
○普通科

○食品科学科

○生徒数（令和元年５月１日現在）

体育系 : ホッケー部(男女)、硬式野球部、バスケットボール部(男女)、陸上競技部、ソフトテニス部、バドミントン部
文化系 : 木日会(美術部)、吹奏楽部、写真部、茶道部 

○授業 ○学校行事 ○須高感謝祭
１組：食品科学科 　１年生フレッシャーズセミナー
２組：普通科スタンダード 　球技大会(４月)
３組：普通科アドバンス文理 　校外学習(６月)
☆各クラスとも、少人数教育で授業を展開して　須高祭文化の部(９月)
　きめ細かい指導を行っています。 　須高祭体育の部(９月)
☆３組の10名程度がスーパーアドバンスで、 　２年生沖縄研修(11月)
　難関大学に対応した授業を展開しています。食品科学科の販売実習 ○国際交流
☆進学希望者を対象に、サタデースクールを 　(毎月1回程度校内で実施)
  実施しています。 進路学習(学年単位)

◎普通科(2クラス) ◎食品科学科

「地域創生推進校」として「土から食卓までを結ぶ」
農業の６次産業化を担う人材の育成をめざします。

◎最近の主な進路先(平成30年.31年卒業生)

★４年制大学(国公立大学) ： 京都府立大学　福知山公立大学　静岡大学　鳥取大学　　　　

★４年制大学(私立) ： 龍谷大学　京都産業大学　京都女子大学　東京農業大学　京都先端科学大学　京都橘大学　花園大学　天理大学　　

 　　京都光華女子大学　京都ノートルダム女子大学　京都看護大学　朝日大学　駿河台大学　大阪青山大学など　

★専門学校など ： 京都栄養医療専門学校　京都ＩＴ会計法律専門学校　京都第二赤十字看護専門学校　京都医療福祉専門学校など　

★就職 ：  公務員(京丹波町・自衛隊)　㈱石井食品京丹波工場　雪印メグミルク㈱　クロイ電気㈱　㈱創味食品　サンダイコー㈱など

10月下旬から11月上旬に須知高校を開放して実施しま
す。須知高校食品科学科の生徒たちが生産した農作物
や食品を販売したり、普通科の学習発表、部活動の発
表や取り組みに加えて、ＰＴＡの方々の協賛で模擬店を
開店するなど、オール須知高校で取り組む行事です。

台湾(中華民国)やオーストラリアの高校生との交流を継
続して行っています。

女

リスタ須知　夢無限大∞ フロンティアスピリット

部活動(令和元年度設置状況)

   京都府立須知高等学校

学校概要　明治９(1876)年10月創立　全日制課程 進路状況　（現役生の進路状況：実数）

1年 2年 3年 計

　○ＪＲ和知駅から町営バスで約20分

　☆丹波自然運動公園から約700ｍ

　○ＪＲ園部駅からＪＲバスで約20分

男

国公立4年制大学

就職

〒622-0231
京丹波町豊田下川原166-1

専修・各種学校

私立4年制大学

○本校は、明治９(1876)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。
日本三大農業教育発祥地の一つと言われています。昭和23(1948)年に京都府立須知高等学校となり現代に至っています。標高約184ｍ
に位置し、146,890㎡という広大な校地に緑があふれ、ポニー、羊、ヤギが放牧され、ウサギや犬が飼育されるなど、豊かな自然環境に恵
まれた高校です。小規模校の特性を活かして個々の生徒に手厚く対応し、学習活動と部活動との両立を保障する環境をつくり、希望進路
の実現をサポートする体制を整えています。

教育システム　　須知高校は少人数教育であなたの夢を実現します。

国公立・私立短期大学

学校の特色　　　リスタ須知　夢無限大∞　～ フロンティアスピリット by J.A.Weed ～

○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、
21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。

学校生活(令和元年度入学生)

○男子ホッケー部は平成11年度全国高校総体準優勝、女子ホッケー部は平成19年度全国高校総体優勝など須知高校ホッ
ケー部は輝かしい成果を収めてきました。ここ３年間の戦績は男子ホッケー部は３年連続全国高校総体と全国高校選抜大会
に出場、女子ホッケー部は平成30年度近畿高校選手権大会に出場しています。また、平成30年度８月には木日会(美術部)が
高知県で開催された「まんが甲子園(全国大会)」に初出場しました。

公務員

卒業生から・・・農業関係の大学へ進学してホッケーも続けたいという僕

の思いを担任の先生にぶつけました。担任の先生は地域後継者推薦という

入試方法を教えてくれました。須知高校の先生は無理だと思っていたこと

にも真剣に対応してくれて解決方法を教えてくれます。 東京農業大学へ進学

進路先 年度 

 
 

文化系 　吹奏楽　合唱　邦楽　放送　ESS　美術　書道　華道　茶道　写真　イラスト　地学　

運動系 　陸上競技　サッカー　バレーボール　硬式野球　水泳　バスケットボール　カヌー　

　ソフトテニス　テニス　卓球　ソフトボール　バドミントン　ダンス

就職

〒623-0042
綾部市岡町長田18

専修・各種学校
公務員

私立4年制大学

校章

SEEK THE TRUTH- 探真究理

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立綾部高等学校

学校概要(創立　明治26年４月)　全日制課程 進路状況（現役生の合格状況：延べ数）

国公立4年制大学

国公立・私立短期大学

▶授業…コース毎に、１日の授業時数が異なり、多様な進
路に応じたカリキュラムがあります。
▶学校行事…４月遠足、芸術鑑賞/５月学びみらいPASS（進
路学習）/７月就職・公務員特別講座/８月夏季進学特別講
座/９月綾高祭（文化祭・体育祭）/11月神戸大見学/12月
台湾修学旅行、アートギャラリー（文化部展）/２月ス
キー・スノボ実習

▶スマートスクール…電子黒板やタブレット等のICT機器を活
用して、さまざまな情報に触れながら学びを深める授業
▶探究活動…生徒が主体的に研究テーマを決め、調査やプレ
ゼンテーションを行う探究活動、就職試験を見据えた社会性
を身に付ける授業、ゴルフ実習やスキー・スノーボード実習
等の授業
▶地域発信…本校の体育施設を拠点として、地域のスポーツ
振興や小学校・中学校・高等学校におけるスポーツ活動の活
性化を図る「アスレッツ綾部」などの取組
▶連携事業…大学との連携（京都先端科学大学、京都工芸繊
維大学）、小学校への出前事業などの取組

「特進コース」「探究コース」は前
期選抜・中期選抜で２コースまとめ
て選抜します。「スポーツ総合専
攻」は前期選抜のみです。目標に応
じた学び場で、知的好奇心を伸ば
し、豊かな人間性を育む教育を実現
します。

岩波 翔也　平成30年度卒業　（陸上部・綾部中卒）
京都教育大学　教育学部　学校/教育学　合格
大学受験に向けて教育時事の本や資料を読んで自分の教育に対しての知識の幅を広
げられるように心がけました。また、担当の先生に面接練習や小論文添削を約2ヶ月
に渡りしてもらい万全の準備をしました。不安になる日がくると思いますが焦らず
自分の決めた事を信じて挑戦してください。

