
京都府立北桑田高等学校
みがく。かがやく。

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍　

○全日制課程（平成30年４月現在）

普通科､森林リサーチ科

○創立 昭和19年４月

○生徒数（平成30年５月１日現在）
1年 2年 3年 計

男
女

※上記３部活動は、強化対象部活動

学校生活 剣道、男子バレーボール、サッカー

○授  業 卓球、陸上競技、ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ

・普通科､森林リサーチ科共に週30単位（１日６時間授業） 美術・工芸、放送、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

・放課後を活用した平常進学講習､土曜講習､長期休業中進学講習 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

・予備校サテライト講座による大学入試に向けた受験術の養成 進路状況
○学校行事 H27年度 H28年度 H29年度
 ５月　球技大会 国公立4年制大学

 ９月　文化祭 私立4年制大学

         体育祭 国公立・私立短期大学

11月　耐久走

○研修旅行

 ６月　森林リサーチ科1泊研修(2,3年)

○制　服 ※現役生の進路状況（進路先別実数）

男子：ブレザー､ネクタイ､スラックス

女子：ブレザー､リボン､スカートまたはスラックス

○トピックス

地図

専修・各種学校

公務員

就職

その他10月  屋久島研修旅行(2年)

所在地　〒601-0534 京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥15番地

H29 全国高等学校選抜自転車競技大会　総合第３位

H28 春季全国高等学校野球選手権京都大会　ベスト16

H28 KYOTO中学高校生ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ2016 金賞・優秀賞受賞

H27 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 銀賞

H26 全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 総合優勝

H28 全国高等学校野球選手権京都大会　ベスト16

H29 第54回近畿高等学校自転車競技選手権大会　総合優勝

H29 京都府吹奏楽コンクール高校の部小編成 金賞（3年連続）

部活動加入率86％
自転車競技、硬式野球、吹奏楽

 
北桑田高校の進路指導における最大の魅力は、小規模校であ

ること！進路計画への助言や一般教養試験突破に向けた指導、
何十回と繰り返してもらえる面接練習など、自分たちの進路実現
のために、複数の先生方から手厚い指導を受けることができま
す。この環境を活かして、目標に挑戦してみてはどうですか。 

① ② ③

① 卒 森林リサーチ科 戸髙 麻莉 〔京都府職員 林業職〕
② 卒 普通科ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 大西 真奈加 〔南丹市職員 一般事務〕
③ 卒 普通科文理探究ｺｰｽ 石丸 真子 〔亀岡市職員 一般事務〕 

 

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

卒業生からのメッセージ

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

公立・国立・私立を含めた全国約 校ある高等学校の中で、模
範となる教育活動を実践している高等学校に送られる文部科学大
臣表彰を、本校は直近３回受賞しています。受賞内容は、学力や進
路指導と関連の深い「読書活動・図書館教育」「キャリア教育」、地
域・保護者と連携した教育活動が評価された「ＰＴＡ活動」の３分野で
す。

山間部にある小さな北桑田高校の学力向上システムが全国的規
模で客観的に評価されたことの意義は大きく、今後も、北桑田高等
学校の教育実践が、全国にある地域に根ざした公立高等学校の理
想モデルとなっていけるよう、予備校サテライト講座（映像講座）や
森林管理にドローンを活用した授業を計画するなど、さらに教育計
画を創意工夫していきます。

平成 年度文部科学大臣表彰「ＰＴＡ活動」
平成 年度文部科学大臣表彰「読書活動・図書館教育」
平成 年度文部科学大臣表彰「キャリア教育」
注）キャリア教育とは…個々の児童・生徒に対し、発達段階に応じて

社会人･職業人として自立するために必要な能力や態度、意欲を形
成・向上させるための教育

 
文部科学大臣が証明する自慢の学力向上システム！ 

設置

学科等

全日制 普通科 “北山杉の里”という立地条件、最小規模の府立高校

という点を活かした教育計画を策定・実施全日制 森林リサーチ科

教育

目標

豊かな自然の中で、じっくりと学習活動に取り組み、地域の人々・産業・伝統行事等との

出会いに心を動かされる体験を通して、自らの進路を開拓していく生徒を育てます。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

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

編成します。２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更可能です。

森林リサーチ科 入学時、希望制により「森林探究コース」「森林資源活用コース」を編成

します。２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更可能です。

【普通科】

◇文理探究コース

国公立大学・難関私立四年制大学（文

系・理系）の受験に対応するレベルの授

業難易度を標準として、学力をいっそう

伸長させます。

◇キャリアデザインコース

私立四年制大学（文系）の受験に対応

するレベルの授業難易度を設定しつつ、

看護・介護・栄養を中心とした実習体験

を取り入れ、学力の充実を図ります。

京都府立北桑田高等学校

【森林リサーチ科】

◇森林探究コース

森林、環境、自然科学に関する研究と

ともに、普通科目の学習にも重点的に取

り組み、その成果を活用して大学進学を

目指せるよう、学力を伸長させます。

◇森林資源活用コース

山林管理、木材加工等の実習など、実

技科目の学習を重点的に取り組み、様々

な体験・体感型学習を通して、学力の充

実を図ります。

学校における授業と共に、北桑田地域にある自然・産業・文化等を貴重な教育資源とし

て最大限活用した教育計画を編成します。授業の難易度は、地域創生に寄与する人材の育

成を目的として国公立大学・私立四年制大学（文系・理系）に合格できるレベルに設定し

ます。小規模校のメリットを活かした少人数講座による授業形態や進路希望に沿った進学

補習・個別指導に加え、本年度より本格的に導入する予備校サテライト講座（映像授業）

で受験術を磨き、希望進路を実現する力を醸成します。

京都丹波高原国定公園、全国でも有数の木材ブランド“北
山杉” という貴重な教育資源を最大限活用した教育計画を

編成します。授業の進め方は、教室で学習した仮説を、実

験・実習を通して実証していきます。また、ドローンの活

用など、現代に求められる専門性を高める実習にも取り組

み、希望進路を実現する力を醸成します。

○実験・実習と課題研究学習で“学び”を深化させる森林リサーチ科

○美山・京北まちごとキャンパスで“学び”を深化させる普通科
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京都府立北桑田高等学校
みがく。かがやく。

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍　

○全日制課程（平成30年４月現在）

普通科､森林リサーチ科

○創立 昭和19年４月

○生徒数（平成30年５月１日現在）
1年 2年 3年 計

男
女

※上記３部活動は、強化対象部活動

学校生活 剣道、男子バレーボール、サッカー

○授  業 卓球、陸上競技、ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ

・普通科､森林リサーチ科共に週30単位（１日６時間授業） 美術・工芸、放送、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

・放課後を活用した平常進学講習､土曜講習､長期休業中進学講習 女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

・予備校サテライト講座による大学入試に向けた受験術の養成 進路状況
○学校行事 H27年度 H28年度 H29年度
 ５月　球技大会 国公立4年制大学

 ９月　文化祭 私立4年制大学

         体育祭 国公立・私立短期大学

11月　耐久走

○研修旅行

 ６月　森林リサーチ科1泊研修(2,3年)

○制　服 ※現役生の進路状況（進路先別実数）

男子：ブレザー､ネクタイ､スラックス

女子：ブレザー､リボン､スカートまたはスラックス

○トピックス

地図

専修・各種学校

公務員

就職

その他10月  屋久島研修旅行(2年)

