
○普通科

・午前コース
・午後コース

○生徒数（令和元年５月１日現在）

体育系：

文化系：

○ICTによる新しいスタイルの授業 ○素顔で楽しめる学校行事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私立4年制大学
国公立・私立短期大学
専修・各種学校

〒603-8163
京都市北区小山南大野町

公務員
就職

国公立4年制大学

教育システム

学びアンダンテ　　歩くような速さで　ゆっくり　じっくり　しっかりと成長

学校生活(令和元年度入学生)

部活動(令和元年度設置状況)

京都府立清明高等学校

学校概要(創立平成26年９月)　定時制課程（単位制） 進路状況　（進路先延べ数）

入学年次 中間年次 卒業年次

学校の特色

計

女
男

主な進路先

京都女子大学 京都産業大学 佛教大学 龍谷大学 京都橘大学

大谷大学 花園大学 京都先端科学大学 京都外国語短期大学 
京都高等技術専門校 京都医健専門学校 京都外国語専門学校

京都市交通局 株元気支援システム 株 三宅時計舗

平成 年度全国大会に、サッカー部、

女子バスケットボール部、卓球部、

ソフトテニス部、陸上競技部が出場

進路先 年度 

≪地下鉄烏丸線≫

北大路駅 ６番出口 徒歩約７分

鞍馬口駅 ２番出口 徒歩約９分

≪京都市バス≫

北大路バスターミナル 徒歩約７分

北大路新町 徒歩約２分

サッカー部、陸上競技部、ソフトテニス部、バスケットボール部、ダンス部、卓球部、バドミントン部、剣道部（同好会）  

演劇部、家庭科部、軽音楽部、書道部、情報部、放送部、美術イラスト部、写真部、ボランティア部 

進路実現プロジェクト

プロジェクト  
国公立・難関私大進学

プロジェクト  
４年制大学進学

プロジェクト  
短期大学・専門学校進学

プロジェクト  
公務員・民間事業所就職

生徒が希望進路ごとの

プロジェクトに所属し、

一人ひとりの目標に

応じた進路指導を

受けます！

最先端の 環境だから自分のペースで学べる 

基礎学力の定着

思考力・表現力の向上

１人１台タブレット 

電子黒板機能付 
プロジェクタ 

校内全域

ＡＩロボットと

英会話の練習！

電子黒板で

説明してくれるから

分かりやすい！

就職試験に向けて

面接練習中！

受験に向けて

進学補習を受け

ています！

  京都府立清新高等学校（※）    

地 図

京都フレックス学園構想に

もとづく新しいスタイル

↑ 
新棟建設中 

京都丹後鉄道 
「峰山」駅 より 
丹海バスで18分 
 「弥栄分校前」下車 
徒歩２分   

令
和
２
年
４
月

丹
後
に
新
し
い
高
校
が
開
校
！

〒627-0142 京丹後市弥栄町黒部380番地 TEL 0772-65-2233 FAX 0772-65-3850  
Email flex2-hs@kyoto-be.ne.jp HP http://www.kyoto-be.ne.jp/flex2-hs/cms/      

女子はスラックスも

選択できます 

制 服

 昼間定時制・単位制 総合学科 

こんな人を待っています

新しい何かに
チャレンジ

したい

少人数の
授業で

学びたい

自分のペースで
基礎から勉強したい

野菜や花を
育てることに
興味がある ファッションや

料理が好き

いろいろな体験や
実習をしたい

京都フレックス学園構想に基づく 

かがやく みがく つつむ 

地 域 

学 校 家 庭 

ほっとできる場所 

かがやける場所がここにある

◆ 少人数集団による学校生活 
◆ じっくり学べる教育システム 

  （４年間または３年間を選んで卒業） 
◆ １年目の国語・数学・英語は毎日３０分のモジュール授業 
◆ 授業のユニバーサルデザイン化 
◆ 生活・学習・進路を総合的にサポートする支援体制 
◆ 外部機関・地域からの支援 

   （スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー） 

はっとする学び 

◆ 少人数講座による個に応じた主体的な学び 
◆ ＩＣＴ機器の活用 
◆ ２年目より３系列（普通科目中心、農業科目中心、家庭科 
目中心）に分かれて学習 
◆ 地域連携などの特色ある活動を通した体験的な学び 
（授業、 インターンシップ、ボランティア活動） 

 

きっとかがやく未来 

◆ 新たな自分との出会い 
◆ 活躍できる場所の発見 
（自己有用感、自立心・主体性、チャレンジ精神） 

◆ 丹後を支える人財への成長 

校舎完成予想図

丹後が好き

○ 宮津高校伊根分校、峰山高校弥栄分校、 
網野高校間人分校の優れた教育実践を引き 
継ぎ、その良さを活かした教育活動を展開し 
ます。 

 
○ 自分の学習スタイルに合わせて、４年また 
は３年で卒業することができます。 

 
○ 外部機関との連携により、生徒の成長を 
支援する体制を整えます。 

（※）京都府教育委員会案として、京都府議会令和元年６月定例会に条例案を提案予定
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（自己有用感、自立心・主体性、チャレンジ精神） 
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丹後が好き
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（※）京都府教育委員会案として、京都府議会令和元年６月定例会に条例案を提案予定
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　京都府立朱雀高等学校　夜間定時制

　    　新しい私に出会う場所 （学校紹介ポスター生徒作品より）

所在地　〒604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１番地


学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○体育系
○定時制課程（平成31年４月現在）

普通科

○創立 昭和25年４月

○生徒数（令和元年５月１日現在） ○文化系
1年 2年 3年 4年 計 　芸術（アート）部、漫画・イラスト研究部

男
女 進路状況

学校生活 H28年度 H29年度 H30年度
○修業年限３年または４年 四年制大学
　　「レポート方式」で科目を学び
　　３年卒業が可能です。

○授業
１限開始 17時40分
４限終了 21時00分

○学校行事
遠足（４月）
球技大会（７月）
体育祭（９月）
文化祭（11月） 地図
卒業生を送る会（２月）

など

○修学旅行

○制服
制服はありません

◆JR/地下鉄二条駅から徒歩５分

（３年次２月）
※年度ごとに決定

     働きながら学べる
       学びながら働ける
         夜間定時制高校です。

　軟式野球部：全国大会13回出場、内準優勝１回、３位５回
　陸上競技部：H27全国大会5000ｍ５位入賞
　　　　　　　　　 H28全国大会走高跳８位入賞
　　　　　　　　　 H29全国大会100m/200m/４×100mﾘﾚｰ出場
　　　　　　　　　 H30全国大会100m/円盤投/４×100mﾘﾚｰ出場
　サッカー部：H27全国大会出場
　バドミントン部：H27全国大会出場、H29全国大会出場
　卓球部：H27・H28・H29・H30　４年連続全国大会出場

その他

短期大学
専修・各種学校
就職

令和元年度：東京

  軟式野球部、陸上競技部、サッカー部、
  バドミントン部、卓球部、ソフトテニス部、
  剣道部、男子バスケットボール部、
  女子バスケットボール同好会

～ 卒業生からのメッセージ ～

先生・生徒みんなが仲良く、和気あいあいとしています。私もいろんな

人たちに支えてもらい４年間を過ごしました。定時制なんてって思って

いる人も、卒業する頃には、きっと楽しかったと言えると思います。

（平成 年度卒業生）

京都府立鳥羽高等学校　夜間定時制

自立につながる自律の力の育成

所在地 〒610-8449 京都市南区西九条大国町１

学校概要 部活動
○部活動の活躍
 バスケットボール部 
　男子

　  