▶卒業生からのメッセージ

学校の特色

教育システム

教育目標：生きる力となる学力を養う 主体的に行動する力を養う 生命を大切にし、豊かな心とたくましい体力を養う

ｺｰｽ決定：合格発表後、学力テストと希望コースの調査を行い、テスト結果と希望等から総合的に判断して決定

校章

近年、男子ソフトボール部、カヌー部が全国高校総

体出場！カヌー部が国民体育大会出場！放送部、

書道部が全国高校総合文化祭出場！ 

授業授業

ゴルフ実習

探究活動

国公立大学 
私立大学 

大学、短大、 
看護・医療系の学校、各

種専門学校、就職 

大学、短大 
各種専門学校、就職 

特進コース 
◆週34時間の授業で発展

的 な 内 容 を 学 習 す る

コース 
◆進学特別講習、フロン

ティア学、国公立大学

との連携 

探究コース 
◆週32時間の授業で、幅

広い進路に向けての専

門性を重視したコース 
◆看護医療系、就職・公

務員などの各種ガイダ

ンスを多数開講  

スポーツ総合専攻 
◆普通科の学習に加え専門

体育の授業、実習や合宿

を行う専攻 
◆運動部での活動を必修と

し、大学進学から就職ま

で進路希望実現を目指す

カリキュラム 

リーダーとして

社会に貢献、活躍できる人に

普通科

← へアクセス！

生徒数（令和元年５月１日現在）

1年 2年 3年 計
男
女

ー 55 ーー 54 ー



文化系

運動系 陸上競技　サッカー　バレーボール　硬式野球　水泳　バスケットボール　カヌー　
ソフトテニス　テニス　卓球　ソフトボール　バドミントン　ダンス

○授業（専門科目） 　　　　　　　 ○学校行事

○修学旅行 北海道（6月）

農　 業　 科：水田や畑を用いて作物や露地野菜の栽培や利用に関する知識や専門技術を学習
園　 芸　 科：ガラス温室やビニールハウスを用いて草花や施設野菜の栽培や利用に関する技術を学習
農芸化学科：農産加工室や実験室を用いて食品製造や食品分析、環境分析や微生物について基礎から応用まで学習

吹奏楽　合唱　邦楽　放送　ESS　美術　書道　華道　茶道　写真　イラスト
地学　加工　分析化学　園芸

共通科目 ：農業と環境、総合実習、課題研究など
選択科目 ：農業機械、作物、野菜、植物バイオ、
  　　　　　 　農業経営、草花、果樹、微生物利用、
　　　　　　 　製造、分析、環境化学、食品流通など

遠足（1・3年）、芸術鑑賞（2年）
文化祭、体育祭、ｽﾎﾟｰﾂ大会
東祭、ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ製作実習
学習発表会、即売会

学校の特色

教育システム

分析化学部／第２２回ボランティア・スピリット賞「コミュニティ賞」
・第４回全国ユース環境活動発表大会全国大会「優秀賞」

▶連携事業
高大連携、校外実習、外部から社会人講師を招いて行う専門実習

▶地域発信
地元小学生の体験授業、西町アンテナショップ、即売会、
アンネのバラ拡充

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

私立4年制大学
国公立4年制大学

国公立・私立短期大学

京都府立綾部高等学校　由良川キャンパス（東分校）
〒623-0012
綾部市川糸町堀ノ内18

学校概要(創立　明治26年4月)　       全日制課程 進路状況　（現役生の進路状況（進路先別実数））

由良川キャンパスで農を学び、自らの夢を実現させよう！

公務員
就職

専修・各種学校

管理栄養士の資格を取得できる大学に行きたいと思い志望しまし
た。由良川キャンパスでは、農業についての専門的な知識を多く
学ぶことが出来るので他の高校とは違う勉強ができます。

