京都府立西乙訓高等学校

広報誌

発行日 令和２年４月10日
広報部

西乙訓高校 公式マスコットキャラクタ－

「たけぼー」

3年 パイオニアコース
テニス部 所属
長岡第三中学校 出身
なかやす

仲安

3年 グローバルコース

バドミントン部 所属

シャコピー高校短期留学

長岡中学校 出身

西陵中学校 出身

しもやま ももか

えりか

下山

襟花

私はパイオニアコースで学びながら、テニ
ス部で活動しています。部活動では、仲間
と毎日楽しく練習しています。勉強面でも
小テストが行われ、毎日勉強する習慣が身
につき、どちらかに偏ることなく、両立が
しっかりとできます。学校行事や日々の生
活も充実しているので、西乙訓高校で過ご
す３年間は、素晴らしいものになると思い
ます。皆さんも素敵な高校生活を、西乙訓
高校で送ってみませんか？

3年 アカデミックコース

桃花

私はアカデミックコースで大学進学に向けて
学びながら、バドミントン部で部活動にも取
り組んでいます。アカデミックコースは２年
生から文系と理系に分かれており、自分の進
路にあった学習ができます。また自習室やス
タディルームも充実しているので、テスト前
に友達同士で教え合ったり、各自集中して学
習できる環境が整っています。また３年間の
部活動を通して、たくさんのことを得られる
と思います。皆さんも西乙訓高校で素敵な思
い出を作りましょう。

日時：５月31日（日）9:30～12:00
場所：西乙訓高校
内容：コース・特色について、生徒による発表

個別相談会、校内見学ツアー
VRビューによる部活動体験コーナー（予定） ほか

申込方法
①本校ホームページからのWeb申込
②専用申込はがき・FAXによる申込
申込受付
４月下旬より受付開始予定
アクセス
阪急 西山天王山駅 徒歩 約10分
その他、JR長岡京駅、京阪 淀駅などからのアクセスもできます。

やまもと

山本

ふあ

楓愛

私はグローバルコースで学び、より英語が好き
になりました。さらに英語をもっと話せるよう
になりたいと感じました。海外研修では、みん
なで現地の文化に触れ「英語で伝える」ことの
難しさを知りました。またシャコピー高校短期
留学では、現地の高校で日本が大好きな生徒と
出会い、日本文化を伝えることの大切さと楽し
さを実感しました。海外にもクラスにも大切な
友人ができ、個性豊かな英語の学習に意欲的に
なりました。みなさんも一生忘れられない素敵
な思い出をこの西乙訓高校で作ってください。

令和２年２月28日（金）、令和元年度「卒業証書授与式」が挙行されました。天気にも恵ま
れ、生徒たちの門出を祝しているようでした。３年間の学びを糧に、羽ばたけ西乙生！

第１回学校説明会
第２回学校説明会
学校公開
第３回学校説明会
個別進学相談会①
個別進学相談会②
※
※

５月３１日（日）
８月２２日（土）
９月１９日（土）
１１月２１日（土）
１２月１２日（土）
１２月２５日（金）

部活動体験の開催予定
学校公開、第３回学校説明会の2回
お申し込み方法
①本校ホームページからのWeb申込
②専用申込はがき・FAXによる申込
＊なお、お申し込みは、各説明会の開催日が
近づいて参りましたら、順次ホームページ
等で御案内いたします。ぜひ各説明会にご参加ください。

京都府立西乙訓高等学校
〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41
TEL 075-955-2210
FAX 075-955-2209

（阪急西山天王山駅より徒歩10分）
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/
西乙訓高校の様子は、本校ホームページをご覧ください。→

京都府立西乙訓高等学校

広報誌

発行日 令和２年６月12日
広報部

今回は留学特集！
西乙訓の充実した留学
プログラムを見てみよう！

田中紅実
令和元年度
グローバルコース卒業
西乙訓高校 教育賞受賞
関西外国語大学
外国語学部 英米語学科
長岡中学校出身

☆新たに「次世代型小･中･高連携外国語教育推進事業」及び
「グローバルネットワーク校」としてスタート！
2020年度より京都府教育委員会から「次世代型小･中･高連携
外国語教育推進事業」及び「グローバルネットワーク校」の指定
を受けました。更なる英語・国際教育が充実します。