陸上競技部　京都府定通制大会

　 女子　

○定時制課程（平成31年４月現在）
普通科   平成28年度入学生より単位制

○創立 昭和10年２月
○体育系

○生徒数（令和元年５月現在） 　陸上競技、卓球、バレーボール
1年 2年 3年 4年 合計 　バスケットボール、バドミントン

男 ○文化系
女 　 軽音楽部

学校生活 進路状況

○授業 H28年度 H29年度 H30年度

大学進学（短大含む）
専修・各種学校進学

○学校行事
　　　遠足（５月） 地図
　　　球技大会（６月・12月）
　　　体育祭（９月）
　　　文化祭（11月）など

○修学旅行

○制服　　なし
○トピックス

◆近鉄東寺駅から徒歩８分

◆定時制へは国道１号線側の東門からお入りください。

　４年制を基本に３年で卒業も可能
       15:30～　 Ｔ１（三修制授業）
       16:20～　 Ｔ２（三修制授業） 就職（継続就業等含む）

　　　東　京

　　 京都府定通制大会 優勝

　 　全国出場（4年連続8回目）

　　 全国ベスト１６

   　　１００ｍ 優勝

　　　 １００ｍﾊｰﾄﾞﾙ 優勝

　　　  「スタートライン」の授業では、
　　　中学校でわからなくなってしま
　　　ったところを、国数英を中心に
　　　学び直します。

　　　～17:45　給食（希望者） その他

　　　～21:05　４限終了
　　　17:50～　１限（45分授業）

　　　～22:00　部活動　完全下校

文化祭では恒例の「とばてい川柳」が

展示されます。全校生徒が出品し、夜間

に学ぶ生徒たちの本音が垣間見え、昨

年も大好評でした。

スタートラインの授業風景 

体育祭 

文化祭の模擬店 

修学旅行（東京） 

卒業生からのメッセージ

私は、中国のハルビンの生まれ育ちです。中国の中学校を

卒業してから日本に来ました。日本語がほとんど分からなかっ

たのですが、努力して鳥羽高校定時制に入学しました。入学当

初は、慣れない学校生活に苦労しましたが、仲間や先生方の

お陰で充実した高校生活を過ごすことができました。 
特に印象に残っていることは、部活動で 
バスケットボール部で全国大会に出場し 
たことです。良い思い出ができました。 

国
道
１
号 

大
宮
通 

鳥羽高校 
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　京都府立朱雀高等学校　夜間定時制

　    　新しい私に出会う場所 （学校紹介ポスター生徒作品より）
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男
女 進路状況

学校生活 H28年度 H29年度 H30年度
○修業年限３年または４年 四年制大学
　　「レポート方式」で科目を学び
　　３年卒業が可能です。

○授業
１限開始 17時40分
４限終了 21時00分

○学校行事
遠足（４月）
球技大会（７月）
体育祭（９月）
文化祭（11月） 地図
卒業生を送る会（２月）

など

○修学旅行

○制服
制服はありません

◆JR/地下鉄二条駅から徒歩５分

（３年次２月）
※年度ごとに決定

     働きながら学べる
       学びながら働ける
         夜間定時制高校です。

　軟式野球部：全国大会13回出場、内準優勝１回、３位５回
　陸上競技部：H27全国大会5000ｍ５位入賞
　　　　　　　　　 H28全国大会走高跳８位入賞
　　　　　　　　　 H29全国大会100m/200m/４×100mﾘﾚｰ出場
　　　　　　　　　 H30全国大会100m/円盤投/４×100mﾘﾚｰ出場
　サッカー部：H27全国大会出場
　バドミントン部：H27全国大会出場、H29全国大会出場
　卓球部：H27・H28・H29・H30　４年連続全国大会出場

その他

短期大学
専修・各種学校
就職

令和元年度：東京

  軟式野球部、陸上競技部、サッカー部、
  バドミントン部、卓球部、ソフトテニス部、
  剣道部、男子バスケットボール部、
  女子バスケットボール同好会

～ 卒業生からのメッセージ ～

先生・生徒みんなが仲良く、和気あいあいとしています。私もいろんな

人たちに支えてもらい４年間を過ごしました。定時制なんてって思って

いる人も、卒業する頃には、きっと楽しかったと言えると思います。

（平成 年度卒業生）

京都府立鳥羽高等学校　夜間定時制

自立につながる自律の力の育成

所在地 〒610-8449 京都市南区西九条大国町１

学校概要 部活動
○部活動の活躍
 バスケットボール部 
　男子

　  

陸上競技部　京都府定通制大会

　 女子　

○定時制課程（平成31年４月現在）
普通科   平成28年度入学生より単位制

○創立 昭和10年２月
○体育系

○生徒数（令和元年５月現在） 　陸上競技、卓球、バレーボール
1年 2年 3年 4年 合計 　バスケットボール、バドミントン

男 ○文化系
女 　 軽音楽部

学校生活 進路状況

○授業 H28年度 H29年度 H30年度

大学進学（短大含む）
専修・各種学校進学

○学校行事
　　　遠足（５月） 地図
　　　球技大会（６月・12月）
　　　体育祭（９月）
　　　文化祭（11月）など

○修学旅行

○制服　　なし
○トピックス

◆近鉄東寺駅から徒歩８分

◆定時制へは国道１号線側の東門からお入りください。

　４年制を基本に３年で卒業も可能
       15:30～　 Ｔ１（三修制授業）
       16:20～　 Ｔ２（三修制授業） 就職（継続就業等含む）

　　　東　京

　　 京都府定通制大会 優勝

　 　全国出場（4年連続8回目）

　　 全国ベスト１６

   　　１００ｍ 優勝

　　　 １００ｍﾊｰﾄﾞﾙ 優勝

　　　  「スタートライン」の授業では、
　　　中学校でわからなくなってしま
　　　ったところを、国数英を中心に
　　　学び直します。

　　　～17:45　給食（希望者） その他

　　　～21:05　４限終了
　　　17:50～　１限（45分授業）

　　　～22:00　部活動　完全下校

文化祭では恒例の「とばてい川柳」が

展示されます。全校生徒が出品し、夜間

に学ぶ生徒たちの本音が垣間見え、昨

年も大好評でした。

スタートラインの授業風景 

体育祭 

文化祭の模擬店 

修学旅行（東京） 

卒業生からのメッセージ

私は、中国のハルビンの生まれ育ちです。中国の中学校を

卒業してから日本に来ました。日本語がほとんど分からなかっ

たのですが、努力して鳥羽高校定時制に入学しました。入学当

初は、慣れない学校生活に苦労しましたが、仲間や先生方の

お陰で充実した高校生活を過ごすことができました。 
特に印象に残っていることは、部活動で 
バスケットボール部で全国大会に出場し 
たことです。良い思い出ができました。 

国
道
１
号 

大
宮
通 

鳥羽高校 
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　京都府立桃山高等学校　夜間定時制

自主自律・文武両道・実事求是・多芸多才・切磋琢磨

所在地　 〒612-0063   京都市伏見区桃山毛利長門東町8
Tel.075-601-8387  　　Fax.075-601-8388
http://www.kyoto-be.ne.jp/momoyama-hs/mt/tei/

学校概要 部活動
○活躍する部活動

○全国高等学校
　　生活体験発表大会
　平成26・28年度本校生徒が出場！

普通科 商業科 ○文化系クラブ
　　　（単位制による夜間定時制） 　簿記 将棋 英語　　

○創立 　 昭和23年10月 　演劇 美術 点字

○生徒数（令和元年５月１日現在） 　軽音楽

1年 2年 3年 4年 計 ○体育系クラブ
男 24 27 24 14 89 　陸上競技 軟式野球 サッカー

女 8 12 10 4 34 　バレーボール バスケットボール

　ソフトテニス バドミントン

学校生活 　卓球 柔道 山岳

○授業 進路状況
　４年制を基本に３年制も選択可能
　＜４年制＞18:05から4時間の授業 H28年度 H29年度 H30年度
　＜３年制＞4年制の4時間の授業 大学進学（短大含む） 4 3 1
　 　に加え、週2回16:20か 専修･各種学校進学（専門校含む） 6 3 8