進路先 年度 

教育目標：生きる力となる学力を養う 主体的に行動する力を養う 生命を大切にし、豊かな心とたくましい体力を養う

卒業生から 卒業生四方琴音さん （京都華頂大学）○生徒数（令和元年５月１日現在）

男

女

1年 2年 3年 計

○普通科

　・人文・社会科学コース

　・自然科学コース

○文理科学科 ◆京都交通路線バス

　　「福高前」下車すぐ

○制服 ◆JR福知山駅、石原駅

男子 自転車で15分程度

○生徒数（令和元年５月１日現在） 　標準学生服

女子

　紺色ブレザー

○文化系　家庭科部、自然科学部、新聞部、写真部、放送部、音楽部、演劇部、美術部、茶道・華道部、英語部、囲碁将棋部、書道部、吹奏楽部

○体育系　陸上競技部､ソフトテニス部、女子バレーボール部、硬式野球部、ソフトボール部、バドミントン部、バスケットボール部､卓球部、

サッカー部､ラグビー部

○授業 ○学校行事 ○研修旅行（第２学年６月）
週４日の７時間授業を、 遠足（４月）、球技大会（６月） 　　普通科：北海道研修旅行 文理科学科：海外研修旅行

普通科・文理科学科ともに 福高祭（９月）※文化祭・体育祭 自然体験、ロケット製作等、 マレーシア・シンガポール方面、

行い、学力向上を図ります。 耐久レース（10月） 幅広い研修を行い視野を広げ 異文化体験、現地の学生との

部活動も、学科を問わず 演劇鑑賞（11月）、 親睦と友情を深め学年の団結 交流を行い、国際的な視野や

同時刻に始められます。 文化・芸術展（２月） 力やまとまりを育てます。 行動力を身に付けます。

・ 教育目標を達成するため、「福高で身に付けたい５つの力」を意識した教育活動を行っています。

　５つの力　…　・感じる力　　・考える力　　・行動する力　　・向上する力　　・関わる力　

・ スーパーサイエンスネットワーク京都 (SSN) 指定校

「独創的な科学研究により、世界をリードできる人材の育成」に取り組んでいます。

医学進学プログラム 医学部や医療系学部志望者を対象としたガイダンスやキャリア学習

教員養成プログラム　 教員志望者に対する特別講義や、地元小学校の学習サポート

・ 「総合的な探究の時間」における課題解決学習・探究学習

さらに２年次には希望進路に関連した課題解決学習を行います。

文理科学科「みらい学」 大学の研究を見据えた高度な探究を目指す。大学や関係機関と

連携しながら、グループ研究を行い、研究発表会で発表します。

・ ボランティアバンク制度 希望生徒が事前登録し、高校に依頼のあったボランティアに対し、

ボランティア活動に参加できる仕組みを整えています。

・ 面談や講習の充実 担任面談を数多く行い、進路に関する相談や日常生活のこと、学習

に関することなど、熱心に相談にのっています。また、夏季講習や

春季講習で実力をつけていくことができる環境を整えています。

普通科 文理科学科

・ 自らの適性を活かし、何事 ・ 社会のあらゆる場面でリーダーシップを発揮する。

にも果敢に挑戦する。 ・ グローバルな視野を持ち、国際問題の解決や政界の発展

・ 相手を思いやる豊かな心で に貢献する。

社会に貢献する。 ・ ローカルな視点を持ち、京都府北部の医療等、地域社会の

・ 豊かな知識と経験を蓄え、 発展に貢献

将来を見通し、「みらい」を する。

切り拓く。

男

国公立4年制大学

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立福知山高等学校

学校概要(創立　明治34年４月)　全日制課程 進路状況　　　※既卒生含む（延べ数）

1年 2年 3年 計

女

～福高はみらいに向けて努力するあなたを応援します～

公務員
就職

〒 620-0857
福知山市字土師650

専修・各種学校

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

・ 京都府の北部医療、過疎化の問題に対応したプログラムを用意しています。

学校の特色

教育システム

普通科「みらい考」　　　　　　身近な題材をもとに問いを立て、調査・分析し発表します。

教育目標： 個を活かし、公に生きる人間の育成 グローカル※に活躍する人間の育成 ※グローカル ： グローバル＋ローカル

ｺｰｽ決定： １年次はコースの区別なし。面談等を通して希望進路や学習状況を総合的に判断して決定し、２年次から開始する。

＜卒業生からのメッセージ＞ 私が思う福高の魅力は、学習に部活動に全力で取

り組み両立させている仲間がたくさんいて、互いに励まし合いながら頑張れることです。

先生方は生徒を全力でサポートしてくださります。学習に取り組む雰囲気や環境も整っ

ています。一度しかない高校生活を充実したものにできる場所だと思います。 

近年、全国大会にソフトテニス部、放

送部、美術部、囲碁将棋部が出場、

近畿大会には陸上競技部が出場

コースの区別なし

希望進路に応じたクラス編制

人文・社会科学コース 自然科学コース

国公立大や

私立大の

文系学部・

短大・専門学

校・公務員等

難関

国公立大や

私立大の

文系学部

国公立大や

私立大の

理系学部・

看護専門学校

難関

国公立大や

私立大の

理系学部・

医学部
難関国公立大や

私立大の文系学部

難関国公立大や

私立大の理系学部・

医歯薬系学部

文 系 理 系

文系と理系の講座分けなし
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文化系

運動系 陸上競技　サッカー　バレーボール　硬式野球　水泳　バスケットボール　カヌー　
ソフトテニス　テニス　卓球　ソフトボール　バドミントン　ダンス

○授業（専門科目） 　　　　　　　 ○学校行事

○修学旅行 北海道（6月）

農　 業　 科：水田や畑を用いて作物や露地野菜の栽培や利用に関する知識や専門技術を学習
園　 芸　 科：ガラス温室やビニールハウスを用いて草花や施設野菜の栽培や利用に関する技術を学習
農芸化学科：農産加工室や実験室を用いて食品製造や食品分析、環境分析や微生物について基礎から応用まで学習

吹奏楽　合唱　邦楽　放送　ESS　美術　書道　華道　茶道　写真　イラスト
地学　加工　分析化学　園芸

共通科目 ：農業と環境、総合実習、課題研究など
選択科目 ：農業機械、作物、野菜、植物バイオ、
  　　　　　 　農業経営、草花、果樹、微生物利用、
　　　　　　 　製造、分析、環境化学、食品流通など

遠足（1・3年）、芸術鑑賞（2年）
文化祭、体育祭、ｽﾎﾟｰﾂ大会
東祭、ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ製作実習
学習発表会、即売会

学校の特色

教育システム

分析化学部／第２２回ボランティア・スピリット賞「コミュニティ賞」
・第４回全国ユース環境活動発表大会全国大会「優秀賞」

▶連携事業
高大連携、校外実習、外部から社会人講師を招いて行う専門実習

▶地域発信
地元小学生の体験授業、西町アンテナショップ、即売会、
アンネのバラ拡充

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

私立4年制大学
国公立4年制大学

国公立・私立短期大学

京都府立綾部高等学校　由良川キャンパス（東分校）
〒623-0012
綾部市川糸町堀ノ内18

学校概要(創立　明治26年4月)　       全日制課程 進路状況　（現役生の進路状況（進路先別実数））

由良川キャンパスで農を学び、自らの夢を実現させよう！

公務員
就職

専修・各種学校

管理栄養士の資格を取得できる大学に行きたいと思い志望しまし
た。由良川キャンパスでは、農業についての専門的な知識を多く
学ぶことが出来るので他の高校とは違う勉強ができます。

