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学校名 

京都府立北桑田高等学校 
＜地域創生推進校＞ 

（電  話）075-854-0022 (FAX)075-854-0310 
（ホームぺージ）http//www.kyoto-be.ne.jp/kitakuwada-hs/ 

学科名 森林リサーチ科 

学科定員 30人 

学科の特色 

 

 

 

 

取得可能資格 
・危険物取扱者  ・ワープロ検定  ・情報処理検定  ・小型フォークリフト 

・小型車両系建設機械  ・漢字検定  ・英語検定  ・秘書検定 

進路状況 

H27卒業生（29人）【進学】愛媛大学 鳥取大学 京都府立大学 鹿児島大学 鹿屋体育

大学 金沢工業大学 明治大学 日本大学 日本体育大学 京都産業大学 甲賀健康医

療専門学校 ＹＩＣ京都工科大学校 京都建築大学校 京都医療福祉専門学校 南丹看

護専門学校など（約７割）【就職】瓦屋根職人 農業法人 建設 介護 など 

 
その他 

＊通学困難な生徒のために学生寮があります。 

＊30人の定員を 2つのコース（大学進学・技術者）に分けて少人数で手厚く指導します。 

 

巨木に会いに･･･ 

チェーンソーで 

木を伐る！！ 

伐った木を 

ログハウスに。 

心を込めて 

木工作品づくり。 

地球も測れる！？ 

測量実習 

女子だって 

重機を運転！！ 



TAFS Programが提供する12の研究群

・中学校で導入された「栽培」に対応するため、土壌の無い場所で野菜栽培法の研究!

・繁殖しにくい植物をバイオ技術で増殖し活用する研究!!

・植物の凍結保存技術を開発し、絶滅危惧種を少ない面積で保護!

・第3の穀物と呼ばれる「キノア」で、急増する世界人口の食料問題の解決を図る!

・連続で栽培できないエビイモ（京野菜）の養液栽培法の開発で、食料革命!!

・日本に普及されていない調理用トマトを栽培法の研究から調理まで実践!

・農薬を極力使わない安心・安全・高品質な野菜栽培技術の開発！

・京野菜が秘めた能力を発見・分析、機能性食材として活用する!!

・ヒマワリで畑をデザインし、地域活性化させるため、品種・高さ・色をコントロールする研究！

・京庭園に秘められた美の要素を科学的に検証し、庭園設計に活用する!!

・果物に近い甘さを持つ高糖度トマトを、植物工場で実現する!

・１万年近く各地に自生する日本芝の固有種を特定!東北復興に活用する!!

文部科学省 SSH 指定校

（電話） ０７５－３９１－２１５１

（FAX） ０７５－３９１－２１５３
（ホームページ） http://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/

園芸ビジネス科（４０名）・植物クリエイト科（４０名）
園芸ビジネス科：草花・野菜などの生産栽培・伝統栽培技術の継承

植物クリエイト科：新品種の育成と増殖・伝統植物の発掘・保全・開発

進路実績 (普通科３６０名・専門学科８０名）

国公立大学 H25 H26 H27

桂高校全体 ７ 15 ９

専門学科 ３ ８ ５

３年間の主な進学先 京都府立大学、京都教育大学、滋賀大学、京都工芸繊維大学、茨城大学
千葉大学、鳥取大学、愛媛大学、香川大学、高知大学、県立広島大学
龍谷大学、東京農業大学、明治大学、長浜バイオ大学、京都学園大学
近畿大学、京都産業大学、酪農学園大学、日本大学

※スーパーサイエンスハイスクール（SSH)は農業専門学科が
平成２５年度文部科学省より指定を受けて実施しています。

この香りメロン！

※糖分の無い機能性
スイーツが誕生!!

世界初!!エビイモの
養液栽培!

※イモが米に変わる主要作物に
なる。環境・食料問題の解決

農業は科学
の時代に!

青森県種差海岸で
緑化活動!!



京都府立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［ 商業 に関する学科］ Ｎｏ １

京都府立 京 都 す ば る 高等学校
学校名

（電話）075-621-4788 （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/subaru-hs/

商 業 に 関 す る 学 科

学科名 会 計 科（アカウンティングフィールド）

キャリアコース ファイナンスコース

学科定員 ８０名程度（２年時～） ４０名程度（２年時～）

企業会計に明るく、ビジネスプランを 人・社会とお金の関わりに明るく、ライフ

提案できる人材を育成します。 プランを提案できる人材を育成します。

学科の特色

税理士事務所でのインターンシップ、

学んだ会計の知識と技術を活かします。

実際の企業の強み・弱みを分析して、 地域金融機関の役割とそのしくみを

新たなビジネスプランの提案をします。 インターンシップをとおして学びます。

日本商工会議所主催 簿記検定 金融知力普及協会主催 金融知力検定

取得可能資格 全 商 協 会 主 催 簿記実務検定 日本ＦＰ協会主催 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能

情報処理検定 士検定

ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定 全 商 協 会 主 催 簿記実務検定

珠算・電卓実務検定 情報処理検定

①会計科の募集定員は１２０名 《特色ある取組（２コース共通）》

そ の 他 ②２年次よりコース制を導入 ①高大接続事業の実施

③進路目標として就職・進学に対応 ②高度資格取得への支援

③インターンシップの実施

－３－
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京都府立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［ 商業 に関する学科］ Ｎｏ ２

京都府立 京 都 す ば る 高等学校学校名 （電話）075-621-4788 （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/subaru-hs/

商 業 に 関 す る 学 科学科名
企画科（プランニングフィールド） ビジネス探求科 (クエストフィールド）

学科定員 ８０名 ４０名
企画力およびプレゼンテーション能力の習 マスコミや観光分野などで活躍する人材育成

得を目指します。 を目指します。

学科の特色

生徒自身が模擬株式会社を起業して地元商 フィールドワークを通じて、「京都」を学び

店街で販売会を開催します。 私たちのより良い未来を考えます。

地元農家や企業を元気にする企画を考えま 海外の人々や他校との交流授業を行います。

す。

全商協会主催 簿記実務検定2級 全商協会主催 情報処理検定1級 英語検定1級

取得可能資格 商業経済検定1級 ワープロ実務検定1級

情報処理検定1級 京都商工会議所主催 京都・観光文化検定試験

ﾜｰﾌﾟﾛ実務検定2級 旅行業協会 国内旅行業務取扱管理者

ニュース検定協会主催 ニュース時事能力検定 日本英語検定協会 実用英語技能検定2級

ビジネスプランコンテスト多数入賞、生徒 ① 授業として校外学習を積極的に取り入れ

商業研究発表大会出場、インターンシッ ています（フィールドワーク）。

そ の 他 プ、京都すばるデパート新商品開発、地元 ② センター入試にも対応しています。

商店街販売実習、企画科生徒による中学生 ③ 図書館を利用した探究学習が体験できま

へのビジネスマナー講習会実施 す。



- 5 -



京都府立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［ 情報 に関する学科］ Ｎｏ ３

京都府立 京 都 す ば る 高等学校
学校名

（電話）075-621-4788 （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/subaru-hs/

情報に関する学科 ▽昨年(平成27年)度卒業生の進路実績
学科名

情報科学科（インテリジェントフィールド） 【会計科の主な進学先】(人数)

学科定員 ８０名 滋賀大学(2)・兵庫県立大学(1)・京都文教大

情報のスペシャリスト育成を目指した、京 学(6)・京都産業大学(5)・近畿大学(3)・龍谷

都で唯一の情報に関する専門学科です。 大学(3)・大谷大学(3)・帝塚山大学(1)・大阪

商業大学(6)・摂南大学(3)・京都橘大学(1)・

※平成28年４月～文部科学省スーパープロ 佛教大学(1)・関西外国語大学(1) 他

フェッショナルハイスクール(SPH)研究指 【企画科の主な進学先】(人数)

定校に選ばれました。 京都教育大(1)・同志社大学(1)・関西大学(1)

・京都産業大学(9)・龍谷大学(1)・京都造形

芸術大学(3)・大谷大学(3)・近畿大学(2)・大

阪経済大学(2)・京都橘大学(1)・大阪商業大

学科の特色 学(1) 他

【ビジネス探究科の主な進学先】(人数)

大谷大学(5)・同志社大学(3)・京都産業大学

(3)・佛教大学(2)・大阪経済大学(2)・追手門

学院大学(2)・長浜バイオ大学(2)・京都造形

芸術大学(1) 他

実習で各自のノートパソコンを活用します 【情報科学科の主な進学先】(人数)

京都工芸繊維大学(1)・和歌山大学(1)・京都

府立大学(1)・広島市立大学(1)・大阪電気通

信大学(21)・京都産業大学(17)・大阪工業大

学(9)・立命館大学(5)・龍谷大学(4)・佛教大

学(4)・近畿大学(4)・摂南大学(4)・中央大学

(1)・同志社大学(1) 他

【昨年(平成27年)度卒業生の主な就職先】

株式会社堀場製作所・京セラ株式会社・株式

プログラミング、情報セキュリティに関す 会社南都銀行・関電不動産株式会社・東海旅

る競技会等を通じて情報技術者を育てます 客鉄道株式会社(JR東海)・西日本旅客鉄道株

式会社(JR西日本)・阪急電鉄株式会社・近畿

経済産業省 ＩＴパスポート試験 日本鉄道・京福電機鉄道・関電サービス株式

基本情報技術者試験 会社・株式会社ジェイアール西日本ホテル開

取得可能資格 応用情報技術者試験 発・株式会社セブンイレブンジャパン・京都

Ｐ検協会 Ｐ検 2級､準2級､3級 駅観光デパート・島津エイテック株式会社・

総務省 工事担任者 ＤＤ種 日本写真印刷・タツタ電線株式会社・互応化

陸上特殊無線技士 学工業株式会社・星和電気株式会社・福山通

株式会社・黄桜株式会社・京都青果合同株式

○個人又は学校斡旋でノートパソコンを購 会社・株式会社新学社・佐川印刷・株式会社

入いただきます。 平和堂・京都府警察官・京都府警察事務・京

そ の 他 学校斡旋の価格は、平成2８年度入学生の 都市消防局 他

場合で、138,000円でした。

－５－





 