　ら2時間、週3回17:20 就職（公務員含む） 24 17 21
　から1時間の授業 9 6 19

○学校行事
　 新入生歓迎会（４月）

　 映画団体鑑賞（５月）

　 球技大会（７月）

　 体育祭（９月）

　 文化祭（10月）

　 修学旅行・遠足（11月）

　 文化の夕べ（11月）

　 卒業生を送る夕べ（２月）など

○制服 　 な　し

地図

　　◆京阪・近鉄丹波橋駅から徒歩５分、JR桃山駅から徒歩８分

　全国高校定通制体育大会に出場！（平成30年度）

その他（在学からの継続就業等)

○定時制課程（平成31年４月現在）

平成30年度は京都大会において優
秀な成績をおさめました

　（「働きながら学ぶ」
　 ことを基本としているので、
   制服等の規定はありません）

 ・ バレーボール部        ・ バドミントン部

 ・ 柔道部    　    　　　    ・ ソフトテニス部

  第１回     定時制説明会 ９月２０日（金） 
 
 時間   18:00 ～ 19:00 

 場所   本校会議室 
 
以後も随時 実施しますので、定時制 首席副校長へお問い合わせくださ

い。 

　京都市立西京高等学校　定時制
明日への意欲を応援します！

学校概要 部活動
＜体育系＞
　サッカー、ソフトテニス、卓球、
　軟式野球、バスケットボール、
　バドミントン、バレーボール　他
＜文化系＞
　美術、軽音楽、演劇　他

○大会等でのおもな活躍（平成30年度）

　定時制通信制全国体育大会、
○定時制課程（平成31年4月現在）　　普通科 　定時制通信制近畿体育大会、
○創立　　　昭和10年10月 　春季大会、秋季大会、冬季大会、
○生徒数（令和元年5月1日現在） 　　　　　　　　　　　その他大会に出場

1年 2年 3年 4年 計 　バドミントン部、サッカー部
男 29 20 24 0 73 　ソフトテニス部、卓球部
女 24 24 12 0 60 　軟式野球部、バレーボール部

学校生活 主な進路状況
○授業 H28年度 H29年度 H30年度
　授業開始は午後からで、少人数の講座 私立4年制大学 4 3 2
  で一人ひとりに分かりやすい授業を展開 国公立・私立短期大学 4 0 2
　しています。不登校経験生徒も再チャレ 専修・各種学校 7 5 8
　ンジして、進級・卒業しています。 就職（学校斡旋） 13 8 5
○学校行事
　遠足、修学旅行、球技大会、体育祭、

　文化祭、ボウリング大会等。

○制服
　指定はありません。学習にふさわしい

　服装で登校してください。

○その他
　・アルバイトと勉強が両立できます。

　・明るい校舎、定時制専用エリアで、落ち着いて学習できます。

○トピックス

地図

◆地下鉄・市バス「西大路御池」すぐ
◆阪急「西院」、京福「西大路三条」、ＪＲ「二条」「円町」

所在地　〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町１
Tel.075-841-1240  Fax.075-841-1299

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300353

■全員が３年間での卒業を目指します。 
 本校では３年間での卒業を基本としています。 

■進路希望に合ったコースが選択できます。 

 Ａコースは普通教科中心、Ｂコースは情報や簿記などの商業系の専門 

 科目が学べ、資格取得が可能です。 

■長期欠席者特別入学者選抜を実施しています。 
 中学時代に年間３０日以上の欠席があった人が対象です。 

 （２月中旬実施予定） 

■文部科学省調査研究校（多様な学習を支援する高等学校の推進事業） 
 平成２８年度から文部科学省の指定を受け、ＳＣ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）・ＳＳＷ 
 （ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）と協働し、個々の生徒のニーズに応じた適切な支 
 援をする取組を推進してきました。さらに平成３０年度からは従来の取組 
 を継承しつつ新たな研究事業として、高等学校における次世代の学習ニ 
 ーズを踏まえた指導の充実に取り組んでいます。 
■通級による指導を教育課程に設置しました。 
 令和元年度入学生の教育課程に自立活動の指導の時間として「生活 
 基礎」「生活活用」「生活応用」を設置しました。 
 

    ～卒業生からのメッセージ～ 
私が西京高校定時制で学んだことは、責任と友

達の大切さです。中学の頃は学校にあまり行け

ていませんでした。入学したときは、友達関係や

勉強面で大きな不安がありました。しかし、西京

高校定時制で親友と呼べる友達と出会って、お互

いに協力しながら成長できました。生徒会やアル

バイト先で上手に人間関係を築いていくため、た

くさんの努力をしました。困ったときは、先生が助

けてくれました。西京高校定時制は、忘れられな

い思い出ができた大切な場所です。 
 （平成30年度卒業生 井上 佑美） 
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　京都府立桃山高等学校　夜間定時制

自主自律・文武両道・実事求是・多芸多才・切磋琢磨

所在地　 〒612-0063   京都市伏見区桃山毛利長門東町8
Tel.075-601-8387  　　Fax.075-601-8388
http://www.kyoto-be.ne.jp/momoyama-hs/mt/tei/

学校概要 部活動
○活躍する部活動

○全国高等学校
　　生活体験発表大会
　平成26・28年度本校生徒が出場！

普通科 商業科 ○文化系クラブ
　　　（単位制による夜間定時制） 　簿記 将棋 英語　　

○創立 　 昭和23年10月 　演劇 美術 点字

○生徒数（令和元年５月１日現在） 　軽音楽

1年 2年 3年 4年 計 ○体育系クラブ
男 24 27 24 14 89 　陸上競技 軟式野球 サッカー

女 8 12 10 4 34 　バレーボール バスケットボール

　ソフトテニス バドミントン

学校生活 　卓球 柔道 山岳

○授業 進路状況
　４年制を基本に３年制も選択可能
　＜４年制＞18:05から4時間の授業 H28年度 H29年度 H30年度
　＜３年制＞4年制の4時間の授業 大学進学（短大含む） 4 3 1
　 　に加え、週2回16:20か 専修･各種学校進学（専門校含む） 6 3 8

　ら2時間、週3回17:20 就職（公務員含む） 24 17 21
　から1時間の授業 9 6 19

○学校行事
　 新入生歓迎会（４月）

　 映画団体鑑賞（５月）

　 球技大会（７月）

　 体育祭（９月）

　 文化祭（10月）

　 修学旅行・遠足（11月）

　 文化の夕べ（11月）

　 卒業生を送る夕べ（２月）など

○制服 　 な　し

地図

　　◆京阪・近鉄丹波橋駅から徒歩５分、JR桃山駅から徒歩８分

　全国高校定通制体育大会に出場！（平成30年度）

その他（在学からの継続就業等)

○定時制課程（平成31年４月現在）

平成30年度は京都大会において優
秀な成績をおさめました

　（「働きながら学ぶ」
　 ことを基本としているので、
   制服等の規定はありません）

 ・ バレーボール部        ・ バドミントン部

 ・ 柔道部    　    　　　    ・ ソフトテニス部

  第１回     定時制説明会 ９月２０日（金） 
 
 時間   18:00 ～ 19:00 

 場所   本校会議室 
 
以後も随時 実施しますので、定時制 首席副校長へお問い合わせくださ

い。 

　京都市立西京高等学校　定時制
明日への意欲を応援します！

学校概要 部活動
＜体育系＞
　サッカー、ソフトテニス、卓球、
　軟式野球、バスケットボール、
　バドミントン、バレーボール　他
＜文化系＞
　美術、軽音楽、演劇　他