☆ユネスコ・スクール認定校
京都府で4校目として、ユネスコおよび文部科学省より、
「ユネスコ・スクール」加盟認定を受けました。これまで
取り組んできた、本校の英語・国際教育が評価されました。

☆豊富な留学プログラム
府立高校の中で、特に充実した留学プログラムをそろえて
います！
裏面へGo！

私はシャコピー高校短期留学プ
ログラムを通して初めて出会う人
の人柄や考え方に刺激を受けまし
た。その経験から、異なる文化や
環境の中に生きる人たちと関わ
り、心を豊かにしたいと思い、世
界に通用する語学力を身につける
ため関西外国語大学へ行くことを
決めました。素晴らしい経験がで
きる留学プログラムがあったから
こそ、自分のやりたいことを見つ
けることができました。ぜひ西乙
訓高校で自分のやりたいこと、叶
えたい夢を見つけてください。

☆本校独自の留学プログラム
●シャコピー高校
短期留学プログラム

●姉妹校アーリントン高校
長期留学プログラム

アメリカ・ミネソタ州
４月２５日～５月５日 ８名
ホームステイ・通常授業・
日本語履修生徒との交流 ほか
（令和元年度 実績）

アメリカ・マサチューセッツ州
７月 ３名帰国
１年間の高校通学及びホームステイ
（平成30年度 実績）

☆府や市と連携したプログラム

シャコピー高校に毎
日通い、文化の違いを
肌で感じることで今ま
での当たり前だった概
念が変わり、私の生活
を客観的に見直す機会
になりました。またホ
ストファミリーや一緒
に授業を受けた生徒な
どと交流を深め、たっ
森 桜子
３年アカデミック理系コース た10日間の留学でした
が、大切な家族と友達
長岡第四中学校 出身
ができ、一人の人間と
して大きく成長し、刺激的でなによりも楽しい10
日間でした。高校生という時期にこうした経験が
私のこれからに繋がっていくと思います。

≪令和元年度実績≫
（長岡京市）

オーストラリア短期留学プログラム （京都府）
（京都府）

≪ ５名 ≫
≪ １名 ≫
≪ ２名 ≫

※令和２年５月３１日現在の予定です。今後の社会状況により変更もありますので、
本校ホームページでご確認ください。

第１回学校説明会

１年生
★発展講座（国数英）
１時限

８:４０～ ９:３０

２時限

９:４０～１０:３０

★自習・演習講座
１時限

８:４０～ ９:３０

２時限

９:４０～１０:３０

＊年間約１７～18回実施

８月２２日（土）

場所：ＡＭ 長岡京市中央生涯学習センター ３F メインホール
ＰＭ 京都市西文化会館ウエスティ 創造活動室

学校公開
第２回学校説明会
第３回学校説明会
個別進学相談会①
個別進学相談会②

９月１９日（土）
１０月３１日（土）
１１月２１日（土）
１２月１２日（土）
１２月２６日（土）

※ 部活動体験の開催予定
学校公開、第２回学校説明会
第３回学校説明会

〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41
TEL 075-955-2210
FAX 075-955-2209
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/
西乙訓高校の様子は、本校ホームページをご覧ください。

京都府立西乙訓高等学校

発行日 令和２年７月３日
広報部

今回は部活動特集！
自分に合った部活動を
見つけてみよう！
＊お申し込みは、7月上旬より順次、専用申込書か
ホームページでご案内いたします。
お問い合わせは、西乙訓高校 広報部まで

B

A

A.試合は屋外がいい！
B.試合は屋内がいい！

A.チームワークの競技が好き！
B.個人戦でも力を試したい！

A
B

A.色んな種目に挑戦したい！
B.自然の中で体を動かしたい！

B

A

A

ボールを投げる
のが得意！

太陽が好き！

A.ドリブルよりレシーブが得意！
B.レシーブよりドリブルが得意！

B
個人競技でも力を
試したい！

武道に興味がある！

A

球技が好き！

A.声で勝負
したい！
B.全身を
使いたい！

スタート！！
B

音楽を演奏
したい！

運動系なら上へ！
文化系なら下へ！

A
A.コートは広いほうが良い！
B.コートは狭いほうが良い！

Yes
No

B

人前での発表は
嫌いじゃ無い！

カメラが好き！

A

A.文章を書くのが好き!
B.絵を描くのが好き!