 

学校名 

京 都 府 立 京 都 八 幡 高 等 学 校 （ 南 キャンパス ） 

（電  話）０７５－９８２－５６６６ 

（ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/kyotoyawata-hs/ 

学科名 人間科学科 介護福祉科 

学科定員 ３０名 ３０名 

学科の特色 

 

 

 

 

 

 

取得可能 

資格 

・普通救命講習 

・日本漢字能力検定 

・実用英語技能検定 

・実用数学技能検定  他 

・介護福祉士国家試験受験資格 

・普通救命講習 

・日本漢字能力検定 

・実用英語技能検定  他 

進路状況 

★卒業生の進路状況（５期計１２１名卒業） 

四年制大学 40名 (33.1％) 

短期大学 19名 (15.7%) 

専門学校 41名 (33.8%) 

就職 12名 (10.0%) 

その他 9名 (7.4%) 

 

★卒業生の進路状況（５期計１２０名卒業） 

四年制大学 17名 (14.1％) 

短期大学 5名 (4.2%) 

専門学校 26名 (21.7%) 

就職 63名 (52.5%) 

その他 9名 (7.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

特色ある取組 

◆八幡支援学校（小中高等部）との「授業交流」 

◆小学校特別支援学級・保育所・幼稚園での「交流体験」 

◆ハンセン病学習  ◆絵本の読み聞かせ 

◆大学・専門学校との「連携授業」 

◆対人援助に関わる様々な「体験」 

平成２７年度卒業生 

介護福祉士国家試験合格率!! 

91.3％（全国の合格率57.9％） 

  同一敷地内にスクールパートナーである八幡支援学校があり、昼休み交流 

や授業交流・行事交流等、日常的に交流を深めている。 

小・中・高等部をもつ支援学校の児童生徒と高校生との交流は全国唯一の 

取組であり、人と関わる上で大切である“福祉のこころ”を自然に備えるな 

ど、大きな成果をあげています。 

南キャンパス ＝ 人間科学科 × 介護福祉科 ＝ 専門学科 

夢をかなえる“じぶん”になる。 

介護福祉士国家試験受験資格 

が取得できます。 

子どもたちとの交流を通して 

「人間力」を磨きます。 

交流体験 読み聞かせ 

口腔ケア 

福祉体験ｻﾎﾟｰﾄ 

ベッドメイキング 

授業交流 

福
祉
マ
イ
ン
ド
を
身

に
つ
け
、
進
学
す
る
生

徒
も
い
ま
す
。 

着脱介助 

進
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教
育
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・ 
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福
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系
に
進
学 

喀痰吸引 

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


京都府公立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［工業に関する学科］ 
                              Ｎｏ １ 

 

  

学校名 
京 都 府 立 田 辺 高 等 学 校 

                （電  話）０７７４-６２-０５７２  

           （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/tanabe-hs/mt/ 

学科名 
 

 

 

学科定員 ４０名 ３０名 

学科の特色 

部活動・資格取

得・ものづくりコンテ

ストへの参加等を活

かし、実績を重ね、

理工系四年制大

学への進学を目指します。 

大学との連携や創造的実習を通し、先端

技術に触れながら、新たに創りだす創造的な

技術を探究する姿勢を育成します。 

ものづくり技術の基盤となる学科です。計画から

加工そして完成まで、ものづくり全般について「知

識」と「技術」を学びます。 

また、電気やICT関係の

基礎も学びながら、機械技

術者としての基礎・基本を

身につけます。 

取得可能資格 

(機械系） 
危険物取扱者・ガス溶接技能講習・アーク
溶接特別教育・技能検定(普通旋盤等） 

(電気系） 
電気工事士・電気主任技術者・工事担任
者・技能検定(電気・電子機器組立等) 

(情報系） 

ディジタル技術検定・ITパスポート・基本情

報処理技術者・情報システム試験  他 

【機械系資格】 

危険物取扱者・ガス溶接技能講習・アーク溶

接特別教育・技能検定(普通旋盤等） 

【検定試験等】 

基礎製図検定・ 

機械製図検定・ 

計算技術検定・ 

情報技術検定 等（一部抜粋） 

進路状況 
 

豊橋技術科学大学・京都教育大学・香川大

学・同志社大学・大阪工業大学・摂南大学・

大阪電気通信大学・大阪産業大学  他 

（工業技術科実績） 

＜H27年度 機械技術コース実績＞ 

島津製作所・日本電産シンポ・椿本スプロケッ

ト・クシベウィンテック京都工場・パナソニックｵｰﾄﾓ

ｰﾃｨﾌﾞ&ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑズ・長島精工・日新電機・

カツシロマテックス・谷テック・阪口製作所・カシフ

ジ・旭金属工業・京栄工業・福田金属箔粉工

業・セブンエンジニアリング・フジヤマ技研・自衛

隊 

そ の 他 

高大連携を実施 

 １年次 香川大学と連携 

  LEGO制御プログラミング 

 ２年次 京都大学と連携 

  機械系・電気系の講義 

 ３年次 様々な大学と連携 

課題研究で共同研究 

放課後の活用 

 平日の７限目を放課後活用の時間とし、

部活動、ものづくりや研究など生徒の自主

性を伸ばすための時間を設けます 

 

高校生ものづくりコンテスト【旋盤作業部門】や

若年者ものづくり競技大会【旋盤職種】などの

各種競技会で活躍しています。 

 また、実社会で認められている技能検定２級に

高校２年生で複数合格しています。 

 



京都府公立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［工業に関する学科］ 
                              Ｎｏ ２ 

 

  

学校名 

京 都 府 立 田 辺 高 等 学 校 

                （電  話）０７７４-６２-０５７２  

           （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/tanabe-hs/ 

学科名 
  

 

学科定員 ３０名 ３０名 

 

 学科の特色 

電気工事や発電・送電技術、発電機や
モータ技術、制御技術などを学習します。工
場やビルなどの電気
設備の管理・保全を
行う電気の技術者と
しての知識・技術を
身につけるとともに、
第一種・第二種電気
工事士免状の取得
を目指します。 

 
 

☆近畿で 唯一 の学科☆ 
 

 ☆実践的な 技術力 を育む☆ 

自動車業界を担うエンジニアを育てる 

 

 取得可能資格 
・ 卒業後に一定の実務経験を得た後「第三
種電気主任技術者」の免状交付申請に
より取得できます。 

・ 卒業後は「第二種電気工事士筆記試
験」が免除されます。在学中の取得を目指
します。 

・ 「通信技術」を選択すると、卒業後に「第
三級陸上特殊無線技士」や「第二級海
上特殊無線技士」の免状交付申請により
取得できます。 

・ 電気通信に関する工事担任者 
・ 技能検定(電気機器組立など) 
・ ディジタル技術検定、計算・情報・基礎製
図検定などの各種検定 

 ～国家資格～ 

 ―３級自動車整備士－ 
（シャシ・ガソリン・ジーゼル） 
 Ｈ２７年度 ２２名 が合格！！  

☆多くの卒業生が、エンジニアとして活躍中☆ 

[資格] 
危険物取扱者・ガス溶接技能講習・アーク溶

接特別教育・技能検定(内燃機関組立）低

電圧安全講習 等 

[検定資格] 

基礎製図検定・ 機械製図検定・ 計算技術

検定・情報技術検定 等 
 

 

 

進路状況 

《就職》 
（平成26・27年度卒業生の主な就職先） 
関西メルテック(株)、星和電機(株)、東芝エ
レベータ(株)関西支社、ニッタ・ハース(株)京
都工場、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ日東(株)、日新
電機(株)、(株)堀場製作所、ｼｬｰﾌﾟｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ(株)、(株)堀場テクノサービス、(株)菊水
製作所、 ㈱カシフジ、㈱明治乳業京都工
場、応用電機㈱、㈱かんでんエンジニアリン
グ、富士高分子㈱、ＴＯＷＡ㈱、京都電機
器㈱、高槻電器工業㈱、山科電気工事
㈱、ジョーシンサービス㈱ 等 

《就職》 
トヨタ自動車(株) ダイハツ工業(株)  
DMG森精機(株) (株)エクセディ 
（整備士での就職） 
京都ダイハツ販売(株) 京都日野自動
車(株) (株)近畿ふそう ＵＤトラックス(株) 
(株)大黒商会 (株)リバティ等 
 
《進学》（１・２級整備士を目指して進学） 
大阪工業大 高山自動車短 ホンダテクニカ

ルカレッジ関西 トヨタ神戸自動車大学校 等 

そ の 他 
高校生ものづくりコンテストの【電気工事部
門】や【電子回路部門】、若年者ものづくり
競技大会【電気工事職種】などの各種競技
会で活躍しています。 

若年者ものづくりコンテスト 
【自動車整備部門】全国第３位！ 
 

 

 

自動車整備士への求人が増えています 

講習会を実施し高い合格率を確保 

車検ができる認証工場で学べる 

自動車整備士を養成する学科 



京都府公立高等学校  専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料  [商業に関する学科・農業に関する学科] 