○大会等でのおもな活躍（平成30年度）

　定時制通信制全国体育大会、
○定時制課程（平成31年4月現在）　　普通科 　定時制通信制近畿体育大会、
○創立　　　昭和10年10月 　春季大会、秋季大会、冬季大会、
○生徒数（令和元年5月1日現在） 　　　　　　　　　　　その他大会に出場

1年 2年 3年 4年 計 　バドミントン部、サッカー部
男 29 20 24 0 73 　ソフトテニス部、卓球部
女 24 24 12 0 60 　軟式野球部、バレーボール部

学校生活 主な進路状況
○授業 H28年度 H29年度 H30年度
　授業開始は午後からで、少人数の講座 私立4年制大学 4 3 2
  で一人ひとりに分かりやすい授業を展開 国公立・私立短期大学 4 0 2
　しています。不登校経験生徒も再チャレ 専修・各種学校 7 5 8
　ンジして、進級・卒業しています。 就職（学校斡旋） 13 8 5
○学校行事
　遠足、修学旅行、球技大会、体育祭、

　文化祭、ボウリング大会等。

○制服
　指定はありません。学習にふさわしい

　服装で登校してください。

○その他
　・アルバイトと勉強が両立できます。

　・明るい校舎、定時制専用エリアで、落ち着いて学習できます。

○トピックス

地図

◆地下鉄・市バス「西大路御池」すぐ
◆阪急「西院」、京福「西大路三条」、ＪＲ「二条」「円町」

所在地　〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町１
Tel.075-841-1240  Fax.075-841-1299

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300353

■全員が３年間での卒業を目指します。 
 本校では３年間での卒業を基本としています。 

■進路希望に合ったコースが選択できます。 

 Ａコースは普通教科中心、Ｂコースは情報や簿記などの商業系の専門 

 科目が学べ、資格取得が可能です。 

■長期欠席者特別入学者選抜を実施しています。 
 中学時代に年間３０日以上の欠席があった人が対象です。 

 （２月中旬実施予定） 

■文部科学省調査研究校（多様な学習を支援する高等学校の推進事業） 
 平成２８年度から文部科学省の指定を受け、ＳＣ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）・ＳＳＷ 
 （ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）と協働し、個々の生徒のニーズに応じた適切な支 
 援をする取組を推進してきました。さらに平成３０年度からは従来の取組 
 を継承しつつ新たな研究事業として、高等学校における次世代の学習ニ 
 ーズを踏まえた指導の充実に取り組んでいます。 
■通級による指導を教育課程に設置しました。 
 令和元年度入学生の教育課程に自立活動の指導の時間として「生活 
 基礎」「生活活用」「生活応用」を設置しました。 
 

    ～卒業生からのメッセージ～ 
私が西京高校定時制で学んだことは、責任と友

達の大切さです。中学の頃は学校にあまり行け

ていませんでした。入学したときは、友達関係や

勉強面で大きな不安がありました。しかし、西京

高校定時制で親友と呼べる友達と出会って、お互

いに協力しながら成長できました。生徒会やアル

バイト先で上手に人間関係を築いていくため、た

くさんの努力をしました。困ったときは、先生が助

けてくれました。西京高校定時制は、忘れられな

い思い出ができた大切な場所です。 
 （平成30年度卒業生 井上 佑美） 

京都市立西京高等学校 定時制
明日への意欲を応援します！

所在地 〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町１
Tel.075-841-1240 Fax.075-841-1299

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300353

ー 73 ーー 72 ー



○全国大会等の活躍

平成30年度全国大会出場

平成30年度近畿大会出場

平成26年度全国大会５位

平成27年度近畿大会出場

校舎写真 （後日） 陸上競技 平成30年度全国大会出場

剣道 平成30年度全国大会出場

○文化系
・コンピューター　・機械工作

・軽音楽　・測量　・建築文化

・マジック部　・深草倶楽部

○定時制課程（平成31年4月現在）
工業技術科（電気系・建築系・土木系） ○体育系

○創立 ・陸上競技  ・ソフトテニス　

○生徒数（令和元年5月1日　現在） ・剣道　　・山岳

1年 2年 3年 4年 計 ・バスケットボール

男 27 23 28 16 94
女 1 4 1 2 8

  学校生活 H29年度 H30年度

4 4
○授業 12 15
4年制の単位制を採用し，1年次においては もう一枚 0 1
共通の教科・科目を学習し，2年次以降3つ

の系列の科目と普通科目を選択して学習を

行います。

○学校行事
・遠足(4月)・4年次修学旅行(5月)

・生徒総会(6月)・ボーリング大会(7月)

・体育祭(9月)・文化祭・球技大会(1１月)

・生徒会選挙(11月) ・マラソン大会(1月)

○修学旅行（年によって行先が変更に

　 なる場合があります）

・令和元年度：長崎（ハウステンボス・長崎市

           軍艦島・壱岐など）

○制服
昼間に勤務した後に作業着のまま登校する

生徒も多く，本校には制服はありません。

○トピックス

◆京阪電車伏見稲荷駅から徒歩5分

  地図

専門学校

その他

就職

1
13
4

H28年度

ソフトテニス

  進路状況

昭和19年4月

京都市立伏見工業高等学校　定時制
－  学ぶ　働く　創る　学校　－

所在地　〒612-0011 京都市伏見区深草鈴塚町１３
       　Tel.075-641-5121  Fax.075-641-5950

  学校概要

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=301008

バスケット
ボール

  部活動

 
 

 毎年秋に学校説明会を開催し，

学校の概要説明の他に各系列

毎の学習内容に沿った実習体験

を行っています。また，平成30年

度から通級指導を実施し，「個に

応じた支援」を充実させています。 

卒業後の進路 

○ 新規高卒求人に応募して正社員として就職する。   

○ 在学中は昼間のアルバイト就職を勧めています。いろいろ 

  な職業を体験し，自らの目標や適性をしっかり見極めて進 

  路決定できます。卒業後，同じ企業で正社員として就職す 

  る場合もあります。 

LEDライトと住宅模型の制作 

全体説明会の様子 

卒業生からのメッセージ 

 仕事と学校の両立は大変でしたが、家族や友人、

学校の先生に支えられながら、頑張った甲斐があ

り、卒業することができました。伏定では、仕事に役

立つ教科の勉強もでき、生きていくうえで大事なこ

とをたくさん教えてもらいました。伏工は将来の目

標を持って、仲間とともに楽しく過ごせる学校です。 

土木系列 平成30年度卒業 奥田亮太 現職 （株）大前建設勤務 

京都府立北桑田高等学校　美山分校(昼間定時制）

働きながら学び、生きる力を身につける
　  　～働きつつ、支え合い、励まし合いながら、ゆっくり・じっくり学ぶ～

所在地　〒601-0721 南丹市美山町上平屋梁ヶ瀬９番地２

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍
    ▶第69回日本学校農業クラブ
　 　全国大会（鹿児島大会）
      　　農業鑑定競技会出場

   ▶全国高等学校定時制通信制陸上競技大会出場
　　　　　　（出場種目：走高跳・円盤投・砲丸投・８００m　他）

○定時制課程（平成31年４月現在）
農業科 家政科

○創　立 昭和50年４月

○生徒数（令和元年５月１日現在）
1年 2年 3年 ４年

男 ○体育系　　　陸上競技部
女

進路状況
学校生活

H28年度 H29年度 H30年度
○授業 国公立４年制大学
＜各科のテーマ＞ 私立４年制大学
　農業科 国公立・私立短期大学
　　「地域に学ぶ」 専修・各種学校
　家政科 就職
　　「確かな技術」