所在地　〒601-0534 京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥15番地

H29 全国高等学校選抜自転車競技大会　総合第３位

H28 春季全国高等学校野球選手権京都大会　ベスト16

H28 KYOTO中学高校生ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ2016 金賞・優秀賞受賞

H27 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 銀賞

H26 全国高等学校総合体育大会 自転車競技大会 総合優勝

H28 全国高等学校野球選手権京都大会　ベスト16

H29 第54回近畿高等学校自転車競技選手権大会　総合優勝

H29 京都府吹奏楽コンクール高校の部小編成 金賞（3年連続）

部活動加入率86％
自転車競技、硬式野球、吹奏楽

 
北桑田高校の進路指導における最大の魅力は、小規模校であ

ること！進路計画への助言や一般教養試験突破に向けた指導、
何十回と繰り返してもらえる面接練習など、自分たちの進路実現
のために、複数の先生方から手厚い指導を受けることができま
す。この環境を活かして、目標に挑戦してみてはどうですか。 

① ② ③

① 卒 森林リサーチ科 戸髙 麻莉 〔京都府職員 林業職〕
② 卒 普通科ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 大西 真奈加 〔南丹市職員 一般事務〕
③ 卒 普通科文理探究ｺｰｽ 石丸 真子 〔亀岡市職員 一般事務〕 

 

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

卒業生からのメッセージ

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

公立・国立・私立を含めた全国約 校ある高等学校の中で、模
範となる教育活動を実践している高等学校に送られる文部科学大
臣表彰を、本校は直近３回受賞しています。受賞内容は、学力や進
路指導と関連の深い「読書活動・図書館教育」「キャリア教育」、地
域・保護者と連携した教育活動が評価された「ＰＴＡ活動」の３分野で
す。

山間部にある小さな北桑田高校の学力向上システムが全国的規
模で客観的に評価されたことの意義は大きく、今後も、北桑田高等
学校の教育実践が、全国にある地域に根ざした公立高等学校の理
想モデルとなっていけるよう、予備校サテライト講座（映像講座）や
森林管理にドローンを活用した授業を計画するなど、さらに教育計
画を創意工夫していきます。

平成 年度文部科学大臣表彰「ＰＴＡ活動」
平成 年度文部科学大臣表彰「読書活動・図書館教育」
平成 年度文部科学大臣表彰「キャリア教育」
注）キャリア教育とは…個々の児童・生徒に対し、発達段階に応じて

社会人･職業人として自立するために必要な能力や態度、意欲を形
成・向上させるための教育

 
文部科学大臣が証明する自慢の学力向上システム！ 

設置

学科等

全日制 普通科 “北山杉の里”という立地条件、最小規模の府立高校

という点を活かした教育計画を策定・実施全日制 森林リサーチ科

教育

目標

豊かな自然の中で、じっくりと学習活動に取り組み、地域の人々・産業・伝統行事等との

出会いに心を動かされる体験を通して、自らの進路を開拓していく生徒を育てます。

学
校
の
特
色

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決定

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

編成します。２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更可能です。

森林リサーチ科 入学時、希望制により「森林探究コース」「森林資源活用コース」を編成

します。２年進級時、進路目標に合わせて、コース変更可能です。

【普通科】

◇文理探究コース

国公立大学・難関私立四年制大学（文

系・理系）の受験に対応するレベルの授

業難易度を標準として、学力をいっそう

伸長させます。

◇キャリアデザインコース

私立四年制大学（文系）の受験に対応

するレベルの授業難易度を設定しつつ、

看護・介護・栄養を中心とした実習体験

を取り入れ、学力の充実を図ります。

京都府立北桑田高等学校

【森林リサーチ科】

◇森林探究コース

森林、環境、自然科学に関する研究と

ともに、普通科目の学習にも重点的に取

り組み、その成果を活用して大学進学を

目指せるよう、学力を伸長させます。

◇森林資源活用コース

山林管理、木材加工等の実習など、実

技科目の学習を重点的に取り組み、様々

な体験・体感型学習を通して、学力の充

実を図ります。

学校における授業と共に、北桑田地域にある自然・産業・文化等を貴重な教育資源とし

て最大限活用した教育計画を編成します。授業の難易度は、地域創生に寄与する人材の育

成を目的として国公立大学・私立四年制大学（文系・理系）に合格できるレベルに設定し

ます。小規模校のメリットを活かした少人数講座による授業形態や進路希望に沿った進学

補習・個別指導に加え、本年度より本格的に導入する予備校サテライト講座（映像授業）

で受験術を磨き、希望進路を実現する力を醸成します。

京都丹波高原国定公園、全国でも有数の木材ブランド“北
山杉” という貴重な教育資源を最大限活用した教育計画を

編成します。授業の進め方は、教室で学習した仮説を、実

験・実習を通して実証していきます。また、ドローンの活

用など、現代に求められる専門性を高める実習にも取り組

み、希望進路を実現する力を醸成します。

○実験・実習と課題研究学習で“学び”を深化させる森林リサーチ科

○美山・京北まちごとキャンパスで“学び”を深化させる普通科
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京都府立亀岡高等学校

学校概要 部活動
〔顕著な成績〕

○文化系

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科 (亀高スタンダード･亀高アカデメイア）
普通科　美術・工芸専攻 ○体育系

数理科学科
○創立 昭和23年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

学校生活 年度 H28年度 H29年度
○授業 国公立四年制大学
・学科・コース別に特色ある教育課程を編成 私立四年制大学

国公立・私立短期大学
専修・各種学校
公務員
就職

○学校行事 その他

*延べ合格者数です。既卒生を含みません。

＜卒業生からのメッセージ＞

○研修旅行
・普通科　九州研修旅行（10月）　

・数理科学科　グアム研修旅行(10月)

○制服

地図
JR亀岡駅から

○トピックス 徒歩10分

　　　　まっすぐに、とことん　進む　未来への道

所在地　〒621-0812 京都府亀岡市横町23番地

・ ６月：体育祭
・ ７月：芸能鑑賞、学習合宿(1年)、進学補習
・ ９月：文化祭、美術・工芸専攻展
・11月：トレッキング
・12月：学習合宿(2年)、進学補習

・習熟度編成や少人数講座など目的に応じて展開

・土曜スマート講座（数理科学科）やサタデーオープ
ンスタジオ（美術・工芸専攻）の実施

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

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

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

陸上競技部
・第70回京都府高等学校陸上競技対校選手権　男子走幅跳　2位　6位
・第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
　男子走幅跳　5位
・第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会出場（山形県天童市）
美術部
・全国高校駅伝競走大会公式ポスター・プログラム原画に採用（2年連続）
・全国高等学校総合文化祭出品

京都教育大学 教育学部幼児教育専攻 
堀 優歩（H29年度卒業） 

亀岡高校で出会った先生方のように、子ども一人ひとりの成長

によりそえる先生になるため、大学での４年間精一杯頑張ります。  

 
 

 

社会に通じる要素やマナーについて、項

目ごとに目標となる指標を具体的に示し

た リストを活用しています。 

京都工芸繊維大学 工芸科学部物質材料科学域 
平田 隆真（H29年度卒業） 

数理科学科では、GS（グローバルサイエンス）などのユニークな

取組があります。GSでは発表力を伸ばすことができます。「受験は

団体戦」ですが、数理科学科は研修やGSで得たものを武器にでき

ます。進路実現の一歩として、数理科学科にぜひ来てください。 

  

 

  

設置 

学科等 

全日制 普通科 スタンダード・アカデメイア コース(2年次より) 