学 校 名 
京   都   府   立   木   津   高   等   学   校 

（電 話）   ０７７４－７２－００３１ 

（ホームページ）http://www.kyoto-be.ne.jp/kizu-hs/ 

学 科 名  
  

学科定員 ４０名 ４０名 

学科の 

特色 

 
 

取得可能 

資格 

全国商業高等学校協会主催  
簿記実務検定 ビジネス文書実務検定  

情報処理検定 珠算電卓検定 英語検定  
日本商工会議所主催  

簿記検定 実務技能検定協会主催 秘書技能検定  

  日本情報処理検定 危険物取扱者資格（丙、乙4、他） 
  農業技術検定（３～２級）農業検定（初・中・上級） 
  日本茶検定（３年生対象） 
  京野菜検定 

進路状況 

  

地域連携 

活動 

・ 

各種大会 

ｺﾝﾃｽﾄ 

  

    

 

将来社会で活躍する人材の育成を目指す。 
(1) 情報活用能力の育成 
(2) 企画力・コミュニケーション能力の育成 
(3) 資格取得 
(4) 地域社会と連携した教育活動の実践 
(5) 国公立大学等への進学・大手企業への就職を 

目指したきめ細かな進路指導 

 

(1) 園芸作物の生産技術を中心に指導し、農業後継者育
成と農業技術者の育成を図る。 

(2) 農業専門クラブを充実し、専門性を高める研究活
動。 

(3) 環境保全型農業の実践。    
(4) ＴＶＦ講座など継続性のある地域連携活動の実施 
(5)   農業生産工程管理を徹底し、安全な農作物を生産。 
(6)  生徒個々に対応した、きめ細やかな進路指導。 

４年制大学  

滋賀大、龍谷大、同志社女子大、近畿大、 
京都産業大、大阪芸大、大阪商業大、大阪産業大、
大阪人間科学大学 など 

短期大学・専門学校  
京都文教短大、東京経営短大、関西女子短大、 
大阪夕陽丘学園短大など 
京都ＩＴ会計専学、奈良コンピュータ専学 など 

就  職  
奈良県警、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、近鉄、 
京都ホテル、平和堂、近商ストア、ＪＡやましろ、
モトーレンＴＩ、ヒューテックノオリン、森精機、
京装コンピュータ、コーデンシなど 

合格！ 

４年制大学  

京都教育大、龍谷大学、東京農大、近畿大、 
京都学園大、酪農学園大学、京都文教大、大阪産業大、 
大阪芸術大、帝塚山大など 

短期大学・関連専門機・専門学校  
 京都文教短大、聖母短大、池坊短大、奈良佐保短大など 
 (独)農研機構野菜茶業研究所、京都府立農業大学校、京都
府立林業大学校、大阪動植物専、京都第一赤十字看護専、
洛和会京都看護学校など 

就  職  
JR 西日本、宇治田原製茶場、近畿日本鉄道、京都ホテル、
近商ストア、三菱モータース奈良、(財)今日庵、学研都市病
院、内外化成、野村佃煮、キャピタル東洋亭など 

ワープロ競技大会 
中学校マナー指導 

簿記コンクール 

ＡＢＣマーケット 

生徒商業研究発表大会 

ｴｺｷｬﾝﾄﾞﾙ 
講習会 新茶販売 

ｴｺｷｬﾝﾄﾞﾙ開発 職場体験 

パソコン教室の指導 
保育園児と芋堀 

寄せ植え教室 

茶摘み 

精華中収穫祭 

木の津まつり 

お茶と生け花の祭典 

農 のまち TVF講座 

伝統文化体験授業 

宇治植物園 
講習会 

品評会 

小学校体験教室 

ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ 
試飲販売 



 



京都府公立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［総合学科］ 

学校名 
 

住所 亀岡市馬路町中島 1 電話 0771-24-1821 メール nantan-hs@kyoto-be.ne.jp 

ホームページ http://www.kyoto-be.ne.jp/nantan-hs/ 

 

総合学科 

について 

総合学科は、普通科、専門学科に並ぶものとして、文科省が導入した第３の学科で、生徒

が選んで学べる科目が多く、進路に関する教育を重視し、将来を見通した学びが特徴です。 

100 を超える選択科目が系列に分類され、選択の自由度が大きいのも特徴です。5 つの

系列のうち職業に関するのがテクニカル工学系列とビジネス情報系列です。 

大学進学に対応！ 

  普通科の科目をすべて置き、さらに進学対応の学校設定科目を設置して、大学進学

を目指す生徒を強力にサポートします。 

やる気を引き出す！ 

学ぶ科目を自分で選べる総合学科は意欲をもって学べ、また少人数の講座のきめ細

かい指導で勉強にやる気が出ます。さらに体験・実習・フィールドワーク等、興味

と意欲を引き出す特色ある科目が、たくさんあります。 

充実した施設、設備！ 

  普通科目に加え、情報・商業の科目も学べる３つの最新のコンピュータ教室！ 

  平成 27 年度竣工のピカピカの工業実習棟で充実した実習ができる！ 

  広いグラウンド、充実した体育施設、体育科目も多く設置し、部活動も盛んです！ 

京都市から通える！ 

  最寄駅のＪＲ千代川駅は京都駅から快速で 26 分です。また南丹高校は駅から徒歩

14 分の便利な場所にあり、京都府南部からも志願できます。 

系列名 
テクニカル工学系列 

～将来につながる技術とおもしろさ～ 

ビジネス情報系列 
～情報社会で活躍できる実践力～ 

系列定員 18 名（最大 27 名） 30 名程度 

系列の特色 

３年間で１２科目２１単位の工業に関する科

目を学び、工業の基礎を身につけます。 

普通科目も多く、大学の工学部への進学にも

対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

簿記、会計などの商業科目と情報の専門科目を

学び、ビジネスの知識と技能、情報社会の先を

行く実践力を身につけます。 

 

 

 

 

 

 

資格・検定 

 

進路状況 

<全工協会主催> 

 計算技術検定 情報技術検定 基礎製図検定 

<全商協会主催> 

 情報処理検定 ワープロ実務検定 簿記実務検定   

<国家技能検定> 

普通旋盤 機械検査 電子機器組立 

○テクニカル工学系列は開設したばかりで、まだ卒業生はい

ませんが、地元ものづくり企業(サポート企業 47 社)から

熱烈な支援と期待をいただいています。 

 

 

 

 

大

学
42%専門

学校
37%

就職
17%

その

他
4%

28年3月卒業生進路先



 

 

学校名 

         京 都 府 立  農農  芸芸    高 等 学 校 

         (電  話) ０７７１   -  ６５   -００１３ 

           (ホームぺージ)htpp://www.kyoto-be.ne.jp/nougei-hs 
 

学科名 農農農産産産バババイイイオオオ科科科   環環環境境境緑緑緑地地地科科科   

学科定員 
農業学科群として一括募集します。(定員１１０名) 

２年生から 農産バイオ科 (６コース) と 環境緑地科 (２コース) に分かれます。 

 

 

学  科 

の 

特  色 

  

取得可能 

資 格 

        

進路状況 

【大 学】 福知山公立大学(地域経営学部)、東京農業大学(農学部・生物産業学部)、酪農学園大学(食と健康学類)、 

日本大学(生物資源学部)、長浜バイオ大学(ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学部)、京都学園大学(バイオ環境学部)、摂南大学(理工学部)、 

京都造形芸術大学(芸術学部)、花園大学(文学部・社会福祉学部)、大阪保健医療大学(保健医療学部) 

【短 大】 西日本短期大学(緑地環境学科)、京都光華女子大学短期大学部(ライフデザイン学科)、大阪成蹊短期大学 

(幼児教育学科)、池坊短期大学(幼児教育科) 

【農業大学校】  京都府立農業大学校、中国四国酪農大学校、八ヶ岳中央農業実践大学校 

【専修各種学校】  大阪 ECO 動物海洋専門学校、修成建設専門学校、大阪バイオメディカル専門学校、京都歯科医療 

 技術専門学校、京都栄養医療専門学校、大阪アミューズメント専門学校、京都保育福祉専門学校、関西美容専門学校, 

京都美容専門学校、京都コンピュータ学院、日本理工情報専門学校 

【農・建設・造園】池内善兵衛園、(株)いずみ、京都食肉市場(株)、(株)田中測量設計事務所、(株)辻井造園、木材開発(株), 

(株)石村組 

【製 造】 エスピータック(株)、開明伸銅(株)、(株)テクノアイ、(株)光製作所、山崎製パン(株)、(株)大安、山下慶秀堂, 

ユニチカスパークライト(株) 

【運輸・通信】 (株)ＡＢＣ、京都日野自動車(株)、(株)引越社、ヤマト運輸(株) 

【卸・小売】 (株)寿香寿庵、(株)サンフェステ、(株)ハートフレンド、(株)モリタ屋 

【サービス】 (株)王将フードサービス、(株)エリッツ、(株)フジ技工、(有)渓山閣、介護老人保健施設シミズふないの里,

介護老人保健施設・陽生苑、(株)環境保全公社、観光日本(株)京都ゴルフ、鉄道リネンサービス(株)、(株)トライコム 

アドバンス 

【公務員】 京都府職員初級農業、京都府職員初級畜産 

 

受 賞 

表 彰 

第14回全日本ホルスタイン共進会   第32回日本菊花全国大会      第53回技能五輪全国大会(職種造園) 

北海道大会 優等賞(京都府初)    参議院議員賞            銀賞(京都府高校生初) 

 
 
 