作品をつくり
たい！

B

伝統文化を
身につけたい！

B

A.文系がいい！
B.理系がいい！

A

学習と部活動を両立させ
希望進路を実現へ！
令和元年度
アカデミック文系コース卒業

関西大学
文学部 総合人文学科
長岡第二中学校 出身

吹奏楽部 副部長

髙畠咲良

《

体育系 》

私は3年間、吹奏楽部に所属し、副部長をしていま
した。入学当時から志望校を決めていたので、部活
をしながら普段の勉強を大切にしていました。その
中で勉強時間の確保などで悩んだことも少なくあり
ませんでしたが、友人や家族、先生方からの励まし
や支えもあったので、目標を達成することができま
した。部活と勉強の両立ができ、そこで学んだこと
は、これから大学や社会に出た時に役に立つと思い
ますし、大切な経験になりました。皆さんも、ぜひ
西乙訓高校で目標を持って、高校生活を楽しく送っ
てください。

《

文化系

》

★弓道部
・近畿高等学校弓道大会 男子個人の部出場（R元）
・国体強化選手に2名選出（R元）
・京都府公立高等学校弓道大会
「女子個人の部 優勝」（Ｈ30）

★吹奏楽部
・日本学校合奏コンクール 全国大会「金賞」（R元）
・京都府吹奏楽コンクール 高等学校の部A「金賞」（R元）
・京都府アンサンブルコンテスト
「金賞・京都府代表」 / 関西大会出場（R元）

★サッカー部
・西乙スポーツ講座
「フットサル＆サッカーを楽しむ日！」

★美術部
・長岡京戦国カレンダー2020イラストコンクール
最優秀賞・優秀賞受賞（R元）
★写真部
・「第14回美しい風景写真100人展」
全国開催に選出（H30）

※令和２年５月３１日現在の予定です。今後の社会状況により
変更もありますので、本校ホームページでご確認ください。

第１回学校説明会

８月２２日（土）

場所：ＡＭ 長岡京市中央生涯学習センター ３F メインホール
ＰＭ 京都市西文化会館ウエスティ 創造活動室

学校公開
第２回学校説明会
第３回学校説明会
個別進学相談会①
個別進学相談会②

９月１９日（土）
１０月３１日（土）
１１月２１日（土）
１２月１２日（土）
１２月２６日（土）

※ 部活動体験の開催予定
学校公開、第２回学校説明会
第３回学校説明会
〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41
TEL 075-955-2210
FAX 075-955-2209
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/
西乙訓高校の様子は、本校ホームページをご覧ください。

発行日

京都府立西乙訓高等学校

令和２年８月2２日
広報部

広報誌 特別号

1年生 創作発表
１年生は創作発表！クラスが団結
して寸劇を交えた合唱、ダンスを
披露します。どのクラスも個性豊
かで楽しい発表です！
3組「世界はあなたに
笑いかけている」

１組「青春(アオハル
～あなたに～)」

４組「アオハル」

２組「One for all,
All for one」

５組「素敵なサプライズ」

2年生 演劇
２年生は体育館で演劇！ロマンス、
ホラー、サスペンス、ミュージカル
など、様々なジャンルの演劇が披露
されます。各クラスが工夫をこらし
た演出で、観客を楽しませます！

３組「そして誰も
いなくなった」

１組「眠れる森の
ロミオと白雪姫」

４組「死亡宣告証」

２組「人狼ゲーム」

５組「HAIR

SPRAY」

3年生 青空劇場
１組「カメラを止めるな！」

２組「今日から俺は！！」

３年生はグラウンドでの青空劇場です。
役者と声優が心を合わせてパフォーマンス
をします。演技だけではなくダンスやアク
ションなども見どころ！３年間の集大成と
なるレベルの高い発表です。