全日制 普通科 美術・工芸専攻 

全日制 数理科学科  

教育 

目標 
 「自ら進んで自分を鍛え、互いに理解し助け合おう」 

学
校
の
特
色 

 

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

び、地域・環境と関わる専門的な探究活動を行っています。 

教
育
シ
ス
テ
ム 

コース

決定 

 普通科は1年次2学期に、入学後の成績と本人の希望でコース分けをします。 

 普通科（美術・工芸専攻）と数理科学科は入学時に決定済み。※定員は平成30年度実績 

京都府立亀岡高等学校 
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京都府立亀岡高等学校

学校概要 部活動
〔顕著な成績〕

○文化系

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科 (亀高スタンダード･亀高アカデメイア）
普通科　美術・工芸専攻 ○体育系

数理科学科
○創立 昭和23年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

学校生活 年度 H28年度 H29年度
○授業 国公立四年制大学
・学科・コース別に特色ある教育課程を編成 私立四年制大学

国公立・私立短期大学
専修・各種学校
公務員
就職

○学校行事 その他

*延べ合格者数です。既卒生を含みません。

＜卒業生からのメッセージ＞

○研修旅行
・普通科　九州研修旅行（10月）　

・数理科学科　グアム研修旅行(10月)

○制服

地図
JR亀岡駅から

○トピックス 徒歩10分

　　　　まっすぐに、とことん　進む　未来への道

所在地　〒621-0812 京都府亀岡市横町23番地

・ ６月：体育祭
・ ７月：芸能鑑賞、学習合宿(1年)、進学補習
・ ９月：文化祭、美術・工芸専攻展
・11月：トレッキング
・12月：学習合宿(2年)、進学補習

・習熟度編成や少人数講座など目的に応じて展開

・土曜スマート講座（数理科学科）やサタデーオープ
ンスタジオ（美術・工芸専攻）の実施

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

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

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

陸上競技部
・第70回京都府高等学校陸上競技対校選手権　男子走幅跳　2位　6位
・第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
　男子走幅跳　5位
・第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会出場（山形県天童市）
美術部
・全国高校駅伝競走大会公式ポスター・プログラム原画に採用（2年連続）
・全国高等学校総合文化祭出品

京都教育大学 教育学部幼児教育専攻 
堀 優歩（H29年度卒業） 

亀岡高校で出会った先生方のように、子ども一人ひとりの成長

によりそえる先生になるため、大学での４年間精一杯頑張ります。  

 
 

 

社会に通じる要素やマナーについて、項

目ごとに目標となる指標を具体的に示し

た リストを活用しています。 

京都工芸繊維大学 工芸科学部物質材料科学域 
平田 隆真（H29年度卒業） 

数理科学科では、GS（グローバルサイエンス）などのユニークな

取組があります。GSでは発表力を伸ばすことができます。「受験は

団体戦」ですが、数理科学科は研修やGSで得たものを武器にでき

ます。進路実現の一歩として、数理科学科にぜひ来てください。 

  

 

  

設置 

学科等 

全日制 普通科 スタンダード・アカデメイア コース(2年次より) 

全日制 普通科 美術・工芸専攻 

全日制 数理科学科  

教育 

目標 
 「自ら進んで自分を鍛え、互いに理解し助け合おう」 

学
校
の
特
色 

 

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

び、地域・環境と関わる専門的な探究活動を行っています。 

教
育
シ
ス
テ
ム 

コース

決定 

 普通科は1年次2学期に、入学後の成績と本人の希望でコース分けをします。 

 普通科（美術・工芸専攻）と数理科学科は入学時に決定済み。※定員は平成30年度実績 

京都府立亀岡高等学校 
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京都府立南丹高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○文化系

　 美術部・吹奏楽部・ＥＳＳ部・簿記部

○体育系
○全日制課程（平成30年４月現在）
　総合学科 男女バスケットボール部・サッカー部

　　総合知的探究系列（特進クラス） 男女ソフトテニス部・陸上競技部

　　人間科学系列　　    テクニカル工学系列 男女バドミントン部・卓球部

　　スポーツ健康系列　　ビジネス情報系列 ソフトボール部・体操競技部・剣道部

○創立 昭和54年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計 進路状況
男
女 H27年度 H28年度 H29年度

国公立４年制大学

学校生活 私立４年制大学
○授業 国公立・私立短期大学

専修・各種学校
公務員
就職
その他

○学校行事
  ４月　入学式・一泊研修

  ６月　球技大会

  ９月　文化祭

  10月　体育祭

  11月　研修旅行（２年生）

  ２月　総合学科発表会

  ３月　卒業式

○修学旅行 地図
　九州地方と海外（台湾）を選択する。 アクセス
○制服 ＪＲ千代川駅から
　平成29年度の入学生より制服が新しくなりました。 東へ１km
○トピックス 　　　　（徒歩約15分）
　

京都縦貫道千代川ＩＣ
東へ２km

　

 　　～選べる科目　選べる未来～

所在地　〒621-0008 亀岡市馬路町中島1

　100以上の選択科目から、進路希
望や興味･関心に応じて選べる自由
度の高い教育システムです。
　本校独自の学校設定科目を40以
上設置し、実習や体験、フィールド
ワーク、運動等を主とした科目から
進学への科目まで幅広く学べます。
　27年度からは工業科目も設置し、
より幅広く、将来の進路に向かって
学べます。

体操競技　全国インターハイ出場
　　　　　　　 近畿大会個人１位
 陸上競技部　近畿ユース3000m障害 出場

茶道部・書道部・ボランティア部・演劇部

放送部・科学部・工学クラブ

硬式野球部・男女バレーボール部

　特進クラスでは、3年間同じ仲間と勉強に学校行事にいろいろなこと
をしてきました。
　学習合宿では、朝・昼はクラス別の学習に取り組み、夜は大学受験
のことを学んだり、将来のことを考えたり、自習時間に課題をするなど
有意義に過ごすことができました。また、高大連携での大学教授の授
業は高校の授業とは違った楽しみがありました。
　部活動はソフトボール部に所属し、主将を務めました。放課後や休
日の部活動も勉強と同じように、自分の課題を見つけ少しでも上達す
るように目標を設定し、練習に励みました。練習での反省点やできた
こと、気づいたことなどをノートに書くことで練習に対する意識も高くな
り、仲間や先生と話をすることによって自分の知らなかったことを学ぶ
ことができました。
　　　　　同志社女子大学表象文化学部英語英文学科　加藤ナオミ

※現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

校章 

○華道、茶道、陶芸を体験する授業 
○大学との連携でバイオ実習 
○出雲風流花踊りを披露 
○平成29年度に、 

26年ぶりに体育祭復活！ 

卒業生からのメッセージ

　
ＪＲ

至 京都市
至 京都市 　

　