○農産バイオ科 

 植物の栽培や家畜の飼育の知識と技術を専門的

に学び,生命の機能を最大限に発揮させる手法を

得るとともに,応用技術へと接続させます。 

 ２年生から畜産,動物バイオ,植物バイオ,草花,

野菜,作物の６コースに分かれ,高い専門性と研究

態度を育み,進路決定へとつなげます。 

○環境緑地科 

 共生をキーワードに「人間と自然のバランス」

を工学,自然科学,文化と多様な視点から捉え,緑

豊かで潤いのある国土の景観や環境保全を実現

する技術を学びます。 

 ２年生から造園コース,農業土木コースに分か

れ,高い専門性と確かな技術を育み,進路決定へ

とつなげます。 

◆日本農業技術検定    ◆園芸装飾技能士   ◆危険物取扱者        ◆初級バイオ技術者検定 

◆日本語ワープロ検定   ◆情報処理検定   ◆ボイラー取扱技能講習   ◆色彩検定   ◆測量士補 

◆小型車両系建設機械特別講習    ◆小型フォークリフト特別教育      ◆天井クレーン特別教育 

◆造園施工管理技術者検定 ◆造園技能士    ◆土木施工管理技術検定   ◆トレース技能検定 他 



 



京都府公立高等学校 専門学科（職業教育を主とする学科）説明会資料［ に関する学科］ 
                              Ｎｏ １ 

 

  

学校名 京 都 府 立   須 知       高 等 学 校 

℡ 0771-82-1171  HP http://www1.kyoto-be.ne.jp/syuuchi-hs/ 

学科名   

学科定員 

 

４０名 

  

学科の特色 

  

 

 

 

「食の宝庫」地元京丹波町の地域特性を生かし、農業生産、食品製造、販売流通までを

トータルに学ぶことにより、農業や食品関連産業で幅広く活躍できる人材を育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得可能資格 

食品衛生責任者・危険物取扱者・小型建設機械 

日本語ワープロ検定・パソコンスピード認定など 

 

進路状況 

（過去3年） 

【大  学】光華女子大、京都学園、大谷、京都造形芸術、梅花女子、 

大阪青山、大阪芸術、甲子園、大阪学院、大阪樟蔭女子など 

【短期大学】京都文教、京都経済、滋賀、大手前など 

【専門学校】京都府立農業大学校、京都府立林業大学校、宮崎大学別科、京都製菓技術、京都調

理師、京都動物、京都府医師会看護、京都栄養医療、京都保育福祉など 

【就  職】石井食品（株）美濃吉食品、湯元館、桃林堂、王将フードサービス、丹波ワイン、

いづつ屋、八光館、ホテルグランヴィア京都、ルビノ京都堀川など 

そ の 他 
今年度は、京都府教育委員会から「地域創生推進校」・「ハイスクール起業チャレンジ実践校」

の指定を受けています。 

 

食品科学科 

し ゅ う ち 

土から食卓までを結ぶ農業の実践 

  

乳肉加工専攻 穀物加工専攻 園芸加工専攻 

1年生：共通履修 

農業生産や食品製造に関する基本的な知識・技術を学ぶ 

食品加工コース 公園管理コース 

●米・麦・豆の栽培 

●パン・菓子類・味噌

等の製造 

●野菜・果樹栽培 

●漬け物・ジャム製造 

●ブタの飼育 

●アイスクリーム・ソ

ーセージ等の製造 

●花壇苗・黒豆などの

栽培 

●愛玩動物の飼育 

進路実現 

１００％ 

Ｈ２７実績 

●地元幼稚園児へのサツマイモ

栽培指導 

●福島復興支援 

  ～絆プロジェクト～ 

●地元小学校・京都大学院生

との連携授業 

●林業大学校生との里山活

性化プロジェクト 



  

 

 
◆作物専攻   ◆露地野菜専攻 

＜ 農 業 科 カリキュラムの特徴 ＞ 

 

◆草花専攻   ◆施設野菜専攻 

＜ 園 芸 科 カリキュラムの特徴 ＞ 

 

◆製造専攻   ◆分析専攻 

＜ 農芸化学科 カリキュラムの特徴 ＞ 

 

 

  

学科名 農業科 園芸科 農芸化学科

定員 30名あわせて30名

◆２年次から作物専攻、露地野菜専攻に分かれ、少人数で
より専門的な学習を行います。

◆作物・露地野菜の栽培を中心に、その加工、流通、販売
までを幅広く学習します。

◆２年次から草花専攻、施設野菜専攻に分かれ、少人数で
より専門的な学習を行います。

◆草花・施設野菜の栽培を中心に、その加工、流通、販売
までを幅広く学習します。

◆２年次から製造専攻、分析専攻に分かれ、少人数でより
専門的な学習を行います。

◆食品の製造・分析を中心に、原材料の栽培、流通、販売
までを幅広く学習します。

 

取得可能な資格 
◆危険物取扱者試験（丙種、乙種第 4 類） 

◆毒物劇物取扱者試験 

◆小型フォークリフト特別教育 

◆小型車両系建設機械特別教育 

◆小型ボイラー技能講習 ◆日本語ワープロ検定試験 

◆情報処理技能検定試験 

◆パソコンスピード認定試験 ◆文書デザイン検定試験 

◆プレゼンテーション作成検定試験 

◆漢字検定 ◆数学検定 ◆英語検定 

京都府立綾部高等学校東分校

（由良川キャンパス）   
（電  話）0773-42-0453  （ＦＡＸ）0773-42-0488 

（ホームぺージ） 

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

進路状況（平成２７年度） 

【４年制大学】◆桃山学院大学 

【短期大学】◆大阪夕陽丘学園大学（食物栄養学科） 

【各種専門学校】◆京都府立農業大学校 ◆京都製菓技術専門学校 

◆神戸製菓技術専門学校 ◆京都栄養医療専門学校栄養士科 他 

【就職】◆日東精工 ◆京セラ ◆三ツ星ベルト技研 

◆トーヨーゴム ◆関西ダイエットクック ◆カルビー綾部工場 

◆クラシエフーズ福知山工場 ◆玉屋 ◆フナイ産業株式会社 

◆京都庵 ◆日本郵便近畿支社 ◆角井食品  他 

【公務員】◆京都府職員（初級農業） ◆自衛隊 

○就職試験合格を目指し、基礎学力保障の取組を全学年で行っています。 

○２年次から農業・食品・環境系４年制大学進学に対応した選択科目（進学探究コース）を設置しています。 

○日頃の学習成果を披露する即売会など、地域とつながる多数の地域連携事業を行っています。 

○生徒会活動・部活動・学校祭・修学旅行などの学校行事は本校と合同で行っています。 



 



学校名 

 

学科名  機械プランニング科  生産システム科

学科定員 36名 36名 

学科の特色 

  

取得目標 

資格・検定 

技能検定[国家検定] 

 （機械加工・機械製図・機械検査） 

技能検定[国家検定] 

（電気機器組立て・電子機器組立て） 

進路状況 
（平成27年度） 

  

就職指導 

（全学科） 

 

 

 
金属加工の知識・技術を中心に機
械に関することを学びます。 

生徒作品 

 社会を支える機械加工 

 
就職 
78% 
(28名) 

 
進学 
22% 
(8 名) 

 
コンピュータを用いた工場の自
動化やロボット製作を通じて知
識・技術を学びます。 

 ロボット技術で明日を拓く 

実習の様子 

 
就職 
72% 
(26名) 

 
進学 
28% 
(10名) 

内定 就活 求人 
件数 664 件 
H.26 年度比 

150 件増 

就職模擬試験 

面接練習 100% 
就職(H.27) 

(112 名) 

No.1 

左：キーホルダー 

右：ペン立て 



学校名 

 

学科名  電気エネルギー科  電子コミュニケーション科

学科定員 36名 36名 

学科の特色 

  

取得目標 

資格・検定 

第一種･第二種電気工事士[国家資格] 

第三種電気主任技術者（経済産業省認定学科） 

電気通信設備工事担任者DD種･AI種           
[国家資格] 

進路状況 
（平成27年度） 

  

進学指導 

（全学科） 

 

意識 
調査 

進学  
コース   

模擬 
試験 

面接 
練習 

 

 
就職 
75% 
(27名) 

 
進学 
25% 
(9 名) 

 
就職 
53% 
(19名) 

 
進学 
47% 
(17名) 

 

 電気技術のスペシャリスト 

電気エネルギーを利用するた
めの知識・技術を学びます。 

生徒作品 

 

 最先端の電子技術と通信技術 

電子工学に重点をおき、ラジオ
などの製作を通じてその仕組み
を学びます。 

生徒作品 

進学(H.27) 

進学 67 名 合格 

No.2 



学校名 

 

学科名  情報システム科
 

学科定員 36名 

学科の特色 

 

取得目標 

資格・検定 

基本情報技術者試験[国家試験] 

技能検定（管理業務）[国家検定] 

進路状況 
（平成27年度） 

 

主な進路先 

（全学科） 

 

 

【就職】 

・エスペック 

・武田ヘルスケア 

・グンゼ 

・日東精工 

・トヨタ自動車 

・三菱重工業 

・島津製作所 

・JR 東海 

・JR 西日本 

【進学】 

・京都府立大学 

・滋賀大学 

・福井大学 

・富山大学 

・信州大学 

 

・高知工科大学 

・立命館大学 

・龍谷大学 

・大阪工業大学 

・金沢工業大学 

 

 
就職 
34% 
(12名) 

 
進学 
66% 
(23名) 

 