進路先 年度 

教育目標：生きる力となる学力を養う 主体的に行動する力を養う 生命を大切にし、豊かな心とたくましい体力を養う

卒業生から 卒業生四方琴音さん （京都華頂大学）○生徒数（令和元年５月１日現在）

男

女

1年 2年 3年 計

○普通科

　・人文・社会科学コース

　・自然科学コース

○文理科学科 ◆京都交通路線バス

　　「福高前」下車すぐ

○制服 ◆JR福知山駅、石原駅

男子 自転車で15分程度

○生徒数（令和元年５月１日現在） 　標準学生服

女子

　紺色ブレザー

○文化系　家庭科部、自然科学部、新聞部、写真部、放送部、音楽部、演劇部、美術部、茶道・華道部、英語部、囲碁将棋部、書道部、吹奏楽部

○体育系　陸上競技部､ソフトテニス部、女子バレーボール部、硬式野球部、ソフトボール部、バドミントン部、バスケットボール部､卓球部、

サッカー部､ラグビー部

○授業 ○学校行事 ○研修旅行（第２学年６月）
週４日の７時間授業を、 遠足（４月）、球技大会（６月） 　　普通科：北海道研修旅行 文理科学科：海外研修旅行

普通科・文理科学科ともに 福高祭（９月）※文化祭・体育祭 自然体験、ロケット製作等、 マレーシア・シンガポール方面、

行い、学力向上を図ります。 耐久レース（10月） 幅広い研修を行い視野を広げ 異文化体験、現地の学生との

部活動も、学科を問わず 演劇鑑賞（11月）、 親睦と友情を深め学年の団結 交流を行い、国際的な視野や

同時刻に始められます。 文化・芸術展（２月） 力やまとまりを育てます。 行動力を身に付けます。

・ 教育目標を達成するため、「福高で身に付けたい５つの力」を意識した教育活動を行っています。

　５つの力　…　・感じる力　　・考える力　　・行動する力　　・向上する力　　・関わる力　

・ スーパーサイエンスネットワーク京都 (SSN) 指定校

「独創的な科学研究により、世界をリードできる人材の育成」に取り組んでいます。

医学進学プログラム 医学部や医療系学部志望者を対象としたガイダンスやキャリア学習

教員養成プログラム　 教員志望者に対する特別講義や、地元小学校の学習サポート

・ 「総合的な探究の時間」における課題解決学習・探究学習

さらに２年次には希望進路に関連した課題解決学習を行います。

文理科学科「みらい学」 大学の研究を見据えた高度な探究を目指す。大学や関係機関と

連携しながら、グループ研究を行い、研究発表会で発表します。

・ ボランティアバンク制度 希望生徒が事前登録し、高校に依頼のあったボランティアに対し、

ボランティア活動に参加できる仕組みを整えています。

・ 面談や講習の充実 担任面談を数多く行い、進路に関する相談や日常生活のこと、学習

に関することなど、熱心に相談にのっています。また、夏季講習や

春季講習で実力をつけていくことができる環境を整えています。

普通科 文理科学科

・ 自らの適性を活かし、何事 ・ 社会のあらゆる場面でリーダーシップを発揮する。

にも果敢に挑戦する。 ・ グローバルな視野を持ち、国際問題の解決や政界の発展

・ 相手を思いやる豊かな心で に貢献する。

社会に貢献する。 ・ ローカルな視点を持ち、京都府北部の医療等、地域社会の

・ 豊かな知識と経験を蓄え、 発展に貢献

将来を見通し、「みらい」を する。

切り拓く。

男

国公立4年制大学

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立福知山高等学校

学校概要(創立　明治34年４月)　全日制課程 進路状況　　　※既卒生含む（延べ数）

1年 2年 3年 計

女

～福高はみらいに向けて努力するあなたを応援します～

公務員
就職

〒 620-0857
福知山市字土師650

専修・各種学校

私立4年制大学
国公立・私立短期大学

・ 京都府の北部医療、過疎化の問題に対応したプログラムを用意しています。

学校の特色

教育システム

普通科「みらい考」　　　　　　身近な題材をもとに問いを立て、調査・分析し発表します。

教育目標： 個を活かし、公に生きる人間の育成 グローカル※に活躍する人間の育成 ※グローカル ： グローバル＋ローカル

ｺｰｽ決定： １年次はコースの区別なし。面談等を通して希望進路や学習状況を総合的に判断して決定し、２年次から開始する。

＜卒業生からのメッセージ＞ 私が思う福高の魅力は、学習に部活動に全力で取

り組み両立させている仲間がたくさんいて、互いに励まし合いながら頑張れることです。

先生方は生徒を全力でサポートしてくださります。学習に取り組む雰囲気や環境も整っ

ています。一度しかない高校生活を充実したものにできる場所だと思います。 

近年、全国大会にソフトテニス部、放

送部、美術部、囲碁将棋部が出場、

近畿大会には陸上競技部が出場

コースの区別なし

希望進路に応じたクラス編制

人文・社会科学コース 自然科学コース

国公立大や

私立大の

文系学部・

短大・専門学

校・公務員等

難関

国公立大や

私立大の

文系学部

国公立大や

私立大の

理系学部・

看護専門学校

難関

国公立大や

私立大の

理系学部・

医学部
難関国公立大や

私立大の文系学部

難関国公立大や

私立大の理系学部・

医歯薬系学部

文 系 理 系

文系と理系の講座分けなし
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○機械テクノロジー科

○ロボット技術科
○電気テクノロジー科
○環境デザイン科
○情報テクノロジー科

◆JR「石原駅」徒歩10分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

技術系・文化系：機械、メカトロ、電気、電子工作、コンピュータ、美術、吹奏楽、写真、放送、将棋

体育系：硬式野球、陸上競技、卓球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、

体育系：アーチェリー、剣道

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
・進学コースを設置し進学にも対応 ・文化祭、体育祭 ・スキー、スノーボード研修
・専門知識や技術の習得

○中学生向けプログラミング教室

・小学生向け学校開放
（ドリームテクノピア）

○機械テクノロジー科・電気テクノロジー科

○ロボット技術科、環境デザイン科、情報テクノロジー科

新たなスマート社会を担うスペシャリストの育成

専修・各種学校
国公立・私立短期大学
私立4年制大学

〒620-0804
福知山市字石原小字上野45
 Tel. 0773-27-5161　 Fax.0773-27-5162

女

公務員

計
男

国公立4年制大学

就職

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)