至 福知山市

至 福知山市

千代川

ＩＣ

京都縦貫道

至 京
国道 号線

ＪＲ千代川

南丹高校

設置

学科等
全日制 総合学科

総合知的探究系列（特進クラス） テクニカル工学系列

人間科学系列 スポーツ健康系列 ビジネス情報系列

教育

目標

「学び、考え、行動する生徒を育てる」「社会性を育む」「地域で活躍する人材を育てる」

平成 年度にテクニカル工学系列を加え、５系列を設置している南丹高校総合学科はさらに

高い目標に向かって歩み出しました。幅広い選択科目の中から生徒が自ら選び、学ぶという総

合学科の特色を生かし、多様な能力・適性に対応しながら深い学びを意識した教育活動を推進

します。

学
校
の
特
色

総合学科は新しい第３の学科です。

南丹高校では 年次は普通科とほぼ同

じ科目で進学に対応できる学力をつけ、 年次からは、生

徒自身が将来を見据えた科目を選択することによって、一

人ひとりの進路に対応した学習ができます。また、平成

年度よりテクニカル工学系列を開設しました。この系列で

は、工業系の科目を 科目 ～３１単位設定し、実習や

企業との連携を図り、大学の工学部等への進学や地元企業への就職など将来の選択肢がさ

らに広がります。

選んで学ぶことを特色とする総合学科として、南丹高校は 以上の選択科目を用意し

ています。そして、この科目選択をサポートするために 年次に『産業社会と人間』を設定

し、生徒が自分の適性、社会や産業のしくみ、将来の仕事、そしてライフプランについて

考え、自己の目標について考え

る学習をします。そして、その

目標を実現するために、大学等

への進学や就職を考え、最適な

科目を選択し、目的意識を持っ

て高校生活を送ります。

知識を詰め込むのでなく、自

分の目的を持って学び、体験や

実習、「やってみること」を重

視し、自ら課題を発見し解決す

る『何のために学ぶのか』に答

える新しい学びが総合学科です。

教育シ

ステム

生徒一人ひとりが自分の夢（目標）を実現するために、科目を選択していくのが総合学

科です。さらに、南丹高校では特進クラス（総合知的探究系列）を設置し、国公立大学や

難関私立大学への進学に対応しています。

コース
決定

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

特進クラスは入学前に希望者を募って編成し、原則として３年間同じクラスです。

京都府立南丹高等学校

総合学科
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京都府立南丹高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○文化系

　 美術部・吹奏楽部・ＥＳＳ部・簿記部

○体育系
○全日制課程（平成30年４月現在）
　総合学科 男女バスケットボール部・サッカー部

　　総合知的探究系列（特進クラス） 男女ソフトテニス部・陸上競技部

　　人間科学系列　　    テクニカル工学系列 男女バドミントン部・卓球部

　　スポーツ健康系列　　ビジネス情報系列 ソフトボール部・体操競技部・剣道部

○創立 昭和54年４月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計 進路状況
男
女 H27年度 H28年度 H29年度

国公立４年制大学

学校生活 私立４年制大学
○授業 国公立・私立短期大学

専修・各種学校
公務員
就職
その他

○学校行事
  ４月　入学式・一泊研修

  ６月　球技大会

  ９月　文化祭

  10月　体育祭

  11月　研修旅行（２年生）

  ２月　総合学科発表会

  ３月　卒業式

○修学旅行 地図
　九州地方と海外（台湾）を選択する。 アクセス
○制服 ＪＲ千代川駅から
　平成29年度の入学生より制服が新しくなりました。 東へ１km
○トピックス 　　　　（徒歩約15分）
　

京都縦貫道千代川ＩＣ
東へ２km

　

 　　～選べる科目　選べる未来～

所在地　〒621-0008 亀岡市馬路町中島1

　100以上の選択科目から、進路希
望や興味･関心に応じて選べる自由
度の高い教育システムです。
　本校独自の学校設定科目を40以
上設置し、実習や体験、フィールド
ワーク、運動等を主とした科目から
進学への科目まで幅広く学べます。
　27年度からは工業科目も設置し、
より幅広く、将来の進路に向かって
学べます。

体操競技　全国インターハイ出場
　　　　　　　 近畿大会個人１位
 陸上競技部　近畿ユース3000m障害 出場

茶道部・書道部・ボランティア部・演劇部

放送部・科学部・工学クラブ

硬式野球部・男女バレーボール部

　特進クラスでは、3年間同じ仲間と勉強に学校行事にいろいろなこと
をしてきました。
　学習合宿では、朝・昼はクラス別の学習に取り組み、夜は大学受験
のことを学んだり、将来のことを考えたり、自習時間に課題をするなど
有意義に過ごすことができました。また、高大連携での大学教授の授
業は高校の授業とは違った楽しみがありました。
　部活動はソフトボール部に所属し、主将を務めました。放課後や休
日の部活動も勉強と同じように、自分の課題を見つけ少しでも上達す
るように目標を設定し、練習に励みました。練習での反省点やできた
こと、気づいたことなどをノートに書くことで練習に対する意識も高くな
り、仲間や先生と話をすることによって自分の知らなかったことを学ぶ
ことができました。
　　　　　同志社女子大学表象文化学部英語英文学科　加藤ナオミ

※現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

校章 

○華道、茶道、陶芸を体験する授業 
○大学との連携でバイオ実習 
○出雲風流花踊りを披露 
○平成29年度に、 

26年ぶりに体育祭復活！ 

卒業生からのメッセージ

　
ＪＲ

至 京都市
至 京都市 　

　

至 福知山市

至 福知山市

千代川

ＩＣ

京都縦貫道

国道 号線

ＪＲ千代川

南丹高校

設置

学科等
全日制 総合学科

総合知的探究系列（特進クラス） テクニカル工学系列

人間科学系列 スポーツ健康系列 ビジネス情報系列

教育

目標

「学び、考え、行動する生徒を育てる」「社会性を育む」「地域で活躍する人材を育てる」

平成 年度にテクニカル工学系列を加え、５系列を設置している南丹高校総合学科はさらに

高い目標に向かって歩み出しました。幅広い選択科目の中から生徒が自ら選び、学ぶという総

合学科の特色を生かし、多様な能力・適性に対応しながら深い学びを意識した教育活動を推進

します。

学
校
の
特
色

総合学科は新しい第３の学科です。

南丹高校では 年次は普通科とほぼ同

じ科目で進学に対応できる学力をつけ、 年次からは、生

徒自身が将来を見据えた科目を選択することによって、一

人ひとりの進路に対応した学習ができます。また、平成

年度よりテクニカル工学系列を開設しました。この系列で

は、工業系の科目を 科目 ～３１単位設定し、実習や

企業との連携を図り、大学の工学部等への進学や地元企業への就職など将来の選択肢がさ

らに広がります。

選んで学ぶことを特色とする総合学科として、南丹高校は 以上の選択科目を用意し

ています。そして、この科目選択をサポートするために 年次に『産業社会と人間』を設定

し、生徒が自分の適性、社会や産業のしくみ、将来の仕事、そしてライフプランについて

考え、自己の目標について考え

る学習をします。そして、その

目標を実現するために、大学等

への進学や就職を考え、最適な

科目を選択し、目的意識を持っ

て高校生活を送ります。

知識を詰め込むのでなく、自

分の目的を持って学び、体験や

実習、「やってみること」を重

視し、自ら課題を発見し解決す

る『何のために学ぶのか』に答

える新しい学びが総合学科です。

教育シ

ステム

生徒一人ひとりが自分の夢（目標）を実現するために、科目を選択していくのが総合学

科です。さらに、南丹高校では特進クラス（総合知的探究系列）を設置し、国公立大学や

難関私立大学への進学に対応しています。

コース
決定

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

特進クラスは入学前に希望者を募って編成し、原則として３年間同じクラスです。

京都府立南丹高等学校

南丹高校では南丹高校では
総合学科

生徒一人ひとりが自分の夢（目標）を実現するために、科目を選択していくのが総合学
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京都府立園部高等学校

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

学校概要 部活動
○活動実績(H29)