コンピュータを用いたプログラミ
ングやネットワークを学びます。 

次世代を担うコンピュータ技術 

実習の様子 

・機械部 
・メカトロ部 
・電気部 
・オーディオ部 
・コンピュータ部 

・美術部 
・吹奏楽部 
・写真部 
・放送部 
・将棋部 

部活動 

技術系 

文化系  

 
体育系 

・バレーボール部 
・ソフトテニス部 
・アーチェリー部 
・剣道部 

・硬式野球部 
・陸上競技部 
・卓球部 
・サッカー部 
・バスケットボール部 

地図 

〒620-0804 福知山市字石原小字上野 45 

 Tel：0773-27-5161 

  Fax：0773-27-5162 

  http://www1.kyoto-be.ne.jp/kyoto-ths/ 

No.3 



 



京都府立大江高等学校
TEL 0773-56-0033

URL http://www.kyoto-be.ne.jp/ooe-hs/

Tコース

営プランナーコース

ルチメディアコース

やりたいことができるところです

コンピュータやネットワーク

について詳しく学びます。プ

ログラミングの能力も身につ

きます。

企業経営に関することを学び

ます。起業家精神を育みます。

デザインに関する知識や技術

を学びます。アイデアが形に

なります。

学科定員 ４０名学科定員 ４０名

I

経

マ

ビジネス科学科ビジネス科学科

学科の特色
　１　特色あるコース制の導入（２年次より）

　２　地元企業／大学との連携授業を展開

　３　Mac やペンタブレットの設備あり

　４　進路実現に活かせる高度な資格取得が可能

　５　普通科目と専門科目をバランスよく学習できる

取得可能資格
　１　国家試験　基本情報技術者試験 /IT パスポート試験

　２　全国商業高等学校協会主催の検定試験

　　　 情報処理検定 /ビジネス文書検定 /商業経済検定

　　　 簿記実務検定 /珠算・電卓実務検定 /英語検定など

　

進路状況
　１　進学

　　　 関西大学 /京都産業大学 /龍谷大学 /帝京大学

　　　 京都造形芸術大学 /大阪経済大学 /摂南大学 など

　２　就職

　　　 日本郵便 /近畿労働金庫 /GS ユアサ / 京セラ

　　　 京都丹の国農業協同組合 /ジャパンマリンユナイ

　　　 テッド / さとう など

　
その他
　１　全国大会 /近畿大会への出場

　　　 全国ワープロ競技大会　３年連続出場

　　　 全国簿記コンクール　　２年連続出場

　　　 全国英語スピーチコンテスト　初出場

　　　 近畿ワープロ競技大会　８年連続出場　　　

　２　マルチメディア作品の採用実績

　　　 中丹通学圏府立高等学校説明会ポスター

　　　 福知山市職員募集ガイダンスポスター

　　　 福知山市Webサイト内バナー広告　



過去５年間の進路実績(青字は平成27年度卒業生の実績) 

京都府立宮津高等学校 
電話 0772-22-2116   ホームページ http://www.kyoto-be.ne.jp/miyazu-hs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得可能な資格 

２級建築施工管理技術検定試験、計算技術検定試験、情報技術検定試験トレース技能検定試験、

レタリング技能検定試験、危険物取扱者、福祉住環境コーディネーター検定試験 

学科の特色 

・京都府で唯一の学科 

・幅広い進路に対応 

・より高度な専門教育 

・豊かな人間性を育成 

・個性の伸長 

約３割の生徒が、学んだ知識・技術を活
かして就職。  就職内定率１００％！

＜内定企業＞ 
建築：安田建設･ヨネダ･前田工業･大滝工務店

･奥谷組･高塚工務店･佐藤建築設計室 
消防：宮津与謝･福知山市･舞鶴市 
製造：ジャパンマリンユナイテッド 

 ケンコーマヨネーズ 

その他：西日本旅客鉄道・郵政事業・丹後海陸

交通・航空自衛隊・海上自衛隊 

一人一人の能力を伸ばし、進学に有利な
推薦枠を活かして約７割の生徒が進学。 
＜合格大学＞ 

建築：(国立大学)福井･長崎･徳島･大分 

大阪工業･摂南･京都女子･金沢工業 

大阪産業･日本工業 

教育：(国立大学)京都教育･滋賀 

大阪成蹊短大･湊川短大･美作大学短大 

医療：明治国際医療 

文系：関西･龍谷･神戸学院･大手前･大谷 

建築科 定員：３０名 

地域連携・社会貢献活動 

復興支援：木製間仕切板･ままごとハウス･木

製遊具･木製トンボ･積み木 

貢献活動：落書き消し･バス停待合所・ベンチ

(波型･おもてなし･縁側･へしこ)･

パーゴラ･阿蘇海ポスター掲示板･

駐輪小屋･地蔵尊の祠 

建設業協会：現場見学･小学生建築デザイン

展･インターンシップ 

コンクール・コンテスト等への挑戦 

『信用金庫わがまち維新大賞』(最優秀賞) 
（わがまちビジネスアイデア・コンテスト） 

『SPIRIT OF COMMUNITU奨励賞』 
（ボランティア・スピリットアワード） 

『優秀賞』（ＳＹＤボランティア奨励賞） 
『準グランプリ』（土木学会市民普請大賞） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

学校名 京 都 府 立 海  洋   高 等 学 校 

 （電  話）0772 -25-0331 （ホームページ）http://www.kyoto-be.ne.jp/kaiyou-hs 

学科定員 

海洋学科群として一括募集します。（定員１００名） 
２年次からは海洋科学科、海洋工学科(２コース)、海洋資源科(２コース)に分かれます。 

       【１年次】          【２年次～】 

海洋科学科 

海洋学科群        海洋工学科（航海船舶コース・海洋技術コース） 

                     海洋資源科（栽培環境コース・食品経済コース） 

学科名     

学科の特色 

 全生徒が海洋学科群として同じ教科・科目を学び、

２年次に選択する５つの学科・コースの基本に触れま

す。 

・国語・数学・英語に加え、理科においても習熟度別

講座で授業を実施し、15名前後で、発展・標準の２

講座に分かれ、個に応じた 

授業を通して実力を養成し 

ます。 

・専門について学び始め、海 

の魅力に迫ります。 

国公立大学や私立４年制大学等、上級学校への進学や

公務員を目指します。 

・普通科に近いカリキュラムで、普通科から可能な多様

な進学にも対応します。 

・集中実習や大学・関係（専門）機関との連携を通して

専門性を高めます。 

・研究活動やプレゼンテーショ 

ンに力を注ぎ、思考力やコミ 

ュニケーション能力を磨きま 

す。 

進路状況 

【進学】 

平成27年度 

卒業生 

■大学・短大    国公立：東京海洋大学、福知山公立大学 

            私  立：日本大学、東海大学、近畿大学、福井工業大学、大阪学院大学、京都学園大学 

大阪経済法科大学、流通科学大学、広島工業大学、桃山学院大学、福山大学 等 

           短  大：近畿大学豊岡短期大学、東洋食品工業短期大学 

■文部科学省所轄外       水産大学校、国立波方海上技術短期大学校、国立宮古海上技術短期大学校 

             国立清水海上技術短期大学校 

■専門学校等   ハートランドしぎさん看護専門学校、大阪 ECO動物海洋専門学校、京都自動車専門学校 

         京都 IT会計法律専門学校、京都調理師専門学校、京都伝統工芸大学校、YIC京都工科大学校 

         岡山理科大学専門学校、専門学校大阪医専、京都自動車専門学校 等  

Sennmon gakkou  

, 

Se 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

■教育課程の特色 

・全国屈指の施設・設備を備えた、近畿唯一の水産・海洋系単独専門高校です。 

 ・２年次以降、５つの学科・コースに分かれ、講座の多くを20名程度で展開します。 

 ・航海船舶・海洋技術・栽培環境・食品経済の各コースは、豊富な専門科目（３年次、20単位[全体の63％]）

により専門性を磨きます。 

 ・海洋科学科は、普通科と共通する科目を多く学び（３年次は、19単位[全体の59%]）、普通科から目指すこと

ができる多様な進路に対応します。 

■出身中学校 

 ・生徒は他府県を含め広い地域から入学してきており、出身中学校数は119にのぼります。共通の目標を持った

生徒と意欲的に学習に励むことができます。 

■研究活動等 

・京都大学アカデミックディ2015出場 

・第54回日本海南部地区高等学校水産教育研究会 生徒研究発表 最優秀賞 

・第13回全国水産・海洋高等学校食品技能コンテスト全国大会 優秀賞 

・第４回「ご当地！絶品 うまいもん甲子園」決勝大会 水産庁長官賞（準優勝） 

・第13回全国水産海洋高等学校フィッシング技能コンテスト  

＜シロギスの部１・２位、一匹大物の部３位＞ 

・府教委「府立高校特色化事業～スペシャリストネットワーク京都」指定校 

・文部科学省「環境のための地球規模の学習及び観測プログラム（ＧＬＯＢＥ）」指定校 

■海洋プロジェクト 

・学力向上に向けた取組：進学補習、就職補習、長期休業中の補習、学習合宿、個別指導、センター対策講座、全 

員受験の外部模試 等 

・就職内定に向けた取組：模擬面接練習（最低６回）、就職補習、公務員対策講座、就職ガイダンス 等  

・キ ャ リ ア 教 育 ：インターンシップ、企業見学、講演会、ガイダンス、進路学習、サバイバルトレーニン 

グ、先輩による講演 等 

１年次 ２・３年次 

23年連続 

国公立大学 

合格！ 

海洋学科群 海洋科学科 

平成 27 年度

「みどりの日」

自然環境功労

者環境大臣表

彰 

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


学校名 
京 都 府 立 海  洋   高 等 学 校 

 （電  話）0772 -25-0331 （ホームページ）http://www.kyoto-be.ne.jp/kaiyou-hs 

資格取得 漢検・英検に加え数検も。さらに・・・ 

・海技士（航海・筆記）・高圧ガス製造保安責任者 ・水産海洋技術検定 ・気象予報士       ・漁業技術検定 ・食品技能検定 

・アーク溶接特別教育  ・ＨＡＣＣＰ基本技能検定 ・ガス溶接技能講習 ・建築ＣＡＤ検定   ・小型移動式クレーン運転技能講習 

・玉掛け技能講習     ・食品衛生責任者         ・潜水技術検定    ・海洋情報技術検定 ・海上(陸上）特殊無線技士 

・栽培漁業技術検定   ・危険物取扱者乙種･丙種  ・小型船舶操縦士   ・販売士検定      ・情報処理検定 ・秘書技能検定      

・潜水士 ・ＣＭＡＳ１・２スターダイバー      ・簿記実務検定     ・情報技術検定     ・ビジネス文書実務検定 

学科名 海洋工学科 海洋資源科 

学科の特色 

 