京都府立工業高等学校

学校概要(創立　昭和38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

教育目標：新たなスマート社会を担う人材育成を行う。

コース決定：１年次に希望調査 ⇒ ２年次より「専門コース」と「４年制大学進学コース」に分かれて授業を実施

【卒業生からのメッセージ】

アーチェリー部  
インターハイ男子団体５位  
国民体育大会６位 

進路先 年度 

普通科では体験できない実習が楽しく、専門分野の勉強を

続けたいと思い大学に進学しました。部活や資格など様々な

ことに挑戦してみてください。

実技だから身に付く！

技術・技能で資格取得！

ものづくりで地域貢献！

実技を伴う「実習」でスペシャリストとしての技能・

技術を身に付ける！

放課後 ブラッシュアップタイム は自分磨きの時間とし、部活動・

資格取得等を徹底サポート！

３年次に行う課題研究では、答えのない課題に挑戦することで課題の発見

と解決に必要な知識及び技能を身に付ける！

工業高校の専門的な授業、ボランティア活動、資格取得や部活動を通

じて、わくわくする「おもしろい」ことを見つけ、それを「まじめ」に

取り組み、「おもしろまじめ」で希望進路を切り拓こう！

進学コース⇒

専門コース⇒

 普通科目

（選択14単位）

 工業科目

（選択14単位）

普通科目（必修43単位） 工業科目（必修30単位）

進学コース⇒

専門コース⇒

普通科目（必修43単位）
工業科目

（必修25単位）

 普通科目（選択19単位）

 工業科目（選択19単位）

工業高校で

「なりたい自分」

になろう！

（金属加工実習の様子）

（課題研究で製作した水車を設置）

（資格取得講習の様子）

【制服】

ブレザー

カッターシャツ

ネクタイ

セーター 等

進学・就職に合わ

せたカリキュラムで

全面的にサポート！

■普通科（総合選択制）・ビジネス科学科

■令和２年度から総合学科（地域創生科（仮称））

◆京都丹後鉄道「大江高校前駅」

◆京都交通バス「大江高校前」すぐ

■４つのマインドを育む

■生徒数（令和元年５月１日現在）

◆体育系：硬式野球・弓道・卓球・陸上競技・バレーボール・ソフトテニス

　　　　　　 バドミントン・バスケットボール・サッカー

◆文化系：ブラスバンド・情報・情報デザイン・茶道・家庭科・ボランティアほか

徒歩８分

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

就職　11年連続内定率100％！

専修・各種学校

公務員

男

国公立4年制大学

〒620-0303
福知山市大江町金屋578
 　　　　 
　　　　　  Fax.0773-56-1120

学校の特色

教育システム

校章

起業家教育と郷土教育でチャレンジ精神やふるさと愛を育む！

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立大江高等学校

学校概要(創立　明治41年５月)　全日制課程 進路状況（実数）

1年 2年 3年 計

女

【卒業生からのメッセージ】 
ふだんの学習と同時に、ボランティア活動や地域と連携した実践的な取組を通して、地域の方々とつな

がり、コミュニケーション力を高めることができました。大学入試ではその点が評価され、合格することが

できました。今後も地域の課題に対して主体的に取り組み、解決に向けた行動をしたいと思います。

福知山公立大学 地域経営学部 森田奈都美 

教育目標：【知】自ら学ぶ意欲と態度を育てる 【情】情操豊かな人間性を培う 【意】自ら学び、考え、行動する強い意志 【体】心身ともに健康で安全に生き抜く力を育てる

★公共マネジメント系統 
★生活福祉系統 
★経営情報系統 
★映像デザイン系統 
★国際交流系統 
★環境サイエンス系統 

ｺｰｽ決定：２年次から各系列で「地域創生の専門性」に応じた学びに取り組む総合学科

・Entrepreneurship（チャレンジ精神） 

・Friendship（友愛の精神） 

・Citizenship（望ましい市民性） 

・Volunteership（ボランティア精神） 

【全国大会出場】 
全国高等学校ワープロ競技大会 
全国高等学校簿記コンクール 

【地域との連携】 
福知山公立大学との連携 オリジナルツアー企画・運営 
インターネットショッピングモール運営 特産品加工所での販売実習 

【学校行事】 
遠足 球技大会 学校祭（体育祭・文化祭） 
大江山登山競走 芸術鑑賞 研修旅行 

オープンスクールのご案内 
【第１回オープンスクール】 
 令和元年６月15日（土） ～

【第２回オープンスクール】 
 令和元年７月31日（水）・８月１日（木） ～

【第３回オープンスクール】 
 令和元年10月５日（土）9:00～12:00 

写真 

■MISSION 
丹州地域の自然、歴史、文化を愛し、地域の課題を積極的に解決しようとする知識と態度を身につけさせるとともに、将来の地域の担い手・リーダーを育む。 

 
■目指す生徒像 

心身ともに健康で、郷土愛を持ち、自ら地域貢献活動に積極的に参加し、地域の担い手・リーダーとなるべく、向学心満ちた生徒を育成する。 

【公共マネジメント】 
２年 
・公務員試験対策 
・近隣市町行政と連携 
 
３年 
・主権者教育 
・防災と減災 

【生活福祉】 
２年 
・子育て支援 
・メンタルケア 
 
３年 
・高齢者介護福祉 
・ボランティア活動 

【経営情報】 
２年 
・ＥＣサイト企画運営 
・プログラミング 
 
３年 
・ｘTech戦略の利活用 
・Ｗｅｂマーケティング 

【映像デザイン】 
２年 
・ＣＧ・商品開発 
・広告・デザイン実習 
 
３年 
・映像コンテンツ配信 
・番組制作 

【国際交流】文系進学 

２年 
・伝統文化体験 
・ツアー企画運営 
 
３年 
・異文化理解 
・インバウンド対応 

【環境サイエンス】理系進学 

２年 
・農業団体と連携 
・環境調査 
 
３年 
・高大連携事業 
・フィールドワーク 

写真 
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○機械テクノロジー科

○ロボット技術科
○電気テクノロジー科
○環境デザイン科
○情報テクノロジー科

◆JR「石原駅」徒歩10分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

技術系・文化系：機械、メカトロ、電気、電子工作、コンピュータ、美術、吹奏楽、写真、放送、将棋

体育系：硬式野球、陸上競技、卓球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、

体育系：アーチェリー、剣道

○授業 ○学校行事 ○修学旅行
・進学コースを設置し進学にも対応 ・文化祭、体育祭 ・スキー、スノーボード研修
・専門知識や技術の習得

○中学生向けプログラミング教室

・小学生向け学校開放
（ドリームテクノピア）

○機械テクノロジー科・電気テクノロジー科

○ロボット技術科、環境デザイン科、情報テクノロジー科

新たなスマート社会を担うスペシャリストの育成

専修・各種学校
国公立・私立短期大学
私立4年制大学

〒620-0804
福知山市字石原小字上野45
 Tel. 0773-27-5161　 Fax.0773-27-5162

女

公務員

計
男

国公立4年制大学

就職

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)