射撃部

　全国高等学校ライフル射撃選手権大会　

　国民体育大会　ライフル射撃競技　出場

　近畿大会 個人２位

吟詠剣詩舞部・サイエンス部・合唱部

　全国高等学校総合文化祭出場

陸上競技部

　京都府高等学校春季陸上競技大会　

　　走幅跳　２位

○全日制課程（平成30年４月現在） ○文化系吹奏楽・吟詠剣詩舞・美術・書道

普通科 　　SA（ソノベ・アドバンス）コース 茶道・ボランティア・合唱・放送

　　SB（ソノベ・ベーシック）コース 華道・ＥＳＳ・サイエンス・写真

　　中高一貫コース
京都国際科 ○体育系陸上競技・硬式野球・射撃

○創立 明治20年７月 男子・女子バスケットボール

○生徒数（平成30年５月１日現在） 男子・女子バレーボール

1年 2年 3年 計 ホッケー・サッカー・テニス

男 59 69 61 189 バドミントン・剣道・ソフトテニス

女 77 86 92 255

進路状況
学校生活 (合格のべ数　（現役・浪人含む）)

○授業 H27年度 H28年度 H29年度
　週33時間の授業 国公立４年制大学 18 32 38
　先生にいつでも質問できる空間 私立４年制大学 240 241 169
　進路に応じて様々な補習を展開 国公立・私立短期大学 8 10 11
　研修旅行を山場とした課題研究 38 49 29
○学校行事 4 6 1
　新入生宿泊研修・球技大会・学習合宿 13 12 11
　オーストラリア語学研修 9 6 8
　文化祭・体育祭・スピーチコンテスト

　芸術鑑賞・生徒実践発表会

○研修旅行(2年)
台湾研修(SA・SBコース)

　台湾での海外研修（３泊４日）

シンガポール・マレーシア研修(京都国際科)

　シンガポール・マレーシアでの語学・

　国際理解研修（４泊５日）

○トピックス

地図

近郊地図

その他

Global & Aware ～世界へ、思いやりをもって～

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

専修・各種学校
公務員
就職

◆JR園部駅から
□徒歩約20分

校章

オーストラリア語学研修
７月末から２週間、オーストラリ

アのアデレードにある提携校で語

学研修を行います。普通科・京都

国際科の希望者が対象です。

卒業生からのメッセージ

○制服

京都国際科での３年間は私にとって初めてのことの

連続でした。英文を書きあげること、大勢の前で英語で

発表すること、海外で１対１で外国の方と話すこと、それ

までよく考えもしなかった遠い国の人たちについて真剣

に考えること...。
初めてのことばかりで大変そうと思われるかもしれま

せんが、いつも温かくサポートしてくださる先生方や３年間一緒で家族のよ

うなクラスメート達ができるのできっと大丈夫です！

I hope you’ll have a wonderful time at Sonobe High School!!
平成29年度 京都国際科卒業

勝田 みくに（京都府立大学 公共政策学部）

 
 
 
設置

学科等

全日制 普 通 科（ コース・ コース） 普通科（中高一貫コース）

全日制 京都国際科

教育

目標

～世界へ、思いやりをもって～

「 」国際的な感覚と視野を持ち、「 」受容力を兼ね備えた生徒の育成

学
校
の
特
色

充実の…「授業」「学力の伸長」「キャリア教育」

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

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

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

講座を開講しています。◆自学自習のために ルーム（学習室）を設け、早朝・放課後と土曜

日に開放しています。◆多様な講演会や説明会によってキャリア意識を醸成し、学習へのモチベ

ーションを高めています。 
国際理解教育

◆全コースが研修旅行で海外（台湾・シンガポール マレーシ

ア）へ。◆常時２名の （英語指導助手）が勤務して英語の

授業に参加しています。◆夏季休業中に２週間の短期語学研修

がオーストラリアのアデレード市で行われ、１～２年の希望生

徒が本校との姉妹校等でオールイングリッシュの授業とホーム

ステイを経験します。◆１～３年生希望者を対象とした最大８

週間の連携校 アメリカコロラド州デンバー における留学プログラムもあります。◆国際問題や

最新の世界情勢についての専門科目や特別講座を開講しています。 
部活動

◆射撃部・吟詠剣詩舞部・陸上競技部等、全国・近畿大会に出場する実績をあげる部活動が

あります。体育系部活動（野球・サッカー等、 の部活動）や文化系部活動（吹奏楽・合

唱等、 の部活動）が互いに切磋琢磨して活動しています。

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決 定

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

 

京都府立園部高等学校

・国際交流プログラムや言語活動およびグループワーク

・文理系の様々な分野における課題研究

・進学補習や土曜講座など、補習授業の充実

・きめ細やかな指導

ＳＢ（ソノベ・ベーシック）

科目選択により、自分にあった進路を

一人一人の個性に合わせた進路指導を通して、

大学進学をはじめとした様々な進路に対応。

（園部高校全体の取組）

京都国際科

語学力と国際感覚を身につける

大学進学をはじめとし、英語や国際感覚

を生かした様々な進路に対応。

 

附属中学校からの 年間一貫コース

国公立大学をはじめとした難関大学への

進学に対応。進学補習も充実。

ＳＡ（ソノベ・アドバンス）

効果的な科目選択、発展的な学習

国公立大学をはじめとした難関大学へ

の進学に対応。進学補習も充実。

中高一貫

普通科
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京都府立園部高等学校

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

学校概要 部活動
○活動実績(H29)

射撃部

　全国高等学校ライフル射撃選手権大会　

　国民体育大会　ライフル射撃競技　出場

　近畿大会 個人２位

吟詠剣詩舞部・サイエンス部・合唱部

　全国高等学校総合文化祭出場

陸上競技部

　京都府高等学校春季陸上競技大会　

　　走幅跳　２位

○全日制課程（平成30年４月現在） ○文化系吹奏楽・吟詠剣詩舞・美術・書道

普通科 　　SA（ソノベ・アドバンス）コース 茶道・ボランティア・合唱・放送

　　SB（ソノベ・ベーシック）コース 華道・ＥＳＳ・サイエンス・写真

　　中高一貫コース
京都国際科 ○体育系陸上競技・硬式野球・射撃

○創立 明治20年７月 男子・女子バスケットボール

○生徒数（平成30年５月１日現在） 男子・女子バレーボール

1年 2年 3年 計 ホッケー・サッカー・テニス

男 59 69 61 189 バドミントン・剣道・ソフトテニス

女 77 86 92 255

進路状況
学校生活 (合格のべ数　（現役・浪人含む）)

○授業 H27年度 H28年度 H29年度
　週33時間の授業 国公立４年制大学 18 32 38
　先生にいつでも質問できる空間 私立４年制大学 240 241 169
　進路に応じて様々な補習を展開 国公立・私立短期大学 8 10 11
　研修旅行を山場とした課題研究 38 49 29
○学校行事 4 6 1
　新入生宿泊研修・球技大会・学習合宿 13 12 11
　オーストラリア語学研修 9 6 8
　文化祭・体育祭・スピーチコンテスト

　芸術鑑賞・生徒実践発表会

○研修旅行(2年)
台湾研修(SA・SBコース)

　台湾での海外研修（３泊４日）

シンガポール・マレーシア研修(京都国際科)