○学校行事
　新入生歓迎行事
　体育祭　　
　文化祭
　学科発表会
　卒業生を送る会

　  など

地図
○修学旅行
　　２年に１回実施
　　　H30年度行先　沖縄県石垣島
　　　　　（令和２年度は九州方面の予定）

○制服 　本校と同じ

南丹市美山町上平屋

○トピックス　　　学科発表会
◆南丹市園部から車で３０分　　周山から車で２０分

卒業生からのメッセージ

４年間という長い間、大変お世話になりました。美山分

校での４年間は私にとってかけがえのない大きな思い出

であり経験となりました。最高のメンバーと最高の先生に

囲まれて、楽しい日々を送ることができて、めっちゃめっ

ちゃ幸せでした。

美山分校

至 京北

至 小浜

上平屋

至 芦生

至 園部
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○全国大会等の活躍

平成30年度全国大会出場

平成30年度近畿大会出場

平成26年度全国大会５位

平成27年度近畿大会出場

校舎写真 （後日） 陸上競技 平成30年度全国大会出場

剣道 平成30年度全国大会出場

○文化系
・コンピューター　・機械工作

・軽音楽　・測量　・建築文化

・マジック部　・深草倶楽部

○定時制課程（平成31年4月現在）
工業技術科（電気系・建築系・土木系） ○体育系

○創立 ・陸上競技  ・ソフトテニス　

○生徒数（令和元年5月1日　現在） ・剣道　　・山岳

1年 2年 3年 4年 計 ・バスケットボール

男 27 23 28 16 94
女 1 4 1 2 8

  学校生活 H29年度 H30年度

4 4
○授業 12 15
4年制の単位制を採用し，1年次においては もう一枚 0 1
共通の教科・科目を学習し，2年次以降3つ

の系列の科目と普通科目を選択して学習を

行います。

○学校行事
・遠足(4月)・4年次修学旅行(5月)

・生徒総会(6月)・ボーリング大会(7月)

・体育祭(9月)・文化祭・球技大会(1１月)

・生徒会選挙(11月) ・マラソン大会(1月)

○修学旅行（年によって行先が変更に

　 なる場合があります）

・令和元年度：長崎（ハウステンボス・長崎市

           軍艦島・壱岐など）

○制服
昼間に勤務した後に作業着のまま登校する

生徒も多く，本校には制服はありません。

○トピックス

◆京阪電車伏見稲荷駅から徒歩5分

  地図

専門学校

その他

就職

1
13
4

H28年度

ソフトテニス

  進路状況

昭和19年4月

京都市立伏見工業高等学校　定時制
－  学ぶ　働く　創る　学校　－

所在地　〒612-0011 京都市伏見区深草鈴塚町１３
       　Tel.075-641-5121  Fax.075-641-5950

  学校概要

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=301008

バスケット
ボール

  部活動

 
 

 毎年秋に学校説明会を開催し，

学校の概要説明の他に各系列

毎の学習内容に沿った実習体験

を行っています。また，平成30年

度から通級指導を実施し，「個に

応じた支援」を充実させています。 

卒業後の進路 

○ 新規高卒求人に応募して正社員として就職する。   

○ 在学中は昼間のアルバイト就職を勧めています。いろいろ 

  な職業を体験し，自らの目標や適性をしっかり見極めて進 

  路決定できます。卒業後，同じ企業で正社員として就職す 

  る場合もあります。 

LEDライトと住宅模型の制作 

全体説明会の様子 

卒業生からのメッセージ 

 仕事と学校の両立は大変でしたが、家族や友人、

学校の先生に支えられながら、頑張った甲斐があ

り、卒業することができました。伏定では、仕事に役

立つ教科の勉強もでき、生きていくうえで大事なこ

とをたくさん教えてもらいました。伏工は将来の目

標を持って、仲間とともに楽しく過ごせる学校です。 

土木系列 平成30年度卒業 奥田亮太 現職 （株）大前建設勤務 

京都府立北桑田高等学校　美山分校(昼間定時制）

働きながら学び、生きる力を身につける
　  　～働きつつ、支え合い、励まし合いながら、ゆっくり・じっくり学ぶ～

所在地　〒601-0721 南丹市美山町上平屋梁ヶ瀬９番地２

学校概要 部活動

○全国大会等の活躍
    ▶第69回日本学校農業クラブ
　 　全国大会（鹿児島大会）
      　　農業鑑定競技会出場

   ▶全国高等学校定時制通信制陸上競技大会出場
　　　　　　（出場種目：走高跳・円盤投・砲丸投・８００m　他）

○定時制課程（平成31年４月現在）
農業科 家政科

○創　立 昭和50年４月

○生徒数（令和元年５月１日現在）
1年 2年 3年 ４年

男 ○体育系　　　陸上競技部
女

進路状況
学校生活

H28年度 H29年度 H30年度
○授業 国公立４年制大学
＜各科のテーマ＞ 私立４年制大学
　農業科 国公立・私立短期大学
　　「地域に学ぶ」 専修・各種学校
　家政科 就職
　　「確かな技術」

○学校行事
　新入生歓迎行事
　体育祭　　
　文化祭
　学科発表会
　卒業生を送る会

　  など

地図
○修学旅行
　　２年に１回実施
　　　H30年度行先　沖縄県石垣島
　　　　　（令和２年度は九州方面の予定）

○制服 　本校と同じ

南丹市美山町上平屋

○トピックス　　　学科発表会
◆南丹市園部から車で３０分　　周山から車で２０分

卒業生からのメッセージ

４年間という長い間、大変お世話になりました。美山分

校での４年間は私にとってかけがえのない大きな思い出

であり経験となりました。最高のメンバーと最高の先生に

囲まれて、楽しい日々を送ることができて、めっちゃめっ

ちゃ幸せでした。

美山分校

至 京北

至 小浜

上平屋

至 芦生

至 園部
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学校概要 部活動等

○定時制課程（平成31年４月現在）

普通科

○創立 昭和23年10月

○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年 2年 3年 4年 計

男 4 7 1 7 19

女 3 1 1 3 8

学校生活

○授業（標準校時表） ○学校行事

給　食 進路状況（現役生進路先別実数）

１校時

２校時 H28年度 H29年度 H30年度

３校時 0 0 1

４校時  ※制服は定めていません。 0 1 2

4 4 1

地図

　就職（公務員含む）

　専修・各種学校進学

17：20～17：40

20：15～21：00

17：45～18：30

18：35～19：20

　クラス別行事・球技大会
　総合体育大会
　体育祭・文化祭
  各種講演会
　企業・上級学校見学会  等

19：25～20：10 　四年制大学進学

所在地　〒623-0012　綾部市川糸町堀ノ内18
Tel.0773-42-0606  Fax.0773-42-0488

由良川のせせらぎが聞こえるナイトスクールで
新しい自分を発見しよう

http://www.kyoto-be.ne.jp/higashi-ayabe-hs/teijisei-hp/

京都府立綾部高等学校由良川キャンパス（東分校）　夜間定時制

■文化系

　 生徒生活体験作文発表会
 　京都府大会　奨励賞

■体育系部活動

　　平成３０年度
　　全国高等学校
　　定時制通信制体育大会
　　第51回卓球大会
　　・男子団体出場
　　・男子個人出場（２名）

　

■総合体育大会

　　平成３０年度 第６９回
　　両丹定時制通信制総合体育大会
　　 ・卓球男子個人の部　優勝
　　 ・ソフトバレーボールの部　優勝

京都府立福知山高等学校三和分校　　昼間定時制

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真
○文化系

○体育系
○定時制課程（平成31年４月現在）

農業科・家政科（併せて1学年40人定員）

○創立 昭和23年10月

○生徒数（令和元年５月１日現在）
1年 2年 3年 4年 計

男 進路状況
女 ※ 現役生の進路状況(進路先別実数)