３組「The Strange Show」

4組「そうだ池田屋へ行こう」

５組「リメンバー・ミー」

委員会・部活動発表

文芸部

茶道部

写真部

ESS部

美術部

図書委員会

吹奏楽部
保健委員会

生徒会企画/夜祭

● 学校公開

９月１９日（土）

部活動体験・体験授業・校内見学・個別相談など

● 第２回学校説明会

１０月３１日（土）

● 第３回学校説明会

１１月２１日（土）

● 個別進学相談会①
● 個別進学相談会②

☆ぜひ、ご参加
ください！

部活動体験・校内見学・個別相談など

１２月１２日（土）
１２月２６日（土）

※令和２年７月３１日現在の予定です。今後の社会状況により
変更もありますので、本校ホームページでご確認ください。

〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41 TEL 075-955-2210 FAX
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/
西乙訓高校の様子は、本校ホームページをご覧ください。

075-955-2209

発行日

京都府立西乙訓高等学校

令和２年９月19日
広報部

広報誌 特別号

1年生 西乙美術の森
５組「幸せな未来へのNAVIGATOR」

優秀賞
２組「昼夜逆転」

最優秀賞
１組「となりの関くん」

優秀賞
２組「３年A組」

最優秀賞
１組「アラジン」

優秀賞
２組「千と千尋の神隠し」

最優秀賞

１年生はテーマ「コロナ災禍で気づ
いたこと、考えたこと」をもとに巨
大な絵画作成！クラスが団結して大
きな絵を完成させました。完成した
大きな絵は校舎から吊り下げられ、
迫力のある展示となりました。

2年生 映像制作
２年生は映像制作！脚本、撮影、編
集まで自分たちで協力して作りまし
た。演技だけではない、カメラワー
クや演出の工夫で、見ている人を引
きつけました。

3年生 青空劇場
３年生はグラウンドでの青空劇場
です。役者と声優が心を合わせてパ
フォーマンスをしました。演技だけ
ではなくダンスやアクションなども
見どころ！３年間の集大成となるレ
ベルの高い発表でした。

発行日

京都府立西乙訓高等学校

令和２年10月２日
広報部

広報誌

1年生 西乙美術の森
１年生はテーマ「コロナ災禍で気づい
たこと、考えたこと」をもとに巨大な
絵画作成！クラスが団結して大きな絵
を完成させました。完成した大きな絵
は校舎から吊り下げられ、迫力のある
展示となりました。
3組「ソーシャル
ディスタンス」

１組「新型コロナウイルス
について」

２組「昼夜逆転」

優秀賞
４組「マスクの法則
～ウィルス感染防止＜笑顔感染～」

５組「幸せな未来への
NAVIGATOR」

最優秀賞

2年生 映像制作
１組「となりの関くん」

２年生は映像制作！脚本、撮影、編
集まで自分たちで協力して作りまし
た。演技だけではない、カメラワー
クや演出の工夫で、見ている人を引
きつけました。

３組「斉木楠雄のψ難」

２組「３年A組」

最優秀賞

４組「今日から俺は」

優秀賞
５組「Friendship

Musical」

3年生 青空劇場
１組「アラジン」

３年生はグラウンドでの青空劇場です。
役者と声優が心を合わせてパフォーマンス
をしました。演技だけではなくダンスやア
クションなども見どころ！３年間の集大成
となるレベルの高い発表でした。

２組「千と千尋の神隠し」

最優秀賞

優秀賞

4組「トイ・ストーリー」

３組「時をかける少女」

５組「ゾンビーズ」

委員会・部活動発表

文芸部

写真部

茶道部
美術部

吹奏楽部

ESS部

図書委員会
保健委員会

生徒会企画/夜祭

● 第２回学校説明会
● 第３回学校説明会

１０月３１日（土）
１１月２１日（土）

部活動体験・校内見学・個別相談など

● 個別進学相談会①
● 個別進学相談会②

１２月１２日（土）
１２月２６日（土）
☆ぜひ、
ご参加ください！

※令和２年９月１９日現在の予定です。今後の社会状況により
変更もありますので、本校ホームページでご確認ください。

〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41 TEL 075-955-2210 FAX
http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/
西乙訓高校の様子は、本校ホームページをご覧ください。