　シンガポール・マレーシアでの語学・

　国際理解研修（４泊５日）

○トピックス

地図

近郊地図

その他

Global & Aware ～世界へ、思いやりをもって～

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

専修・各種学校
公務員
就職

◆JR園部駅から
□徒歩約20分

校章

オーストラリア語学研修
７月末から２週間、オーストラリ

アのアデレードにある提携校で語

学研修を行います。普通科・京都

国際科の希望者が対象です。

卒業生からのメッセージ

○制服

京都国際科での３年間は私にとって初めてのことの

連続でした。英文を書きあげること、大勢の前で英語で

発表すること、海外で１対１で外国の方と話すこと、それ

までよく考えもしなかった遠い国の人たちについて真剣

に考えること...。
初めてのことばかりで大変そうと思われるかもしれま

せんが、いつも温かくサポートしてくださる先生方や３年間一緒で家族のよ

うなクラスメート達ができるのできっと大丈夫です！

I hope you’ll have a wonderful time at Sonobe High School!!
平成29年度 京都国際科卒業

勝田 みくに（京都府立大学 公共政策学部）

 
 
 
設置

学科等

全日制 普 通 科（ コース・ コース） 普通科（中高一貫コース）

全日制 京都国際科

教育

目標

～世界へ、思いやりをもって～

「 」国際的な感覚と視野を持ち、「 」受容力を兼ね備えた生徒の育成

学
校
の
特
色

充実の…「授業」「学力の伸長」「キャリア教育」

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

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

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

講座を開講しています。◆自学自習のために ルーム（学習室）を設け、早朝・放課後と土曜

日に開放しています。◆多様な講演会や説明会によってキャリア意識を醸成し、学習へのモチベ

ーションを高めています。 
国際理解教育

◆全コースが研修旅行で海外（台湾・シンガポール マレーシ

ア）へ。◆常時２名の （英語指導助手）が勤務して英語の

授業に参加しています。◆夏季休業中に２週間の短期語学研修

がオーストラリアのアデレード市で行われ、１～２年の希望生

徒が本校との姉妹校等でオールイングリッシュの授業とホーム

ステイを経験します。◆１～３年生希望者を対象とした最大８

週間の連携校 アメリカコロラド州デンバー における留学プログラムもあります。◆国際問題や

最新の世界情勢についての専門科目や特別講座を開講しています。 
部活動

◆射撃部・吟詠剣詩舞部・陸上競技部等、全国・近畿大会に出場する実績をあげる部活動が

あります。体育系部活動（野球・サッカー等、 の部活動）や文化系部活動（吹奏楽・合

唱等、 の部活動）が互いに切磋琢磨して活動しています。

教
育
シ
ス
テ
ム

コース

決 定

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

 

京都府立園部高等学校

・国際交流プログラムや言語活動およびグループワーク

・文理系の様々な分野における課題研究

・進学補習や土曜講座など、補習授業の充実

・きめ細やかな指導

ＳＢ（ソノベ・ベーシック）

科目選択により、自分にあった進路を

一人一人の個性に合わせた進路指導を通して、

大学進学をはじめとした様々な進路に対応。

（園部高校全体の取組）

京都国際科

語学力と国際感覚を身につける

大学進学をはじめとし、英語や国際感覚

を生かした様々な進路に対応。

 

附属中学校からの 年間一貫コース

国公立大学をはじめとした難関大学への

進学に対応。進学補習も充実。

ＳＡ（ソノベ・アドバンス）

効果的な科目選択、発展的な学習

国公立大学をはじめとした難関大学へ

の進学に対応。進学補習も充実。

中高一貫

普通科
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学校概要 部活動

○全日制課程（平成30年4月現在）
農業学科群…1年次共通
農産バイオ科・環境緑地科・・・2年次より

○創立 昭和57年12月
○生徒数 （平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度

○授業 国公立4年制大学

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

専修・各種学校

公務員

就職

その他

○学校行事 　　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

○修学旅行

○制服

地図

○寮教育

京都府立農芸高等学校
生命を育み、自然と調和し、未来の環境を築く

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

講義で得た知識をもとに実習に出る

と、多くの発見をするとともに、さらに知

りたくなってきます。理論と実験・実証

を並行して学習することで、思考・判

断・解決などの能力を身につけます。 

体育祭・臨地研修・農業鑑定競技会 
農芸祭・校内意見発表会 

沖縄方面：12月中旬（3泊4日） 

いろいろなところに、京都農芸だけの

オリジナルデザインがあります。瑠璃色

をメインカラーにし、洗練されたフォーマ

ルなイメージの制服です。 

本校に入学した男子生徒は、船南寮で

１年間の全寮制教育を受けます。寮生活

を通じて正しいものの見方や考え方を体

得することで、現状を理解し自己実現の

ために努力する姿勢を育みます。２年次

からは希望により入寮することができま

す。 

○活動実績
パワーリフティング部 

2017世界クラシックパワーリフティング選手権大会 
女子サブジュニア63kg級の部 
総合 銅メダル ( 種目別で銀メダルと銅メダル )  

植物バイオ部 
第34回日本菊花全国大会  
三本立て大菊12鉢花壇の部 大阪市長賞 
福助花壇の部 大阪府市長会長賞 

ニュージーランド大使館賞  
畜産部 

2017 セントラルジャパンホルスタインショウ 
第5部･第6部･第9部 優秀学校賞 

造園部  
第12回若年者ものづくり競技大会「造園」職種  
 敢闘賞  

○文化系：合唱 茶道 
○体育系 

硬式野球 サッカー 陸上競技   バドミントン  
         バスケットボール   剣道 硬式テニス 卓球 柔道 
         パワーリフティング 
○農業クラブ専門部 

草花 畜産 造園 環境 情報処理   植物バイオ  
         野菜 

進 学 
京都教育大学（教育学部）、龍谷大学（農学部）、佛教大学（文学部） 
酪農学園大学（農食環境学群）、南九州大学（健康栄養学部） 
東京農業大学（生物生産学部、地域環境科学部）、花園大学（社会福祉

学部）、京都文教大学（総合社会学科）、大阪商業大学（経済学部）、京都

学園大学（バイオ環境学部、経済経営学部、健康医療学部） 
就 職 
京都府職員（初級土木）、南丹市職員（初級土木） 
水谷建設、フォービル、河原造園、植籐造園、河原勝庭園、花豊造園（植