 

五級海技士養成施設として、船員になるための学習

を行います。 

・航海や運用、海上法規を学びます。 

・実習船「みずなぎ」(258㌧) 

を活用して、底曳網漁や海洋 

環境調査に取り組みます。 

・国内航海実習、国際航海実習 

を通して、豊かな経験を育みます。 

 

 

海洋土木や作業潜水を学び、マリンエンジニアを目

指します。 

・海洋土木に関する測量や施工・管理を学びます。 

・外敵生物の駆除や堆肥化、資源増殖、ヘドロの有効 

活用等の研究活動を通して、海洋環境の改善や地元 

水産業の発展に貢献します。 

・水深10ｍプールや沿岸海域 

でスクーバダイビングやヘ 

ルメット潜水を学びます。 

 

 

魚介類の飼育技術を学び、豊かな海づくりに貢献します。 

・トラフグやヒラメ、ホンモロコ等、様々な魚介類を専門機関 

と連携して育成します。 

・育てた魚を地元料理店やホテル等 

に卸し、地域産業の発展に貢献し 

ます。 

・鯨類やサケの調査・研究に取り組 

み、謎に包まれた生態の解明に挑みます。 

 

  

水産食品の製造・加工・流通を学び、新製品の開発に取り

組みます。 

・プロ等の指導の下、新製品の開発に取り組みます。 

・地産地消を基本に、地元の魚介類を素材にした製品を生産 

するとともに、京都府北部の特産品化を目指します。 

・６次産業化を目指し、各種イベン 

トでの出品、「高校生レストラン」 

等の販売活動に取り組み、実践力 

を磨きます。 

進路状況 

【就職】 

平成27年度 

卒業生 

■公 務 員      京都府警察、京都府警察事務、東京海洋大学練習船（甲板員）、海上自衛隊 

■民間就職      新日本海フェリー、白地水産、宮津海陸運輸、松田海運、日本海海洋サービス、川﨑重工業 

        ジャパンマリンユナイテッド、ノダック、山九、西南水産、フューセス、京都府漁業協同組合 

        橋本水産、萬重、大起水産、山﨑製パン、富惣、大京魚類、山陽興業、やまいち、ニチイ学館 

        新日本海サービス、たかた荘ホテルマーレたかた、天橋立ホテル、共立メンテナンス 等 

 

 

 

 

その他 

■進路保障 

 ・就職：「毎日が面接試験」の意識で、「内定」のための指導を超えた「人材育成」を目指した指導を行います。 

 ・進学：水産・海洋系以外の理系、社会学部・経済学部・法学部等文系学部にも進学しています。 

大学入試センター試験を利用して国公立大学を目指す生徒の得点率アップを組織的に支援します。 

■主な連携先 

 ・教育機関  

峰山高等学校、綾部高等学校、大江高等学校、須知高等学校、京都大学舞鶴水産実験所、京都大学野生動物研究

センター、京都学園大学、福井県立若狭東高等学校、宮津市教育委員会 等 

 ・行政機関  

丹後広域振興局、中丹広域振興局、京都府立丹後海と星の見える丘公園、京都水族館、宮津市、京都丹後鉄道、 

丹後王国「食のみやこ」､天橋立ワイナリー、京都府漁業協同組合、京都府農林水産技術センター海洋センター､ 

京都府水産事務所、京都府漁業士会、野田川共同作業所、阿蘇海環境づくり協働会議、天橋立観光協会、関西 

電力宮津エネルギー研究所魚っ知館、宮津ふるさとの森を育てる協議会､近畿内航船対策協議会 等 

■自立に向けた生活 

・男子寮（黒潮寮：定員44名）：毎日、舎監２名で安心･安全及び健康を見守ります。朝の清掃･奉仕活動から始 

まり、常に感謝の心で生活し、本校の模範生となっています。 

・下宿（連携下宿９軒）：下宿管理者会議において、共通認識を図ります。夜の巡回指導、下宿生面接、下宿生ミ 

ーティング、下宿生講演等を通して、安定した生活を支援します。 

■部活動 

 ・加入率99％、近畿・全国レベルの大会に延べ149人（全校生徒の1.9人に１人）が出場 

航海船舶コース 

海洋技術コース 

栽培環境コース 

食品経済コース 

14年連続 

就 職 内 定 率

100％達成！ 

学校全体で 

974件を取得! 

教育長表彰は

卒業生の 94％ 

活発な 

ボランティア活動 

100種以上に 

延べ 10,000人

近くが参加！ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

丹後圏で唯一の「商業」を学ぶ専門学科 
 

TEL：0772－72－0379 

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

学科の特色 

☆ ビジネスマナーを学習し、対人コミュニケーション力をアップ 
    就職活動時や社会で働く時にビジネスマナーは必須 

 

☆ 地域と密着した授業を展開し、企画力・デザイン力をアップ 
    地域活性化案を提案する「丹後活性化プレゼンテーション大

会」と「丹後日帰りツアー」の企画は、学科の目玉イベント 

☆ 充実した施設設備の中で学習し、即戦力アップ 
    最新のパソコンルームやオフィスルーム等充実した環境の中

で、資格を取得 

経済産業省ＩＴパスポート試験   全商簿記実務検定 
日商簿記検定           全商情報処理検定 
全商ビジネス文書実務検定     秘書検定 
全商英語検定           全商商業経済検定 
全商珠算電卓実務検定       実用英語技能検定 

過去３年間の主な進路先☆ 
＜就職先＞                
京都北都信用金庫 山崎製パン 万代 キャピタル東洋亭 
興和 油屋 富井眼科診療所 西村屋 ホテル北野屋 
ビーアールシー 三菱自動車工業パワートレイン製作所 
生鮮館なかむら ゴリップ 医療法人清仁会シミズ病院 
航空自衛隊（一般曹候補生） 

 
＜進学先＞ 
京都産業大学 龍谷大学 近畿大学 摂南大学 日本大学 
京都学園大学 大阪商業大学 大阪産業大学 神戸学院大学 
桃山学院大学 大阪成蹊短期大学 華頂短期大学 
滋賀文教短期大学 大阪電子専門学校 神戸電子専門学校 
京都府医師会看護専門学校 京都ＩＴ会計法律専門学校 

取得できる資格 

進路状況 就職内定率 

１００％ 

クラス30名定員 



産業工学科
社会からのニーズに応える

特徴１
就職内定率100%

特徴2
大学進学対応

特徴3
地域連携型教育

特徴4
資格取得講習

機械系統 30名

技能検定（普通旋盤・機械検査・ｼｰｹﾝｽ制御）

乙種4類危険物取扱者免状
品質管理検定 計算・情報技術検定
基礎・機械製図検定 初級CAD検定
ﾘｽﾆﾝｸﾞ英語検定 各種技能講習 等

・機械加工、溶接技術を基礎から習得
・電気、電子実習でｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞな技術者へ
・知識、技能を結集させた課題研究

デザイン系統 10名

トレース技能検定 レタリング技能検定
色彩検定 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定
基礎製図検定 計算・情報技術検定
パソコン利用技術検定
ﾘｽﾆﾝｸﾞ英語検定 等

・透視図法等でデザインの基礎を習得
・色彩感覚を養い、制作に活用
・各種コンテスト、コンクールで入賞

資 格資 格

http://www.kyoto-be.ne.jp/mineyama-hs/
〒627-8688 京丹後市峰山町古殿1185番地

京都府立峰山高等学校 TEL 0772-62-1012 FAX 0772-62-1013

京都府立峰山高等学校

校章(アルミ削り出し)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

学 校 名 

 

 

       京都府立 峰山高等学校 弥栄分校 
                （電        話）０７７２－６５－３８５０ 

                  （ホームぺージ）http://www.kyoto-be.ne.jp/yasaka-mineyama-hs/ 

学 科 名 農 園 芸 科 家 政 科 

学科定員 
 

４０名（くくり募集・「両学科とも標準数：２０名」） 
※第1学年は、両学科を混ぜたミックスホームルーム、第2学年以降は、学科別のクラス編成となります。 

 

 

 学科の特色 

◯農作物の栽培学習を通し、幅広く｢生きる力｣の育成を目

 指します。 

 ・農作物の生産から、科学的なものの見方や問題を解決

  する力を培う。 

 ・自然についての驚きや食糧の大切さを肌で感じ、食べ

  物に感謝する力を培う。 

 ・栽培実習により働くことの価値や継続して取組む忍耐

  力を培う。 

◯保･幼･小･中学校、地域や農業関連機関との連携を深め、

 様々な取組実践から幅広い視野に立ち、｢農業の魅力｣の

 再発見や｢地域農業の現状｣を理解します。 

◯農業クラブ活動を通し、｢科学性｣｢指導性｣｢社会性｣を養

 い、各種発表会や競技会などを通し、他の農業高校生と

 交流を図ります。 

 