H28年度 H29年度 H30年度

学校生活 国公立４年制大学
私立４年制大学

○授業 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
写真

○修学旅行
写真

○制服 地図
写真

○トピックス

◆JR園部駅からJRバス60分、下の段下車徒歩3分

◆JR綾部駅から福知山市営バス30分、下の段下車徒歩3分

◆JR福知山駅からJRバス30分、下の段下車徒歩3分

　　ゆっくり　確実に　学ぶ君を応援します

　普通教科は、農業科・家政科合
同で実施します。少人数講座も
あります。
　専門教科は、各科で実施します。

　体育祭は10月、文化祭は11月に
実施します。
　芸術鑑賞は、本校と合同で演劇
鑑賞や音楽鑑賞をします。

　全国定時制通信制体育大会へ、陸
上競技部は平成14年度より８回、ソフト
テニス部は平成16年度より７回出場を
果たしています。

その他

　　　　　　所在地　 〒620-1442 福知山市三和町千束35-1
　　　　　　　　　　　  Tel.0773-58-2049  Fax.0773-58-2049

　２年生と３年生が合同で、３泊４日
の研修旅行を隔年で実施してい
ます。　近年は沖縄へ行っています。
令和元年度は実施年です。

　男子：標準学生服
　女子：紺色ブレザー

　日本学校農業クラブ全国大会・農業
鑑定競技会で３年連続優秀賞に輝きま
した。

　少し前までは、陸上競技部やソフトテ
ニス部が全国大会出場の常連でした。
近年ではバドミントン部が女子ダブル
スで近畿大会へ出場するなど、メキメ
キと力をつけ、めざましい活躍をしてい
ます。

 
 

 
 

 
 
 
 

 農業科：春の苗販売  家政科：三和マドレーヌつくり  

卒業生からのメッセージ

三和分校へのアクセス
※ 三和分校へは、福知山駅、綾部駅、園部駅の各方面からバスが運行されています。

ＪＲバス

三和分校

福
知
山
駅

綾
部
駅

福知山市営バス

下
の
段 ＪＲバス

園
部
駅

三和中学校

文

バス停

（30分）

（30分）

（60分）

現在、綾部工業団地の運送会

社で勤務しています。 
三和分校では自然豊かな環

境で、ゆっくり確実に学ぶことが

できました。ひとりひとりにあっ

た教育を考えてくれる学校です。 
（平成 年度卒業 野口 将孝） 
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学校概要 部活動等

○定時制課程（平成31年４月現在）

普通科

○創立 昭和23年10月

○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年 2年 3年 4年 計

男 4 7 1 7 19

女 3 1 1 3 8

学校生活

○授業（標準校時表） ○学校行事

給　食 進路状況（現役生進路先別実数）

１校時

２校時 H28年度 H29年度 H30年度

３校時 0 0 1

４校時  ※制服は定めていません。 0 1 2

4 4 1

地図

　就職（公務員含む）

　専修・各種学校進学

17：20～17：40

20：15～21：00

17：45～18：30

18：35～19：20

　クラス別行事・球技大会
　総合体育大会
　体育祭・文化祭
  各種講演会
　企業・上級学校見学会  等

19：25～20：10 　四年制大学進学

所在地　〒623-0012　綾部市川糸町堀ノ内18
Tel.0773-42-0606  Fax.0773-42-0488

由良川のせせらぎが聞こえるナイトスクールで
新しい自分を発見しよう

http://www.kyoto-be.ne.jp/higashi-ayabe-hs/teijisei-hp/

京都府立綾部高等学校由良川キャンパス（東分校）　夜間定時制

■文化系

　 生徒生活体験作文発表会
 　京都府大会　奨励賞

■体育系部活動

　　平成３０年度
　　全国高等学校
　　定時制通信制体育大会
　　第51回卓球大会
　　・男子団体出場
　　・男子個人出場（２名）

　

■総合体育大会

　　平成３０年度 第６９回
　　両丹定時制通信制総合体育大会
　　 ・卓球男子個人の部　優勝
　　 ・ソフトバレーボールの部　優勝

京都府立福知山高等学校三和分校　　昼間定時制

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

校舎写真
○文化系

○体育系
○定時制課程（平成31年４月現在）

農業科・家政科（併せて1学年40人定員）

○創立 昭和23年10月

○生徒数（令和元年５月１日現在）
1年 2年 3年 4年 計

男 進路状況
女 ※ 現役生の進路状況(進路先別実数)

H28年度 H29年度 H30年度

学校生活 国公立４年制大学
私立４年制大学

○授業 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
写真

○修学旅行
写真

○制服 地図
写真

○トピックス

◆JR園部駅からJRバス60分、下の段下車徒歩3分

◆JR綾部駅から福知山市営バス30分、下の段下車徒歩3分

◆JR福知山駅からJRバス30分、下の段下車徒歩3分

　　ゆっくり　確実に　学ぶ君を応援します

　普通教科は、農業科・家政科合
同で実施します。少人数講座も
あります。
　専門教科は、各科で実施します。

　体育祭は10月、文化祭は11月に
実施します。
　芸術鑑賞は、本校と合同で演劇
鑑賞や音楽鑑賞をします。

　全国定時制通信制体育大会へ、陸
上競技部は平成14年度より８回、ソフト
テニス部は平成16年度より７回出場を
果たしています。

その他

　　　　　　所在地　 〒620-1442 福知山市三和町千束35-1
　　　　　　　　　　　  Tel.0773-58-2049  Fax.0773-58-2049

　２年生と３年生が合同で、３泊４日
の研修旅行を隔年で実施してい
ます。　近年は沖縄へ行っています。
令和元年度は実施年です。

　男子：標準学生服
　女子：紺色ブレザー

　日本学校農業クラブ全国大会・農業
鑑定競技会で３年連続優秀賞に輝きま
した。

　少し前までは、陸上競技部やソフトテ
ニス部が全国大会出場の常連でした。
近年ではバドミントン部が女子ダブル
スで近畿大会へ出場するなど、メキメ
キと力をつけ、めざましい活躍をしてい
ます。

 
 

 
 

 
 
 
 

