
 

求める生徒像 

理工系に特化した新しい高校！ 
◎科学・技術・工学・数学に興味関心があり、将来の夢を実現したい生徒 

  ・最先端で活躍する研究開発者をめざす⇒フロンティア理数科 
  ・最前線で活躍するエンジニアをめざす⇒プロジェクト工学科 
◎先進的な施設・設備の中、まちづくり・ものづくりを探究したい生徒 

    

プロジェクト工学科 

※各学年週32時間授業               

（令和元年５月１日現在）

程

卒業生

フロンティア理数科 

まちづくり ものづくり 

都市インフラ 
環境・防災 

住宅計画 
環境・防災 

機械加工 
機械制御 

電気，通信 
プログラミング 

都市 
デザイン 

建築 
デザイン 

メカトロ 
ニクス 

エレクト 
ロニクス 

機
 械
 加
 工
 

ロ
 ボ
 ッ
 ト
 

電
 
気
 

電
 子
 情
 報
 

分野 

領域 

専攻 

２年 

１年 

３年 

２年 

１年 

３年 

ものづくり・まちづくりの課題を

探究し、プロトタイプ製作を通

してイノベーションを創出する 

ものづくり・まちづくりに触れな

がら理工系分野の広がりや、分

野を超えた視点をつかむ 

科学技術基礎 

プロジェクトゼミ 

進学後を意識した理工系分

野の探究心を養う 

フロンティアゼミ 

数 

学 

・ 

理 

科 

※各学年週34時間授業               

進路保障の取組 
・大学入試共通テストと 
 個別試験対応のカリ 
 キュラム 
・土曜活用講座 
・長期休業中の学習会 
・学習合宿 
・連携協定に基づく 
 校外学習 
          など 

■フロンティア理数科 

■プロジェクト工学科 

 ・まちづくり分野 

 ・ものづくり分野 

○生徒数（令和元年５月１日現在）（令和元年５月１日現在）■フロンティア理数科

アイデアを結集
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