熊）、虎屋、山崎製パン、湖池屋、雪印メグミルク、亀岡電子、ユニチカ、

石井食品、コカ・コーラウエストプロダクツ、日本郵便近畿支店、佐川急

便、京都日野自動車、志津屋、西利、さとう、渓山閣、渡月亭、キャピタル

東洋亭、ＪＲ西日本交通サービス、 

（平成 年度の予定設置学科及びコース）

設置

学科等

全日制 農産バイオ科 作物コース・野菜コース・草花コース

畜産コース・植物バイオコース・動物バイオコース

全日制 環境緑地科 造園コース・農業土木コース

教育

目標

校訓「質実剛健」のもと、次の３つを目指す京都農芸生を育成する。

「夢と希望を持ち 未来を展望する力をもつ」

「生命を慈しみ 他を思い遣り、つながる力をもつ」

「質実剛健の気風を培い 挑戦し続ける力をもつ」

学
校
の
特
色

○京都府で唯一の農業科の専門高校

全ての生徒が農業に関わる学習をしています。同じ目標を持つ生徒が互いに協力して農

業の学びを深めることができる学校は農芸高校だけです。

○学習のための寮を持つ学校

男子 年生は寮生活を送ります。寮生活では規律や責任感、協調性や自律心を学びます。

○自然環境豊かな学校

学校の周囲に学習対象があふれています。自然が身近にあり、生命や環境について、実物

に触れながら学習できます。

教
育
シ
ス
テ
ム

学科

決定

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

判断し、農産バイオ科 クラス、環境緑地科 クラス編成となります。

※クラス数は平成 年度実績

京都府立農芸高等学校

○専門教科の学習
年次は全ての生徒が同じ科目を学習し

ます。

年次より専門コースに分かれ専門能力

の向上を図ります。

年次は自らの興味関心の高い課題を設

定し、解決に向けた研究活動を積極的に進

めます。

○進学に向けた指導

コース学習で専門性を高めるとともに

年生からは大学進学に向けた「発展系」

で普通教科の学力向上を目指します。発展

系は進学に必要な英語・数学・理科を多く

学習でき、進学者のほとんどが発展系を選

んでいます。

○教育寮の活用
船南寮では毎日 時間の学習時間が設定

されています。全ての寮生はこの時間、学

校の課題や進学に向けた学習に取り組みま

す。

年生

農業学科群

1年生では全て

の生徒が同じ学習

を行います。コー

スに分かれ、学科

が決まるのは 2年

生になってからで

す。 

。
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学校概要 部活動

○全日制課程（平成30年4月現在）
農業学科群…1年次共通
農産バイオ科・環境緑地科・・・2年次より

○創立 昭和57年12月
○生徒数 （平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女 進路状況

学校生活 H27年度 H28年度 H29年度

○授業 国公立4年制大学

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

専修・各種学校

公務員

就職

その他

○学校行事 　　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

○修学旅行

○制服

地図

○寮教育

京都府立農芸高等学校
生命を育み、自然と調和し、未来の環境を築く

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

講義で得た知識をもとに実習に出る

と、多くの発見をするとともに、さらに知

りたくなってきます。理論と実験・実証

を並行して学習することで、思考・判

断・解決などの能力を身につけます。 

体育祭・臨地研修・農業鑑定競技会 
農芸祭・校内意見発表会 

沖縄方面：12月中旬（3泊4日） 

いろいろなところに、京都農芸だけの

オリジナルデザインがあります。瑠璃色

をメインカラーにし、洗練されたフォーマ

ルなイメージの制服です。 

本校に入学した男子生徒は、船南寮で

１年間の全寮制教育を受けます。寮生活

を通じて正しいものの見方や考え方を体

得することで、現状を理解し自己実現の

ために努力する姿勢を育みます。２年次

からは希望により入寮することができま

す。 

○活動実績
パワーリフティング部 

2017世界クラシックパワーリフティング選手権大会 
女子サブジュニア63kg級の部 
総合 銅メダル ( 種目別で銀メダルと銅メダル )  

植物バイオ部 
第34回日本菊花全国大会  
三本立て大菊12鉢花壇の部 大阪市長賞 
福助花壇の部 大阪府市長会長賞 

ニュージーランド大使館賞  
畜産部 

2017 セントラルジャパンホルスタインショウ 
第5部･第6部･第9部 優秀学校賞 

造園部  
第12回若年者ものづくり競技大会「造園」職種  
 敢闘賞  

○文化系：合唱 茶道 
○体育系 

硬式野球 サッカー 陸上競技   バドミントン  
         バスケットボール   剣道 硬式テニス 卓球 柔道 
         パワーリフティング 
○農業クラブ専門部 

草花 畜産 造園 環境 情報処理   植物バイオ  
         野菜 

進 学 
京都教育大学（教育学部）、龍谷大学（農学部）、佛教大学（文学部） 
酪農学園大学（農食環境学群）、南九州大学（健康栄養学部） 
東京農業大学（生物生産学部、地域環境科学部）、花園大学（社会福祉

学部）、京都文教大学（総合社会学科）、大阪商業大学（経済学部）、京都

学園大学（バイオ環境学部、経済経営学部、健康医療学部） 
就 職 
京都府職員（初級土木）、南丹市職員（初級土木） 
水谷建設、フォービル、河原造園、植籐造園、河原勝庭園、花豊造園（植

熊）、虎屋、山崎製パン、湖池屋、雪印メグミルク、亀岡電子、ユニチカ、

石井食品、コカ・コーラウエストプロダクツ、日本郵便近畿支店、佐川急

便、京都日野自動車、志津屋、西利、さとう、渓山閣、渡月亭、キャピタル

東洋亭、ＪＲ西日本交通サービス、 

（平成 年度の予定設置学科及びコース）

設置

学科等

全日制 農産バイオ科 作物コース・野菜コース・草花コース

畜産コース・植物バイオコース・動物バイオコース

全日制 環境緑地科 造園コース・農業土木コース

教育

目標

校訓「質実剛健」のもと、次の３つを目指す京都農芸生を育成する。

「夢と希望を持ち 未来を展望する力をもつ」

「生命を慈しみ 他を思い遣り、つながる力をもつ」

「質実剛健の気風を培い 挑戦し続ける力をもつ」

学
校
の
特
色

○京都府で唯一の農業科の専門高校

全ての生徒が農業に関わる学習をしています。同じ目標を持つ生徒が互いに協力して農

業の学びを深めることができる学校は農芸高校だけです。

○学習のための寮を持つ学校

男子 年生は寮生活を送ります。寮生活では規律や責任感、協調性や自律心を学びます。

○自然環境豊かな学校

学校の周囲に学習対象があふれています。自然が身近にあり、生命や環境について、実物

に触れながら学習できます。

教
育
シ
ス
テ
ム

学科

決定

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

判断し、農産バイオ科 クラス、環境緑地科 クラス編成となります。

※クラス数は平成 年度実績

京都府立農芸高等学校

○専門教科の学習
年次は全ての生徒が同じ科目を学習し

ます。

年次より専門コースに分かれ専門能力

の向上を図ります。

年次は自らの興味関心の高い課題を設

定し、解決に向けた研究活動を積極的に進

めます。

○進学に向けた指導

コース学習で専門性を高めるとともに

年生からは大学進学に向けた「発展系」

で普通教科の学力向上を目指します。発展

系は進学に必要な英語・数学・理科を多く

学習でき、進学者のほとんどが発展系を選

んでいます。

○教育寮の活用
船南寮では毎日 時間の学習時間が設定

されています。全ての寮生はこの時間、学

校の課題や進学に向けた学習に取り組みま

す。

年生

農業学科群

1年生では全て

の生徒が同じ学習

を行います。コー

スに分かれ、学科

が決まるのは 2年

生になってからで

す。 

。
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京都府立須知高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

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

　　　　 平成27年度全国高校総体ベスト８位
　　男子ホッケー部(平成11年度全国高校総体準優勝)
　　  　 平成26年度全国高校総体ベスト８位
　　  　 平成28年度・29年度連続で全国高校総体出場
　　  　 平成28年度・29年度連続で全国高校選抜大会出場
○体育系
　 ・硬式野球・ホッケー(男女)・バドミントン・剣道
 　・バスケットボール(男女)・陸上競技・ソフトテニス
○文化系

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科
食品科学科

○創立 明治９年10月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

○授業 ６　 ０　 １　
＊普通科は個々の生徒の進路希望等に応じて、ＳＤ・ＡＤ・ＳＡの ３０　 １４　 １８　
　　３コースに分かれて学習を行います。 ７　 ３　 ３　