 農業科：春の苗販売  家政科：三和マドレーヌつくり  

卒業生からのメッセージ

三和分校へのアクセス
※ 三和分校へは、福知山駅、綾部駅、園部駅の各方面からバスが運行されています。

ＪＲバス

三和分校

福
知
山
駅

綾
部
駅

福知山市営バス

下
の
段 ＪＲバス

園
部
駅

三和中学校

文

バス停

（30分）

（30分）

（60分）

現在、綾部工業団地の運送会

社で勤務しています。 
三和分校では自然豊かな環

境で、ゆっくり確実に学ぶことが

できました。ひとりひとりにあっ

た教育を考えてくれる学校です。 
（平成 年度卒業 野口 将孝） 

ー 77 ーー 76 ー



 ～Assist your mind ～　君のやる気、応援します！

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○体育系

○定時制課程（平成31年４月現在）
普通科

○創立 昭和23年９月 写真

○生徒数（令和元年５月１日現在） ○文化系
１年 ２年 ３年 ４年 計

男
女

進路状況
学校生活

H28年度 H29年度 H30年度

○授業

○学校行事

地図

○制服

○トピックス

京都府立東舞鶴高等学校浮島分校 夜間定時制

専修・各種学校
就職（公務員含む）

  所在地　〒625-0035 舞鶴市字溝尻150番地の13

その他（在学からの継続就業等）

四年制大学・短期大学

　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

感動の卒業式

卒業生アンケートより（入学して良かったことは？）

・全日制ではできないようなことができた。

・いろんな個性あふれる人たちと出会えた。

・何でも言い合える一生涯の親友に出会えたこと。

・コミュニケーション能力が少し上がった。

・授業がよくわかった。 ・親に負担を掛けなかった。 体育祭（６月）、文化祭（ 月）

球技大会（９月）、遠足（ 月）

浮島クリーン活動（７月）

映画の夕べ

伝統文化体験（華道・茶道）

など

特に指定はありません

一人ひとりに卒業証書が授

与され、大きな拍手を浴びなが

ら笑顔で学び舎を旅立っていき

ました。

男子バドミントン

平成 年度全国大会出場

平成 年度全国大会出場

女子バドミントン

平成 年度全国大会出場

バドミントン

・平成 年度近畿高等学校

定時制通信制体育大会

男子団体・シングルス出場

女子シングルス出場

バスケットボール

・平成 年度から活動

美術 コンピュータ

・文化祭で発表
ペットボトルによる浮島スカイツリー 

ティームティーチングや授

業補助など、きめ細やかな学

習支援をしています。

～ 給食

～ 分授業×４限

～ 部活動 完全下校

　　　　　一人ひとりの目的やライフスタイルに応じて自分のペースで学べます

http://www.kyoto-be.ne.jp/suzaku-hs-tuu/index.htm

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・平成28年度全国定通制体育大会出場

・平成29年度近畿通信制体育大会優勝

・平成30年度全国定通制体育大会女子団体優勝

・平成30年度近畿定通制体育大会女子団体優勝・個人優勝 他

○文化系
 ・社会問題研究部　・美術部
 ・漫画イラストレーション部　
○体育系
 ・卓球部　・バドミントン部

○通信制課程 （平成31年４月現在）  ・バスケットボール部
　　　　　　普通科（単位制）  ・サッカー部
○創立 昭和23年４月朱雀高等学校通信教育部設置  ・ソフトテニス部

昭和37年４月朱雀高等学校通信制課程設置 進路状況
○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年次 2年次 3年次 4年次 計
男 63 102 76 37 278
女 52 97 103 46 298

学校生活
○授業
< ス ク ー リ ン グ > 週１回月曜日又は水曜日の

夜間
月１～２回程度の日曜日

< レ ポ ー ト > 各教科年間６～12本程度
< テ ス ト > 各教科年間２～４回程度

○学校行事
・新入生歓迎スポーツ大会
・通信祭
・生徒総会
・卒業祝賀会

○修学旅行
実施していません。 地図

○制服 近郊地図

※託児室設置（和室利用）

３歳～７歳ぐらいの子どもを預かっています。

○トピックス

　◆JR二条駅、
　 　地下鉄東西線
   　二条駅から
 　　徒歩10分

※上記以外に､特別活動への出席も必要
　　です｡

　　制服は定めていません。

写真

写真

　進路学習会、就職及び進学説明会を実施して、生徒自
らが自分の進路を切り開いていけるよう努めています。
　通信制課程の特性上、現職（アルバイト・パート等を含
む）の生徒が多数ですが、当校全日・定時・通信制で協
力して、職業安定所と連携しながら、就職指導も行ってい
ます。
　進学については、人数は多くはありませんが、四年制大
学、短期大学、専門学校等へ毎年進学をしています。

　京都府立朱雀高等学校　通信制

所在地　〒604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１
Tel.075-841-0754  Fax.075-841-0754

女子バスケットボール部

女子卓球部

卒業生からのメッセージ

写真

通信制という所は、本当に多種多様な経

歴や考えを持っている人達が集まっていま

す。高齢になってから入学された人や高校

を中退した人、病気を抱えている人。日々

の学習という面から見ても、着実に終わら

せ最短で卒業する人、一定の目標に向か

い自分のペースで進める人。場合によって

はあまり卒業する意志もなく、学校に顔を

見せるだけの人や早々に辞めていく人もい

ます。でもそれらのどんな人でもみんな自

分のあるがままに生きていると私は感じま

した。

３月３日（日）に、平成30年度卒業式を

行いました。本校通信制課程は、昭和23

年に設置され、72年目を迎え、3,000名を

超える卒業生を輩出しています。

平成30年度は87名が卒業し、そのあと

の卒業祝賀会では、和やかな雰囲気の

中、様々な困難を乗り越え卒業を勝ち得

た喜びを語り合いました。
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 ～Assist your mind ～　君のやる気、応援します！

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

○体育系

○定時制課程（平成31年４月現在）
普通科

○創立 昭和23年９月 写真

○生徒数（令和元年５月１日現在） ○文化系
１年 ２年 ３年 ４年 計

男
女

進路状況
学校生活

H28年度 H29年度 H30年度

○授業

○学校行事

地図

○制服

○トピックス

京都府立東舞鶴高等学校浮島分校 夜間定時制

専修・各種学校
就職（公務員含む）

  所在地　〒625-0035 舞鶴市字溝尻150番地の13

その他（在学からの継続就業等）

四年制大学・短期大学

　　※現役生の進路状況（進路先別実数）

 
 

感動の卒業式

卒業生アンケートより（入学して良かったことは？）

・全日制ではできないようなことができた。

・いろんな個性あふれる人たちと出会えた。

・何でも言い合える一生涯の親友に出会えたこと。

・コミュニケーション能力が少し上がった。

・授業がよくわかった。 ・親に負担を掛けなかった。 体育祭（６月）、文化祭（ 月）

球技大会（９月）、遠足（ 月）

浮島クリーン活動（７月）

映画の夕べ

伝統文化体験（華道・茶道）

など

特に指定はありません

一人ひとりに卒業証書が授

与され、大きな拍手を浴びなが

ら笑顔で学び舎を旅立っていき

ました。

男子バドミントン

平成 年度全国大会出場

平成 年度全国大会出場

女子バドミントン

平成 年度全国大会出場

バドミントン

・平成 年度近畿高等学校

定時制通信制体育大会

男子団体・シングルス出場

女子シングルス出場

バスケットボール

・平成 年度から活動

美術 コンピュータ

・文化祭で発表
ペットボトルによる浮島スカイツリー 

ティームティーチングや授

業補助など、きめ細やかな学

習支援をしています。

～ 給食

～ 分授業×４限

～ 部活動 完全下校

　　　　　一人ひとりの目的やライフスタイルに応じて自分のペースで学べます

http://www.kyoto-be.ne.jp/suzaku-hs-tuu/index.htm

学校概要 部活動
○全国大会等の活躍

・平成28年度全国定通制体育大会出場

・平成29年度近畿通信制体育大会優勝

・平成30年度全国定通制体育大会女子団体優勝

・平成30年度近畿定通制体育大会女子団体優勝・個人優勝 他

○文化系
 ・社会問題研究部　・美術部
 ・漫画イラストレーション部　
○体育系
 ・卓球部　・バドミントン部

○通信制課程 （平成31年４月現在）  ・バスケットボール部
　　　　　　普通科（単位制）  ・サッカー部
○創立 昭和23年４月朱雀高等学校通信教育部設置  ・ソフトテニス部

昭和37年４月朱雀高等学校通信制課程設置 進路状況
○生徒数（令和元年５月１日現在）

1年次 2年次 3年次 4年次 計
男 63 102 76 37 278
女 52 97 103 46 298

学校生活
○授業
< ス ク ー リ ン グ > 週１回月曜日又は水曜日の

夜間
月１～２回程度の日曜日

< レ ポ ー ト > 各教科年間６～12本程度
< テ ス ト > 各教科年間２～４回程度

○学校行事
・新入生歓迎スポーツ大会
・通信祭
・生徒総会
・卒業祝賀会

○修学旅行
実施していません。 地図

○制服 近郊地図

※託児室設置（和室利用）

３歳～７歳ぐらいの子どもを預かっています。

○トピックス

　◆JR二条駅、
　 　地下鉄東西線
   　二条駅から
 　　徒歩10分

※上記以外に､特別活動への出席も必要
　　です｡

　　制服は定めていません。

写真

写真

　進路学習会、就職及び進学説明会を実施して、生徒自
らが自分の進路を切り開いていけるよう努めています。
　通信制課程の特性上、現職（アルバイト・パート等を含
む）の生徒が多数ですが、当校全日・定時・通信制で協
力して、職業安定所と連携しながら、就職指導も行ってい
ます。
　進学については、人数は多くはありませんが、四年制大
学、短期大学、専門学校等へ毎年進学をしています。