京都府立工業高等学校

学校概要(創立　昭和38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

教育目標：新たなスマート社会を担う人材育成を行う。

コース決定：１年次に希望調査 ⇒ ２年次より「専門コース」と「４年制大学進学コース」に分かれて授業を実施

【卒業生からのメッセージ】

アーチェリー部  
インターハイ男子団体５位  
国民体育大会６位 

進路先 年度 

普通科では体験できない実習が楽しく、専門分野の勉強を

続けたいと思い大学に進学しました。部活や資格など様々な

ことに挑戦してみてください。

実技だから身に付く！

技術・技能で資格取得！

ものづくりで地域貢献！

実技を伴う「実習」でスペシャリストとしての技能・

技術を身に付ける！

放課後 ブラッシュアップタイム は自分磨きの時間とし、部活動・

資格取得等を徹底サポート！

３年次に行う課題研究では、答えのない課題に挑戦することで課題の発見

と解決に必要な知識及び技能を身に付ける！

工業高校の専門的な授業、ボランティア活動、資格取得や部活動を通

じて、わくわくする「おもしろい」ことを見つけ、それを「まじめ」に

取り組み、「おもしろまじめ」で希望進路を切り拓こう！

進学コース⇒

専門コース⇒

 普通科目

（選択14単位）

 工業科目

（選択14単位）

普通科目（必修43単位） 工業科目（必修30単位）

進学コース⇒

専門コース⇒

普通科目（必修43単位）
工業科目

（必修25単位）

 普通科目（選択19単位）

 工業科目（選択19単位）

工業高校で

「なりたい自分」

になろう！

（金属加工実習の様子）

（課題研究で製作した水車を設置）

（資格取得講習の様子）

【制服】

ブレザー

カッターシャツ

ネクタイ

セーター 等

進学・就職に合わ

せたカリキュラムで

全面的にサポート！

■普通科（総合選択制）・ビジネス科学科

■令和２年度から総合学科（地域創生科（仮称））

◆京都丹後鉄道「大江高校前駅」

◆京都交通バス「大江高校前」すぐ

■４つのマインドを育む

■生徒数（令和元年５月１日現在）

◆体育系：硬式野球・弓道・卓球・陸上競技・バレーボール・ソフトテニス

　　　　　　 バドミントン・バスケットボール・サッカー

◆文化系：ブラスバンド・情報・情報デザイン・茶道・家庭科・ボランティアほか

徒歩８分

私立4年制大学

国公立・私立短期大学

就職　11年連続内定率100％！

専修・各種学校

公務員

男

国公立4年制大学

〒620-0303
福知山市大江町金屋578
 　　　　 
　　　　　  Fax.0773-56-1120

学校の特色

教育システム

校章

起業家教育と郷土教育でチャレンジ精神やふるさと愛を育む！

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立大江高等学校

学校概要(創立　明治41年５月)　全日制課程 進路状況（実数）

1年 2年 3年 計

女

【卒業生からのメッセージ】 
ふだんの学習と同時に、ボランティア活動や地域と連携した実践的な取組を通して、地域の方々とつな

がり、コミュニケーション力を高めることができました。大学入試ではその点が評価され、合格することが

できました。今後も地域の課題に対して主体的に取り組み、解決に向けた行動をしたいと思います。

福知山公立大学 地域経営学部 森田奈都美 

教育目標：【知】自ら学ぶ意欲と態度を育てる 【情】情操豊かな人間性を培う 【意】自ら学び、考え、行動する強い意志 【体】心身ともに健康で安全に生き抜く力を育てる

★公共マネジメント系統 
★生活福祉系統 
★経営情報系統 
★映像デザイン系統 
★国際交流系統 
★環境サイエンス系統 

ｺｰｽ決定：２年次から各系列で「地域創生の専門性」に応じた学びに取り組む総合学科

・Entrepreneurship（チャレンジ精神） 

・Friendship（友愛の精神） 

・Citizenship（望ましい市民性） 

・Volunteership（ボランティア精神） 

【全国大会出場】 
全国高等学校ワープロ競技大会 
全国高等学校簿記コンクール 

【地域との連携】 
福知山公立大学との連携 オリジナルツアー企画・運営 
インターネットショッピングモール運営 特産品加工所での販売実習 

【学校行事】 
遠足 球技大会 学校祭（体育祭・文化祭） 
大江山登山競走 芸術鑑賞 研修旅行 

オープンスクールのご案内 
【第１回オープンスクール】 
 令和元年６月15日（土） ～

【第２回オープンスクール】 
 令和元年７月31日（水）・８月１日（木） ～

【第３回オープンスクール】 
 令和元年10月５日（土）9:00～12:00 

写真 

■MISSION 
丹州地域の自然、歴史、文化を愛し、地域の課題を積極的に解決しようとする知識と態度を身につけさせるとともに、将来の地域の担い手・リーダーを育む。 

 
■目指す生徒像 

心身ともに健康で、郷土愛を持ち、自ら地域貢献活動に積極的に参加し、地域の担い手・リーダーとなるべく、向学心満ちた生徒を育成する。 

【公共マネジメント】 
２年 
・公務員試験対策 
・近隣市町行政と連携 
 
３年 
・主権者教育 
・防災と減災 

【生活福祉】 
２年 
・子育て支援 
・メンタルケア 
 
３年 
・高齢者介護福祉 
・ボランティア活動 

【経営情報】 
２年 
・ＥＣサイト企画運営 
・プログラミング 
 
３年 
・ｘTech戦略の利活用 
・Ｗｅｂマーケティング 

【映像デザイン】 
２年 
・ＣＧ・商品開発 
・広告・デザイン実習 
 
３年 
・映像コンテンツ配信 
・番組制作 

【国際交流】文系進学 

２年 
・伝統文化体験 
・ツアー企画運営 
 
３年 
・異文化理解 
・インバウンド対応 

【環境サイエンス】理系進学 

２年 
・農業団体と連携 
・環境調査 
 
３年 
・高大連携事業 
・フィールドワーク 

写真 
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(総合教養・国際文理 コース）

◆東高口バス停から徒歩６分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事

　■全学年全クラス週２回７時間授業

〇研修旅行　

■総合教養コース  沖縄方面（３泊４日）

■国際文理コース　台湾（４泊５日）
　 　

「

　■１年生全クラス数学・英語習熟度別授業

◇１年生

◇２年・３年生

教育システム

　■４月 遠足　　             ■６月 球技大会　　　■６月 英語キャンプ
  ■７月 演劇鑑賞           ■８月 体験セミナー　■９月 学校祭
  ■10月 体験セミナー 　　■11月 東高展
　■12月 研修旅行・学習合宿      センター試験対策補講

〇平成30年　短期留学　■イギリス1名■オーストラリア1名■アメリカ１名

学校の特色

その他
看護学校

○全国大会等の活躍（近年の実績）
　　 全国高校総合体育大会出場（ボート部）
　　 全国高校選抜大会出場（ボート部）
　　 近畿高校選手権大会優勝(ボート部)
　　 近畿高校剣道大会出場(剣道部)
  　 近畿高校総合文化祭出場・出品
　　 （美術部・放送メディア部）

就職

専修・各種学校
公務員

男

　〒625-0026
　舞鶴市字泉源寺766
 　Tel.0773-62-5510  Fax.0773-62-1451
　 夢を育み大きな人に　～希望の実現～

京都府立東舞鶴高等学校

4年制大学
短期大学

○体育系　　ボート部・バドミントン部・剣道部・バレーボール部・バスケットボール部
               　硬式野球部・ソフトテニス部・陸上競技部・サッカー部 水泳部・卓球部
　　　　　　　　柔道部・（レスリング同好会）

○文化系　　英語部・吹奏楽部・書道部・美術部・ボランティア部・茶道部・SF部
　　　　　　　　華道部・科学部・パソコン部・写真部・放送メディア部・(新聞同好会)

○普 通 科

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15年2月)　全日制課程 進路状況 (現役生の進路先別実数)

1年 2年 3年 計

女

地図 

教育目標： 日々の授業を大切にするとともに、学習指導・進路指導・生徒指導の３つを一体的にとらえ、生徒 
  一人ひとりにきめ細かい丁寧な指導を行うことにより、学力を向上させ、希望進路の実現を目指す。

コース決定： １年次のコース分けは、本人の希望と入学前に実施する学力診断テストの結果を参考に行います。   
     １年次は、標準コース、発展コースで共通の科目を学びます。 

東舞鶴高校

舞鶴東ICJR東舞鶴

GSR27
福井県

スカートは英国の「キンロックアン 
ダーソン社」認定で世界にひとつだ 
けのオリジナルチェック柄です。 
 

卒業生からのメッセージ

新潟大学 法学部法学科 森 海羽 さん（平成３０年度 国際文化コース卒業）

「日々の授業を大切にして、先生には何度も小論文の添削をしていただきまし

た。放課後には毎日、面接指導を受けていました。東高では、いろいろな分野の

先生が力になってくれます。自分の可能性が広がる学校です！」

標準コース 
発展コース 

基礎基本の着実な定着を図ります。英語・数学は習熟度別クラス編成 

応用力の養成を図り、大学受験に向けた授業を展開します。英語・数学は習熟度別クラス編成 
◇ 年 年

総合教養コース 

国際文理コース 

基礎基本の着実な定着を図るとともに、私立４年制大学・短大・専門学校・就職の幅広い進路に

対応します。各教科の科目をバランスよく学習し、総合的な学力を育成します。また、豊富な選択科

目の中から自分の興味・関心や希望進路に応じた科目選択ができます。 

基礎基本の定着をベースに応用力の養成を重視し、より高い思考力・判断力・表現力等の育成を

図ります。また、人文系・数理系に分かれ、発展的、探究的な学びを取り入れながら、高大接続改

革による入試に対応して、国公立大学を含めた４年制大学への進学を目指します。 

     「誠実・自律・寛恕（かんじょ）」を校訓とし、文武両道の伝統を引き継ぎ、自主性・創造性あふれる、心豊かでふるさと舞鶴を 
 愛する国際人の育成を図ります。また、基本的な生活習慣の確立及び規範意識の醸成を通じて、人権感覚を高めます。 
①希望進路実現に向け、７時間授業（週２回）、放課後の進路補講、休業中の集中補講、大学・専門学校による模擬授業を通 
    して学力向上を図っています。 
②学校行事、部活動が活発に行われています。１年生は、全員が部活動に登録しています。 
③国際文理コースでは、国際交流プログラム・プレゼン能力育成プログラム・協働的な学習活動等を行います。特色ある英語 