   

   

 

 

 

       

◯｢衣･食･住｣に加え、｢保育･介護･消費生活｣など幅広い 

 分野の学習をします。 

◯郷土に根ざした学習を多く取り入れ｢地域のつながり｣

 を大切にします。 

◯地域の関連分野の専門家を社会人講師に迎え、より実践

 的な知識・技術を学びます。 

◯家庭クラブでは、１～３年生のタテ割り活動を通し、｢主

 体性｣｢リーダー性｣を培います。 

 

 取得可能な 

 資    格 

 危険物取扱者(丙種・乙種4類)、毒物劇物取扱者、溶接技 

 能講習(ガス･アーク)、日本農業技術検定(3級･2級)、漢字

 検定、英語検定、数学検定、ビジネス文書実務検定 

 危険物取扱者(丙種・乙種4類)、全国高等学校家庭科技術 

 検定(食物･被服)、漢字検定、英語検定、数学検定、ビジ 

 ネス文書実務検定 

 

進路状況 

(過去２年分) 

 【順不同】 

 

【大学・短大】 

 南九州大学 

【専門学校・各種学校】 

 京都コンピュータ学院、大阪アミューズメントメディア

  専門学校、日産京都自動車大学校、神戸電子専門学校 

【就職】 

 (株)西利、(株)三豊、京都日野自動車(株)、山伊建設(株)、

  (株)坂村機械製作所、三惠観光(株)、(有)タンバミート、

 社会福祉法人 ふるさとの会、 

  自衛隊 

 

 

【大学・短大】 

 近畿大学豊岡短期大学、京都西山短期大学 

【専門学校・各種学校】 

 大和学園、ホスピタルツーリズム専門学校、ル･トーア

 東亜美容専門学校、大阪ペピイ動物看護専門学校、代々

 木アニメーション学院、大阪アニメーションスクール 

  専門学校、創造社デザイン専門学校 

【就職】 

 (株)阪急百貨店、丸京製菓(株)、 (株)LANDMARK、 

 (株)二条丸八、(株)然林房、(株)ユウ･フウド･サービス、 

 (株)イノダコーヒ－、エーエフ工業(株)、(株)すぎうら、

 三友製缶(株)、丹後テクスタイル(株)、ゴダイ(株)、 

 丹後織物工業組合、社会福祉法人 ふるさとの会 

そ の 他 

 

◯両学科共、第3学年の｢課題研究｣を3年間の学習まとめとして位置づけ、地域の課題に目を向けながら研究テーマを

 設定し、１年間生徒自身が主体的に計画を立て、調査研究をすすめ、年度末に研究成果をまとめ、発表するという

 一連の取組をとおして、｢コミュニケーション力の向上｣や社会人として｢力強く生きる力｣を育成しています。近年、

 海洋高校との学校学科間連携として、農園芸科では｢ヒトデ・ウニ堆肥の有効利用｣、家政科では｢サバの水煮の新

 レシピの開発｣に関する共同研究に取り組んでいます。また家政科では、｢丹後ちりめんの復活｣を目指した取組を

 丹後織物工業組合と連携し進めています。 

 

  



                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



学科名

学科定員

就職

大学

短大

専門学校等

学科の特色

福祉系列 生産科学系列
　基礎・基本から学び、福祉の心を
育む。介護福祉士や看護師の指導を
受け、知識と技能を高める。

　地域と連携し、農業技術・知識の
習得と環境保全について、広く、深
く学ぶ。

文理特修系列 教養系列

　普通科目を集中的に学習し、大学
進学を目指す。

　多彩な選択科目から、学びたい科
目を学習する。

   総合学科は普通科と専門学科の両方の性格を合わせもつ 第３の学科です。１年次は
普通科目を中心とする共通科目を学び、２・３年次は、福祉、生産科学、文理特修、教
養の４つの系列に分かれ、専門科目を含む選択科目を学びます。

　　京都府立久美浜高等学校
　（電話）0772-82-0069      （ＨＰ）http://www.kyoto-be.ne.jp/kumihama-hs/

学校名

総合学科

90名

進路状況

介護実務者研修（福祉系列）、普通救急救命講習（福祉系列）、危険物取扱
者資格、毒劇物取扱者資格、小型車両系建設機械、漢字検定、数学検定、英
語検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定、簿記実務検定

　あなたの色で輝こう
　総合学科の特色は柔軟な教育システム

  あなたの自分探しと進路実現を応援します！その他

取得可能
資格

丹後園、おおみや苑、ふるさとの会、真愛の家、豊岡平聖福祉会、ポラリス、紫野和久
傳久美浜工房、天橋立宮津ロイヤルホテル、増田工務店、西角建設、湊漁業、天壇、王
将フードサービス、引越社関西、シー・エス・ケイ、京都なり田、久野病院、但馬ティ
エスケイ、カットツイン、ワークステーション、瀬田川病院

福知山公立大学、関西大学、同志社大学、甲南大学、日本体育大学、東海大学、京都文
教大学、花園大学、京都光華女子大学、京都学園大学、京都造形芸術大学、大阪産業大
学、大阪学院大学、長浜バイオ大学、大正大学、金沢工業大学、福井工業大学

京都外国語大学短期大学部、京都嵯峨芸術大学短期大学部、京都経済短期大学、大手前
短期大学、近畿大学豊岡短期大学、滋賀文教短期大学、創価女子短期大学

　　　 ※　挿絵は、本校美術部生徒の作品です。

舞鶴医療センター付属看護学校、公立南丹看護専門学校、大阪医療看護学校、関西総合
リハビリテーション専門学校、京都コンピュータ学院、京都医療福祉専門学校、上田安
子服飾専門学校、日産自動車専門学校、大阪アミューズメントメディア専門学校、大阪
医療秘書福祉専門学校、大阪ウエディング＆ブライダル専門学校、大阪総合福祉専門学
校、大阪電子専門学校、大阪動物専門学校、大阪ビューティーアート専門学校、大阪保
育福祉専門学校、ホスピタリティーツーリズム専門学校大阪、ホスピタリティーツーリ
ズム専門学校東京

 ～可能性は∞～



 

  

学校名 

京 都 市 立 京 都 工 学 院  高 等 学 校 

（電  話）075-646-1515 
（ホームページ）http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=300254 

学科名 プロジェクト工学科 【工業科】 

学科定員 
まちづくり分野系統 定員  7 2名 
ものづくり分野系統 定員 1 0 8名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学科の特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得可能資格 

  

進路状況 

 

そ の 他 

 



 



平成28年度 京都府公立高等学校『専門学科（職業教育を主とする学科）説明会』実施要項 
 
１ 趣  旨 
 (1) 専門学科（職業教育を主とする学科）の特色ある教育内容を紹介・説明することにより、京都府公立高等学校 

の専門学科（職業教育を主とする学科）教育への理解の深化を図る。 
  (2) 目的意識の明確な中学生の京都府公立高等学校専門学科への進学を促進する。 
 (3) 効率的かつ効果的な中高連携を進めることにより、専門学科教育の活性化を図る。 
 
２  内  容 
 (1) 設置学科の教育内容、進路状況等の紹介と説明 
 (2) 学校別進路相談（説明終了後） 
 
３  実施日時と会場等      
  受付：午後１時３０分   開会：午後２時００分   閉会：午後４時３０分（予定） 

実 施 日 参加対象地区中学校 会 場 校 会 場 校 電 話 番 号 

５月２３日（月） 口      丹 農 芸 高 校 ０７７１－６５－００１３ 

５月２４日（火） 山      城 京 都 す ば る 高 校 ０７５－６２１－４７８８ 

５月２５日（水） 京 都 市 ･ 乙 訓 桂 高 校 ０７５－３９１－２１５１ 

５月２６日（木） 中      丹 工 業 高 校 ０７７３－２７－５１６１ 

５月２７日（金） 与 謝 ・ 丹 後 海 洋 高 校 ０７７２－２５－０３３１ 
 
              
４  対象中学校と参加高校 （発表時間は複数学科設置校は16分、それ以外は10分とする） 

会場校 対 象 中 学 校 参加Ａ 参  加  Ｂ 資料参加 

農 芸 

5/23(月) 
口 丹 地 域 中 学 校 

農 芸 
 
 
 

海 洋 

北桑田・京都すばる・南丹 

須知・工業・京都工学院 

桂・京都八幡南 

田辺・綾部東・大江 

京都すばる 

5/24(火) 
山 城 地 域 中 学 校 

桂・京都すばる・京都八幡南 

田辺・木津・南丹・京都工学院 

北桑田 

須知・工業 

桂 

5/25(水) 

京 都 市 ･ 乙 訓

地 域 中 学 校 

北桑田・桂・京都すばる･田辺 

京都八幡南・南丹・須知・京都工学院 
工業 

工 業 

5/26(木) 
中 丹 地 域 中 学 校 

北桑田・須知・綾部東 

工業・大江・宮津 

京都すばる・田辺 

京都八幡南 

海 洋 

5/27(金) 
与謝･丹後地域中学校 

工業・大江・宮津・峰山 

峰山弥栄・網野・久美浜 

京都すばる・田辺 

北桑田・須知・綾部東  
 
 (1) 参加Ａは府下全会場で、参加Ｂは当該会場のみで説明する学校（資料参加のみの高校あり） 
 (2) 京都市内の中学校は、京都市・乙訓地域（会場：京都府立桂高校）への出席が基本 
 (3) 地域別説明会の幹事校は、上表の会場校とし、全体事務局は京都府立農芸高校が担当 
 