　京都府立朱雀高等学校　通信制

所在地　〒604-8384 京都市中京区西ノ京式部町１
Tel.075-841-0754  Fax.075-841-0754

女子バスケットボール部

女子卓球部

卒業生からのメッセージ

写真

通信制という所は、本当に多種多様な経

歴や考えを持っている人達が集まっていま

す。高齢になってから入学された人や高校

を中退した人、病気を抱えている人。日々

の学習という面から見ても、着実に終わら

せ最短で卒業する人、一定の目標に向か

い自分のペースで進める人。場合によって

はあまり卒業する意志もなく、学校に顔を

見せるだけの人や早々に辞めていく人もい

ます。でもそれらのどんな人でもみんな自

分のあるがままに生きていると私は感じま

した。

３月３日（日）に、平成30年度卒業式を

行いました。本校通信制課程は、昭和23

年に設置され、72年目を迎え、3,000名を

超える卒業生を輩出しています。

平成30年度は87名が卒業し、そのあと

の卒業祝賀会では、和やかな雰囲気の

中、様々な困難を乗り越え卒業を勝ち得

た喜びを語り合いました。

写真
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京都府立西舞鶴高等学校 通信制

学校概要 運動・文化活動
○各種大会の実績

校舎写真

○通信制課程（平成31年４月現在） ○文化系
普通科    イラスト同好会

○創立 昭和23年10月 ○体育系
　　陸上競技部

○在籍生徒数（令和元年５月１日現在） 　　卓球部
Ⅰステージ Ⅱステージ Ⅲステージ 計 　　バドミントン部

男
女 進路状況

（実数）

学校生活 H28年度 H29年度 H30年度
大学進学（短大含む）

○授業

写真

写真

○学校行事

○特別学習会

地図

○校外学習（遠足）

近郊地図

○制服

　制服は、ありません。各自、私服での登校となります。

○トピックス

　公式ＨＰに掲載していますので、ご覧ください。 　　　　◆JR西舞鶴駅から徒歩５分

その他

　通信制での学習は、レポート（Ｒ）、テスト
（Ｔ）、スクーリング（Ｓ）を三本柱としていま
す。　年間約30日のスクーリングを起点にし
て、１単位当たり３本のレポート（４単位科目
なら年間12本）を完成することで学習を進め
ます。アルバイト等の仕事や家事、育児等と
両立しながら、自学自習に取り組むことを基
本としています。
　本校のスクーリングは、毎週１回土曜また
は日曜の昼間に実施しています。

就職（公務員含む）

　遠足（５月）、ものづくり教室（８月）、定通
総体(９月）、体育祭（10月）、彩雲祭（文化
祭・12月）等があります。

　バス遠足を実施。H30年度は、神戸ハー
バーランド等に出向きました。
　　（５月実施、希望者対象）

　・理科校外学習会
　　　　フィールドワーク（外部施設）等
　・体育特別学習会
　　　　ドッヂビー

専修・各種学校進学

～　生涯学習　今だから通信制　～

所在地　〒624-0841 舞鶴市字引土１４５番地

　第61回近畿地区高等学校通信制課程体育大会
　　卓球女子の部　優勝
　第69回両丹高等学校定時制通信制総合体育大会

　　発表大会　奨励賞

　　発表大会　奨励賞
　第14回京都府高等学校定時制通信制生徒生活体験
　　総合女子の部及び卓球女子の部　第２位

　平成30年度近畿地区高等学校通信制生活体験

主な進路先（平成 年度）＜実数＞

大学 短大を含む
鳥取大学（１）、宮崎公立大学（１）、日本大学 通 （１）

専門学校等
大阪総合デザイン専門学校（１）

就職等
株 カルビー（１名）、飯野港運（１名）、日本製紙クレシ

ア（１名）、日本板硝子（１名）、綾部郵便局（１）

おぜき歯科（１名）、ことぶき園芸（１）、その他（５）

高校名 開催内容 日時 学科等 対象 概要 電話番号

学校公開
R元.7.6（土）
10:00～17:00

普通科
文理総合科

中学生
保護者
中学校教員

学校説明､施設見学､部活動見学、
在校生発表等、進路相談、個別相談

部活動体験
R元.8.19（月）
9:00～17:00

中学生 部活動体験・見学

部活動体験
R元.8.21（水）
9:00～17:00

中学生 部活動体験・見学

部活動体験
R元.9.8（日）
9:00～17:00

中学生 部活動体験・見学

入試説明会
R元.9.10（火）
16:00～17:00

普通科
文理総合科

中学校教員 学校説明､入試説明

学校説明会等
R元.9.28（土）
午前　9:30～12:30
午後　14:00～17:00

普通科
文理総合科

中学生
保護者
中学校教員

学校説明､施設見学､部活動見学、
在校生発表等、進路相談
※午前・午後　同一内容で実施

学校説明会等
R元.11.9（土）
9:30～12:30

普通科
文理総合科

中学生
保護者
中学校教員

学校説明、施設見学、部活動見学、
在校生発表等、進路相談、個別相談、
文理総合科選抜問題についての説明

学校説明会
R元.9.19（木）
15:30～17:00

普通科 中学校教員
学校説明
※詳細はホームページに掲載

学校説明会
部活動見学会

R元.9.28（土）
10:00～12:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

学校説明・部活動見学
※詳細はホームページに掲載

学校説明会
個別相談会

R元.11.23（土）
10:00～15:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

学校説明・個別相談
※詳細はホームページに掲載

個別相談会
R元.12.14（土）
10:00～15:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

個別相談
※詳細はホームページに掲載

学校説明会
進路相談会

R2.1.18（土）
10:00～12:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

学校説明・進路相談
※詳細はホームページに掲載

学校説明会
R元.6.15（土）
13:00～16:30

普通科 
中学生
保護者
中学校教員

学校説明､ 在校生発表 （ 同じ内容で２回実施 ）
進路相談、部活動見学

学校説明会
部活動体験

R元.8.24（土）
9:00～16:30

普通科 
中学生
保護者
中学校教員

学校説明､ 在校生発表 （ 同じ内容で２回実施 ）
部活動体験・見学
※部活動ごとに時間を指定して開催。
※この日に限らず希望があれば随時対応。

学校公開
学校説明会

R元.9.21（土）
10:00～16:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

体験授業、施設見学、学校説明、在校生発表、
進路相談、部活動見学

学校説明会 R元.10月　日時未定 普通科 中学校教員 学校説明、 授業見学、 施設見学

学校説明会
R元.12.7（土）
13:00～16:30

普通科
中学生
保護者
中学校教員

学校説明、進路相談

部活動体験
R元.8.24（土）
10:00～14:00

普通科
中学生
保護者
中学校教員

部活動体験･見学　＊8月24日に実施できない部
活動については8月22日（木）に実施

学校説明会
R元.9.21（土）
①12:45～13:20
②13:30～15:00

普通科（①スポーツ総
合専攻・②文理コー
ス）

中学生
保護者
中学校教員

学校説明､施設見学､在校生発表等､
進路相談

学校説明会
R元.10.19（土）
13:30～15:00

普通科（文理コース）
中学生
保護者
中学校教員

学校説明､施設見学､在校生発表等､
進路相談

個別相談会
R元.11.16（土）
10:00～12:30

普通科（文理コース）
中学生
保護者
中学校教員

施設見学、進路相談、個別相談

鴨沂
075-231-

1512

洛北
075-781-

0020

京都市・乙訓通学圏

清明
075-417-

4031

令和元年度 京都府公立高等学校説明会等開催予定日

  詳しい内容や日程が確定していないものについては、各学校にお問い合わせください。
  また、特に記載のない場合、開催場所は高等学校です。

山城
075-463-

8261
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