 科目を設置し、「英語４技能（聞く・書く・読む・話す）」を伸長させ、英語でのコミュニケーション能力を高めます。また「思考力 
 ・判断力・表現力等」の育成を重視し、２０２０年度から実施される大学入学共通テストに対応します。 

④希望進路に応じた幅広い学習を展開するとともに、生徒の卒業後を見据えて、３年間を見通した計画的・系統的な進路指導 
    を行っています。 
⑤就職・公務員希望の生徒には、２年次より就職・公務員模試の補講等も行っています。（平成３０年度就職内定率１００％） 

☆制服 
ブレザー 
カッターシャツ 
ネクタイ 
リボン 
セーター 
ベスト 等 

 
 

　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

○生徒数（令和元年５月１日現在） ○全日制課程 　

・普通科 　

・理数探究科 　

○体育系 　ｿﾌﾄﾃﾆｽ  ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 水泳 陸上競技　卓球 全国・近畿大会に多数出場

  硬式野球   ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ   ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ   ｻｯｶｰ   柔道   剣道   ﾃﾆｽ  

○文化系 　写真　囲碁将棋　美術　吹奏楽　書道　放送　演劇　料理   茶道   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　英語　自然科学

○授業 ○学校行事
　・普通科・理数探究科とも週４回７限授業  ４月学年別遠足  ９月文化祭・体育祭
　・「土曜講座」「高大連携授業」も充実  ５月両丹総体 10月提言コンテスト
　・普通科は「総合的な探究の時間」  ７月課外授業 11月研修旅行（沖縄） →
　　理数探究科は「課題研究」を実施　  ８月ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 12月ｾﾝﾀｰ対策講座
　　探究活動を通し、主体性を育成 　　　普通科学習合宿  ２月西高EXPO

西高が目指すもの

友情のﾒﾀﾞﾙ

大江季雄選手像

　学校の特色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「究理・尚志・敬人」の校訓　　「文武両道」の校風　　　　　　　　

　教育システム 　　進化する普通科、科学する理数探究科ならではの魅力的な学び

女

　部活動(令和元年度設置状況)                　加入率９０％　　「質の高い文武両道」にチャレンジ！ 

　学校生活(令和元年度入学生)　　　　　　　　　勉強も部活も全部！　夢に向かってチャレンジ！

1年 2年 3年 計 男子：詰襟、ズボン
女子：ブレザー、スカート
セーター・ベストは２色

男

京都府立西舞鶴高等学校
〒624-0841
舞鶴市字引土145番地

～夢をかなえる場所がここにある～

　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）

ｺｰｽ決定：普通科１年次クラス編制は、入学予定者説明会において実施する学力判定テストや生徒の希望を参考に、総合的に判断して習熟度別クラス編制を行います。

普通科２年次クラス編制は、入学後の学習状況や生徒の希望を参考に、総合的に判断して決定します。

  

＜卒業生からのメッセージ＞     
たくさんの先生方が親身になって将来について一緒に考

えてくださる西舞鶴高校は、自分の夢を勝ち取るための環

境が整った場所です。自分の目標に向かって、楽しい高

校生活を送ってください。  
広島大学教育学部 梅垣有優美さん 

普通科 理数探究科 

充実ｸﾗｽ 発展ｸﾗｽ 

文系ｺｰｽ 文系特進ｺｰｽ 理系ｺｰｽ 

国公立大学・私立大学 

専門学校・公務員 等 
難関 国公立大学 

難関私立大学 等 

１年 

２年 

３年 

・豊富な選択科目と丁寧な指導

・「総合的な探究の時間」で探究力育成

・生徒の多様な希望進路に対応広幅広い

・京都府北部唯一の自然科学系専門学科

・豊富な実験・実習と科学体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

・「課題研究」で新しい大学入試にも対応

難関 国公立大学・難関私立大学 等 

１年 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ調査 地球環境と海の生態系

２年 課題研究 ｸﾞﾙｰﾌﾟで課題設定し研究・発表

ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟに参加

企業・大学研究室で実習

京都ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀでﾌﾟﾚｾﾞﾝ

京都大･京都工芸繊維大で発表

３年 徹底した入試対策

科学体験合宿 

３年間同じクラス ２年進級時に 
クラス替え 

校訓 

究理  真理を求め、 

勉学に努める人 

敬人 人を敬愛し、 

              誠実に生きる人 

尚志   高い理想を抱き、 

            その実現に努める人 

1936年ベルリンオリンピック棒高跳び競技に出

場した大江季雄選手は、同じ日本人の西田選

手と２・３位を分かち合い、帰国後、メダルを半

分に割ってつなぎ合わせました。世界の人々を

感動させた友情のﾒﾀﾞﾙは、こうして誕生しました。 
後輩である西高生も 
「努力と友情の人であれ」 
との思いで、文武両道に 
励んでいます。 
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(総合教養・国際文理 コース）

◆東高口バス停から徒歩６分

○生徒数（令和元年５月１日現在）

○授業 ○学校行事

　■全学年全クラス週２回７時間授業

〇研修旅行　

■総合教養コース  沖縄方面（３泊４日）

■国際文理コース　台湾（４泊５日）
　 　

「

　■１年生全クラス数学・英語習熟度別授業

◇１年生

◇２年・３年生

教育システム

　■４月 遠足　　             ■６月 球技大会　　　■６月 英語キャンプ
  ■７月 演劇鑑賞           ■８月 体験セミナー　■９月 学校祭
  ■10月 体験セミナー 　　■11月 東高展
　■12月 研修旅行・学習合宿      センター試験対策補講

〇平成30年　短期留学　■イギリス1名■オーストラリア1名■アメリカ１名

学校の特色

その他
看護学校

○全国大会等の活躍（近年の実績）
　　 全国高校総合体育大会出場（ボート部）
　　 全国高校選抜大会出場（ボート部）
　　 近畿高校選手権大会優勝(ボート部)
　　 近畿高校剣道大会出場(剣道部)
  　 近畿高校総合文化祭出場・出品
　　 （美術部・放送メディア部）

就職

専修・各種学校
公務員

男

　〒625-0026
　舞鶴市字泉源寺766
 　Tel.0773-62-5510  Fax.0773-62-1451
　 夢を育み大きな人に　～希望の実現～

京都府立東舞鶴高等学校

4年制大学
短期大学

○体育系　　ボート部・バドミントン部・剣道部・バレーボール部・バスケットボール部
               　硬式野球部・ソフトテニス部・陸上競技部・サッカー部 水泳部・卓球部
　　　　　　　　柔道部・（レスリング同好会）

○文化系　　英語部・吹奏楽部・書道部・美術部・ボランティア部・茶道部・SF部
　　　　　　　　華道部・科学部・パソコン部・写真部・放送メディア部・(新聞同好会)

○普 通 科

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15年2月)　全日制課程 進路状況 (現役生の進路先別実数)

1年 2年 3年 計

女

地図 

教育目標： 日々の授業を大切にするとともに、学習指導・進路指導・生徒指導の３つを一体的にとらえ、生徒 
  一人ひとりにきめ細かい丁寧な指導を行うことにより、学力を向上させ、希望進路の実現を目指す。