３０　 ２３　 ２２　
　　分かれてそれぞれの専門科目の学習を行います。 ３　 １　 １　

２７　 ２５　 １８　
１　 １　 ０　

○学校行事

○研修旅行 : 平成29年度は沖縄方面へ３泊４日で実施

地図

☆京都縦貫自動車道丹波ICから車で約７分

所在地　〒622-0231 京都府船井郡京丹波町豊田下川原166-1

国公立４年制大学

＊食品科学科は２年から「食品加工」と「公園管理」の２コースに

進路状況

私立４年制大学

H27年度H28年度H29年度
※現役生の進路状況（進路先別実数）

○京都方面から
　JR園部駅からJRバスで約20分
○和知方面から
　JR和知駅から町営バスで約20分

リスタ須知　夢無限大　∞　伝統の継承と改革　　！！

学校生活

 　・吹奏楽・茶道・写真・木日会(美術部)

その他

公務員
就職

国公立・私立短期大学
専修・各種学校

須知高校は京丹波町から英検受験等の資格取得支援を受けています

○桧山方面から
　桧山からJRバスで約10分

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

☆丹波自然運動公園から約700m

平成29年度6月実施の沖縄研修旅行（伊江島港での全体写真）

福知山公立大学地域経営学部 
   古澤凪 さん（平成30年3月卒業）  

  

    須知高校は私に多くのチャンスを与えてくれました。チャ 
ンスがある時にやりたいことに手を出していくことが、自分の 
可能性を広げることになると思います。生徒会では生徒会長を務 
めさせていただき、部活動は陸上競技部と写真部の二つに所属して活

動できました。他にも、「観光プランコンテスト」という高校生・大学生を

対象としたコンテストにチャレンジしました。取り組みの過程で、私は環

境問題に興味を持ちました。森林破壊や地球温暖化といった大きな問

題が自分の故郷である京丹波町を見つめ直すなかで身近な問題として

考えられるようになり、私自身の希望進路へとつながっていきました。こ

のように、須知高校でたくさんの経験をさせていただいたおかげで、自

分の進路が拓けたことに感謝しています。 

 
 

 
設置

学科等

全日制 普通科 スタンダードコース・アドバンスコース・ＳＡコース

全日制 食品科学科 食品加工コース・公園管理コース

教育

目標

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

力と豊かな情操を身につけた有為な社会の形成者を育成する。

学
校
の
特
色

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

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

年に京都府立須知高等学校となりました。 ▼ 標高約 ｍの位置にあり、 ㎡と

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

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

できる環境をつくり、希望進路の実現を目指します。

教
育
シ
ス
テ
ム

普通科（ クラス） ※クラス数は平成 年度ベース

募集 第１学年 第２学年  第３学年

普通科

２

クラス

スタンダード スタンダード スタンダード

アドバンス文理 アドバンス文理 アドバンス文理

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

食品科学科（ クラス）

「地域創生推進校」として「土から食卓までを結ぶ」専門教育を目指します。

コース

決定
本人の進路希望等をもとに、総合的に判断し、決定します。

京都府立須知高等学校

リスタ須知 夢無限大∞ 伝統の継承と改革 ！！
◆ 京都府教育委員会から「地域創生推進校」の指定を受け、その実践テーマに、「リス

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

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

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

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

献できる人材育成と、「人間としての在り方・生き方」を学ぶ教育を重視しています。
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京都府立須知高等学校

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

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

　　　　 平成27年度全国高校総体ベスト８位
　　男子ホッケー部(平成11年度全国高校総体準優勝)
　　  　 平成26年度全国高校総体ベスト８位
　　  　 平成28年度・29年度連続で全国高校総体出場
　　  　 平成28年度・29年度連続で全国高校選抜大会出場
○体育系
　 ・硬式野球・ホッケー(男女)・バドミントン・剣道
 　・バスケットボール(男女)・陸上競技・ソフトテニス
○文化系

○全日制課程（平成30年４月現在）
普通科
食品科学科

○創立 明治９年10月
○生徒数（平成30年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

○授業 ６　 ０　 １　
＊普通科は個々の生徒の進路希望等に応じて、ＳＤ・ＡＤ・ＳＡの ３０　 １４　 １８　
　　３コースに分かれて学習を行います。 ７　 ３　 ３　

３０　 ２３　 ２２　
　　分かれてそれぞれの専門科目の学習を行います。 ３　 １　 １　

２７　 ２５　 １８　
１　 １　 ０　

○学校行事

○研修旅行 : 平成29年度は沖縄方面へ３泊４日で実施

地図

☆京都縦貫自動車道丹波ICから車で約７分

所在地　〒622-0231 京都府船井郡京丹波町豊田下川原166-1

国公立４年制大学

＊食品科学科は２年から「食品加工」と「公園管理」の２コースに

進路状況

私立４年制大学

H27年度H28年度H29年度
※現役生の進路状況（進路先別実数）

○京都方面から
　JR園部駅からJRバスで約20分
○和知方面から
　JR和知駅から町営バスで約20分

リスタ須知　夢無限大　∞　伝統の継承と改革　　！！

学校生活

 　・吹奏楽・茶道・写真・木日会(美術部)

その他

公務員
就職

国公立・私立短期大学
専修・各種学校

須知高校は京丹波町から英検受験等の資格取得支援を受けています

○桧山方面から
　桧山からJRバスで約10分

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

☆丹波自然運動公園から約700m

平成29年度6月実施の沖縄研修旅行（伊江島港での全体写真）

福知山公立大学地域経営学部 
   古澤凪 さん（平成30年3月卒業）  

  

    須知高校は私に多くのチャンスを与えてくれました。チャ 
ンスがある時にやりたいことに手を出していくことが、自分の 
可能性を広げることになると思います。生徒会では生徒会長を務 
めさせていただき、部活動は陸上競技部と写真部の二つに所属して活

動できました。他にも、「観光プランコンテスト」という高校生・大学生を

対象としたコンテストにチャレンジしました。取り組みの過程で、私は環

境問題に興味を持ちました。森林破壊や地球温暖化といった大きな問

題が自分の故郷である京丹波町を見つめ直すなかで身近な問題として

考えられるようになり、私自身の希望進路へとつながっていきました。こ

のように、須知高校でたくさんの経験をさせていただいたおかげで、自

分の進路が拓けたことに感謝しています。 

 
 

 
設置

学科等

全日制 普通科 スタンダードコース・アドバンスコース・ＳＡコース

全日制 食品科学科 食品加工コース・公園管理コース

教育

目標

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

力と豊かな情操を身につけた有為な社会の形成者を育成する。

学
校
の
特
色

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

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

年に京都府立須知高等学校となりました。 ▼ 標高約 ｍの位置にあり、 ㎡と

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

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

できる環境をつくり、希望進路の実現を目指します。

教
育
シ
ス
テ
ム

普通科（ クラス） ※クラス数は平成 年度ベース

募集 第１学年 第２学年  第３学年

普通科

２

クラス

スタンダード スタンダード スタンダード

アドバンス文理 アドバンス文理 アドバンス文理

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

食品科学科（ クラス）

「地域創生推進校」として「土から食卓までを結ぶ」専門教育を目指します。

コース

決定
本人の進路希望等をもとに、総合的に判断し、決定します。

京都府立須知高等学校

リスタ須知 夢無限大∞ 伝統の継承と改革 ！！
◆ 京都府教育委員会から「地域創生推進校」の指定を受け、その実践テーマに、「リス

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

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

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

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

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