５ 説明会参加高校の学科名等 
 京都府立高校 
  北桑田（森林リサーチ）、桂 （植物クリエイト・園芸ビジネス）、京都すばる（会計・企画・ビジネス探求・情

報科学）、京都八幡（人間科学・介護福祉）、田辺（工学探究・機械技術・電気技術・自動車）、木津（情報企
画・システム園芸）、南丹（総合学科）、農芸（農産バイオ・環境緑地）、須知（食品科学）、綾部（農業・園
芸・農芸化学）、工業（機械プランニング・生産システム・電気エネルギー・電子コミュニケーション・情報シ
ステム）、大江（ビジネス科学）、宮津（建築）、海洋（海洋科学・海洋工学・海洋資源）、峰山（産業工学）、
峰山弥栄（農園芸・家政）、網野（企画経営）、久美浜（総合学科） 

  京都市立高校                  
  京都工学院（プロジェクト工学科） 
 
６  出席者                                                           
 (1) 中 学 校：進路指導主任または第３学年主任等（１中学校で複数の出席も可能） 
 (2) 高等学校：管理職及び学科代表者等 



通学圏 合同説明会等の名称 開 催 場 所 開催予定日

京都市
乙  訓

 京都市･乙訓地域
 公立高等学校合同説明会

みやこメッセ
６月25日(土)
６月26日(日)

山　城 山城通学圏府立高校合同説明会 けいはんなプラザ ６月25日(土)

口　丹
 Let's ふれあい
 京都丹波高校合同説明会 ガレリアかめおか ６月５日(日)

舞鶴市総合文化会館 ５月28日(土)

福知山市厚生会館 ５月29日(日)

中丹文化会館 ６月４日(土)

丹後文化会館 ６月19日(日)

宮津会館 ６月26日(日)

学 校 名 開  催  予  定  日 案内配付時期 申込み締切日

８月６日(土) ６月中旬 ７月(中旬)

11月中旬 10月初旬 10月下旬

６月11日(土) ４月下旬 ５月27日(金)予定

８月２日(火) ６月中旬 ７月19日(火)予定

８月19日(金) ６月中旬 ７月19日(火)予定

10月１日(土) ８月下旬 ９月12日(月)予定

11月19日(土) 10月上旬 11月１日(火)予定

６月29日(水) ５月下旬 ６月中旬

７月17日(日)・24日(日) ５月下旬 申込不要

８月５日(金)･６日(土)

８月18日(木)

９月2４日(土) ７月上旬 ９月上旬

10月15日(土)

10月22日(土)

11月19日(土)･20日(日) 10月上旬 申込不要

10月11日(火) ８月下旬 ９月下旬

11月26日(土) 11月中旬

12月17日(土) 12月上旬

５月12日(木) ４月下旬 申込不要

８月４日(木)･５日(金) ５月下旬 ６月下旬

10月８日(土) ８月下旬 ９月中旬

11月12日(土) 10月中旬 申込不要

12月３日(土) 10月中旬 申込不要

1月下旬 12月中旬 申込不要

中学校教員対象専門学科説明会 ６月９日(木) ５月中旬 ５月下旬

学校説明会【於 北キャンパス】 ６月18日(土) ５月中旬 ６月上旬

８月20日(土) ７月上旬 ７月下旬

10月29日(土) ９月上旬 ９月下旬

11月27日(日) 10月中旬 11月上旬

12月18日(日) 11月上旬 前日

６月18日(土) ５月下旬 別途通知

８月２日(火) ７月上旬 ７月下旬

９月24日(土) ７月上旬 ７月下旬

10月15日(土) ９月中旬 10月上旬

11月5日(土) 10月中旬 別途通知

11月26日(土) 11月中旬 別途通知

12月10日(土) 11月中旬 別途通知

　中丹通学圏
　府立高等学校説明会

　丹後通学圏
　府立高等学校合同説明会

平成28年度 京都府公立高等学校　専門学科(職業教育を主とする学科)設置校の

専門学科説明会

第２回学校説明会

第１回中学生進路相談会

第２回中学生進路相談会

専門学科説明会Ⅱ

前期選抜対策講座

進学相談会(専門学科)

第１回学校説明会

専門学科体験セミナー

授業体験･部活動体験

学校説明会①

学校説明会②

学校説明会

個別相談会・学校見学会

体験入学

部活動体験

体験学習･体験セミナー等名称

スクールガイダンス

森林リサーチ科実習体験説明会

学校公開①(授業見学等)

農業教育体験学習会

部活動体験①

第２回学校説明会･部活動体験

第２回学校公開･個別進学相談会①

個別進路相談会②

課題研究発表会(工業に関する学科学習発表会)

京都すばるデパート

学校説明会

第１回学校公開

第１回学校説明会･体験学習･部活動体験

専門学科説明会Ⅰ

京　都
すばる

オープンスクール 「オールすばるの日」

専門学科トライアル

綾部東･工業･大江
宮津･海洋･峰山･峰山弥栄･網野･久美浜

宮津･海洋･峰山･峰山弥栄･網野･久美浜

５月下旬

８月下旬

10月下旬

北桑田

田　辺

参　 加 　予 　定 　校

桂･京都すばる･京都工学院
※府下職業系専門学科高校の資料配付等もありま
すが、詳細は府教委･各校ＨＰ等で御確認ください。

京都八幡南･田辺･木津

北桑田･南丹･農芸･須知

綾部東･工業･大江

綾部東･工業･大江

京都八幡

南ｷｬﾝﾊﾟｽ

７月下旬

平成28年度 京都府公立高等学校　専門学科(職業教育を主とする学科)設置校参加の

合同説明会の日程 

中  丹

与  謝
丹  後

９月下旬

体験学習･体験セミナー等の日程 

桂

木　津



学 校 名 開  催  予  定  日 案内配付時期 申込み締切日

8月24日(水) 6月 6月20日

9月24日(土) 8月 9月12日

10月29日(土) 10月 10月21日

10月毎週金曜日 9月 毎回前日まで

８月27日(土) ６月上旬 ６月下旬

９月17日(土) ７月下旬 ８月下旬

10月８日(土) ９月下旬 10月上旬

11月23日(水) 11月上旬 事前申込不要

12月10日(土) 11月下旬 別途通知

８月6日(土) ６月上旬 別途通知

10月22日(土) ９月中旬 別途通知

12月17日(土) 11月下旬 別途通知

６月４日(土) ４月下旬 ５月27日(金)

６月23日(木) ６月上旬 ６月16日(木)

８月４日(木) ６月下旬 ７月15日(金)

10月１日(土) ８月下旬 ９月23日(金)

11月19日(土) 10月中旬 11月11日(金)

8月2日(火)～4日(木) ６月下旬 ７月上旬

10月15日(土)･22日(土) ９月上旬 ９月下旬

10月上旬 ９月上旬 申込不要

11月19日(土)･26日(土),
12月10日(土),1月14日(土)

10月中旬 随時受付

６月11日(土) ５月中旬 ６月上旬

８月４日(木)･５日(金)６月中旬 ７月上旬

10月１日(土) ９月上旬 ９月中旬

11月～12月の土曜日 10月中旬 随時受付(要申込)

８月２日(火) ６月 別途通知

８月４日(木) ６月 別途通知

９月20日(火) ８月 別途通知

９月21日(木) ８月 別途通知

10月23日(日) ９月 別途通知

８月４日(木)丹後通学圏以外

８月５日(金)丹後通学圏

８月３日(水) ６月下旬 別途通知

９月25日(日) ８月下旬 別途通知

12月10日(土) 11月上旬 別途通知

８月３日(水)･４日(木)６月上旬 ７月上旬

10月30日(日) ９月中旬 10月中旬

９月～12月の土曜日午前を基本 ８月下旬 随時受付要申込

８月２日(火) ６月中旬 ７月中旬

10月29日(土) 10月上旬 事前申込不要

８月５日(金) ６月上旬 ７月上旬

８月18日(木) ６月上旬 ７月上旬

11月３日(木･祝) 10月上旬 10月中旬

久美浜 ８月４日(木) ６月上旬 7月1日

６月11日(土) ５月６日(金) ６月６日(月)

８月２日(火)･３日(水) ６月上旬 ７月上旬

８月27日(土) ６月上旬 ８月上旬

10月８日(土) ９月上旬 10月上旬

11月５日(土) ９月上旬 10月下旬

体験学習･体験セミナー等名称

南　丹

第1回オープンハイスクール

第2回オープンハイスクール

進学説明会

進路相談会(個別相談会)

農　芸

第１回オープンスクール

第２回オープンスクール

第３回オープンスクール

農芸祭

第４回オープンスクール

須　知

中学生体験セミナー

第１回学校説明会

第２回学校説明会(食品科学科説明会)

綾部東

由良川キャンパス見学会

中高連携学校公開

由良川キャンパス体験セミナー

学校公開

由良川キャンパス入試説明会

工　業

中学生体験学習

部活動体験

学校公開

進路個別相談会

大　江

第１回オープンスクール

第２回オープンスクール

第３回オープンスクール

進学相談会(個別相談)

宮　津

宮高建築セミナー

宮高体験セミナー

宮高説明会(宮津高校会場)

宮高説明会(与謝野町中央公民館)

宮高オープンスクール

海  洋

第１回学校説明会(中学３年生対象) ６月下旬 別途通知

学校説明会(中学１･２年生対象)

第２回学校説明会(中学３年生対象)

第３回学校説明会(中学３年生対象)

学校説明会

峰　山

オープンキャンパス

学校公開

入試個別相談会

峰　山
弥　栄

オープンキャンパス

奈具丘祭

学校説明会

網　野

体験セミナー

体験学習

学校公開

体験セミナー

京　都

工学院

学校説明会

体験学習

学校説明会