コース決定： １年次のコース分けは、本人の希望と入学前に実施する学力診断テストの結果を参考に行います。   
     １年次は、標準コース、発展コースで共通の科目を学びます。 

東舞鶴高校

舞鶴東ICJR東舞鶴

GSR27
福井県

スカートは英国の「キンロックアン 
ダーソン社」認定で世界にひとつだ 
けのオリジナルチェック柄です。 
 

卒業生からのメッセージ

新潟大学 法学部法学科 森 海羽 さん（平成３０年度 国際文化コース卒業）

「日々の授業を大切にして、先生には何度も小論文の添削をしていただきまし

た。放課後には毎日、面接指導を受けていました。東高では、いろいろな分野の

先生が力になってくれます。自分の可能性が広がる学校です！」

標準コース 
発展コース 

基礎基本の着実な定着を図ります。英語・数学は習熟度別クラス編成 

応用力の養成を図り、大学受験に向けた授業を展開します。英語・数学は習熟度別クラス編成 

総合教養コース 

国際文理コース 

基礎基本の着実な定着を図るとともに、私立４年制大学・短大・専門学校・就職の幅広い進路に

対応します。各教科の科目をバランスよく学習し、総合的な学力を育成します。また、豊富な選択科

目の中から自分の興味・関心や希望進路に応じた科目選択ができます。 

基礎基本の定着をベースに応用力の養成を重視し、より高い思考力・判断力・表現力等の育成を

図ります。また、人文系・数理系に分かれ、発展的、探究的な学びを取り入れながら、高大接続改

革による入試に対応して、国公立大学を含めた４年制大学への進学を目指します。 

     「誠実・自律・寛恕（かんじょ）」を校訓とし、文武両道の伝統を引き継ぎ、自主性・創造性あふれる、心豊かでふるさと舞鶴を 
 愛する国際人の育成を図ります。また、基本的な生活習慣の確立及び規範意識の醸成を通じて、人権感覚を高めます。 
①希望進路実現に向け、７時間授業（週２回）、放課後の進路補講、休業中の集中補講、大学・専門学校による模擬授業を通 
    して学力向上を図っています。 
②学校行事、部活動が活発に行われています。１年生は、全員が部活動に登録しています。 
③国際文理コースでは、国際交流プログラム・プレゼン能力育成プログラム・協働的な学習活動等を行います。特色ある英語 

 科目を設置し、「英語４技能（聞く・書く・読む・話す）」を伸長させ、英語でのコミュニケーション能力を高めます。また「思考力 
 ・判断力・表現力等」の育成を重視し、２０２０年度から実施される大学入学共通テストに対応します。 

④希望進路に応じた幅広い学習を展開するとともに、生徒の卒業後を見据えて、３年間を見通した計画的・系統的な進路指導 
    を行っています。 
⑤就職・公務員希望の生徒には、２年次より就職・公務員模試の補講等も行っています。（平成３０年度就職内定率１００％） 

☆制服 
ブレザー 
カッターシャツ 
ネクタイ 
リボン 
セーター 
ベスト 等 

 
 

　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

○生徒数（令和元年５月１日現在） ○全日制課程 　

・普通科 　

・理数探究科 　

○体育系 　ｿﾌﾄﾃﾆｽ  ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 水泳 陸上競技　卓球 全国・近畿大会に多数出場

  硬式野球   ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ   ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ   ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ   ｻｯｶｰ   柔道   剣道   ﾃﾆｽ  

○文化系 　写真　囲碁将棋　美術　吹奏楽　書道　放送　演劇　料理   茶道   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　英語　自然科学

○授業 ○学校行事
　・普通科・理数探究科とも週４回７限授業  ４月学年別遠足  ９月文化祭・体育祭
　・「土曜講座」「高大連携授業」も充実  ５月両丹総体 10月提言コンテスト
　・普通科は「総合的な探究の時間」  ７月課外授業 11月研修旅行（沖縄） →
　　理数探究科は「課題研究」を実施　  ８月ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟ 12月ｾﾝﾀｰ対策講座
　　探究活動を通し、主体性を育成 　　　普通科学習合宿  ２月西高EXPO

西高が目指すもの

友情のﾒﾀﾞﾙ

大江季雄選手像

　学校の特色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「究理・尚志・敬人」の校訓　　「文武両道」の校風　　　　　　　　

　教育システム 　　進化する普通科、科学する理数探究科ならではの魅力的な学び

女

　部活動(令和元年度設置状況)                　加入率９０％　　「質の高い文武両道」にチャレンジ！ 

　学校生活(令和元年度入学生)　　　　　　　　　勉強も部活も全部！　夢に向かってチャレンジ！

1年 2年 3年 計 男子：詰襟、ズボン
女子：ブレザー、スカート
セーター・ベストは２色

男

京都府立西舞鶴高等学校
〒624-0841
舞鶴市字引土145番地

～夢をかなえる場所がここにある～

　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）

ｺｰｽ決定：普通科１年次クラス編制は、入学予定者説明会において実施する学力判定テストや生徒の希望を参考に、総合的に判断して習熟度別クラス編制を行います。

普通科２年次クラス編制は、入学後の学習状況や生徒の希望を参考に、総合的に判断して決定します。

  

＜卒業生からのメッセージ＞     
たくさんの先生方が親身になって将来について一緒に考

えてくださる西舞鶴高校は、自分の夢を勝ち取るための環

境が整った場所です。自分の目標に向かって、楽しい高

校生活を送ってください。  
広島大学教育学部 梅垣有優美さん 

普通科 理数探究科 

充実ｸﾗｽ 発展ｸﾗｽ 

文系ｺｰｽ 文系特進ｺｰｽ 理系ｺｰｽ 

国公立大学・私立大学 

専門学校・公務員 等 
難関 国公立大学 

難関私立大学 等 

１年 

２年 

３年 

・豊富な選択科目と丁寧な指導

・「総合的な探究の時間」で探究力育成

・生徒の多様な希望進路に対応広幅広い

・京都府北部唯一の自然科学系専門学科

・豊富な実験・実習と科学体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

・「課題研究」で新しい大学入試にも対応

難関 国公立大学・難関私立大学 等 

１年 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ調査 地球環境と海の生態系

２年 課題研究 ｸﾞﾙｰﾌﾟで課題設定し研究・発表

ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾌﾟに参加

企業・大学研究室で実習

京都ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀでﾌﾟﾚｾﾞﾝ

京都大･京都工芸繊維大で発表

３年 徹底した入試対策

科学体験合宿 

３年間同じクラス ２年進級時に 
クラス替え 

校訓 

究理  真理を求め、 

勉学に努める人 

敬人 人を敬愛し、 

              誠実に生きる人 

尚志   高い理想を抱き、 

            その実現に努める人 

1936年ベルリンオリンピック棒高跳び競技に出

場した大江季雄選手は、同じ日本人の西田選

手と２・３位を分かち合い、帰国後、メダルを半

分に割ってつなぎ合わせました。世界の人々を

感動させた友情のﾒﾀﾞﾙは、こうして誕生しました。 
後輩である西高生も 
「努力と友情の人であれ」 
との思いで、文武両道に 
励んでいます。 
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