075-955-2209

発行日 令和２年10月28日
広報部

京都府立西乙訓高等学校

今年度最後です！

＊お問い合わせは、西乙訓高校

広報部まで

スピーチタイトル

スピーチタイトル

[ The Imperfections
of Our World ]
Watson Naomi Juliet

第１位 ワトソン 尚美ジュリエット
2年5組 グローバルコース
樫原中学校 出身

[ Mental Illness ]
Egawa Mina

第２位 江川 珠奈
2年5組 グローバルコース
長岡第四中学校 出身

スピーチタイトル

スピーチタイトル

[ Power of song ]
Nagoshi Miyu

第３位 名越 心優
2年3組 アカデミックコース
長岡第三中学校 出身

Nishikoji Shuto

[ The preciousness
of life]

第３位 西小路 竣都
2年1組 パイオニアコース
長岡中学校 出身

２年生「英語スピーチコンテスト」を開催しました。それぞれ自分で作ったスピーチをクラスで発表
し、クラス代表に選ばれた2８名が、10月14日(水)Speech Contest Finalでスピーチを行いまし
た。上位４名をご紹介します。おめでとうございます！
＊上記写真順の同順位は50音順で

ｓ

西乙訓高校のグローバルコースには英語力を
伸ばす取り組みとして２日間にわたるEnglish
海外留学ができない今だからこそ、西乙
campがあります。今年度は大阪府の「イング
訓高校は国際教育をとめません！
リッシュビレッジ」を訪れ様々なシーンに応じ
今年度あらたなプロジェクトとして国内
た英語を学びました！
で模擬留学を行います。英語しか使えない
環境で力をグンと伸ばします。

吹奏楽部 第8回日本学校合奏コンクール『全国大会』 金賞

（令和元年度）

第56回京都府吹奏楽コンクール 高等学校の部A 「金賞」受賞
第46回関西アンサンブルコンテスト ファゴット３重奏 京都府代表として出場

弓道部

令和２年度第73回近畿高等学校弓道大会 出場
決勝トーナメント進出（ベスト８）

岡林京志郎（長岡第三中学校出身）/山田一瑳（寺戸中学校出身）/古賀一翔（長岡第三中学校出身）
上出渉太（勝山中学校出身）/二木啓心（寺戸中学校出身）/大八木辰貴（松尾中学校出身）

令和２年度

西乙訓高校 12月個別進学相談会 ＦＡＸ申込 送信票
FAX 075-955-2209
中学校

年

組

番

生徒氏名（

）（男・女）

＊下記について該当に〇をおつけいただき、そのままＦＡＸをしてください。
１．参加希望日
（
）①１２月１２日（土）１０：００～１２：００
（
）②１２月２６日（土）１０：００～１２：００
＊なお、当日来られた方から順にご案内いたします。
２．参加される方

１ 中学生のみ

３．参加人数

１名

・

２

２名

保護者のみ

・

３

中学生と保護者

３名以上

申込は、この用紙でＦＡＸ（075-955-2209）していただくか、ホームページからのＷＥＢ申込（11月
中旬～）、お電話での申込（075-955-2210）で受け付けております。なお、当日参加も可能です。

発行日 令和２年12月11日

京都府立西乙訓高等学校

＊お問い合わせは、西乙訓高校 広報部まで

１年生全員で行う英語レシテーション（暗唱）コンテスト。有名な
英語によるスピーチを覚え、まるで自分のスピーチのように話しま
す。各講座代表がファイナルで発表し、そこで上位表彰された生徒
を紹介します！
パイオニアコース

石澤

優希

長岡第四中学校 出身

アカデミックコース

垣内

望愛

西ノ岡中学校 出身

グローバルコース

岡島 ジャミラトゥ 阿子
深草中学校 出身

グローバルコース

中西

彩芽

長岡中学校 出身

アカデミックコース

石田

朋大

長岡第四中学校 出身

グローバルコース

下西

梨花

神川中学校 出身

２年グローバルコースの生徒たちが、留学疑似体験をするために、大阪・新世界の施設へ行ってきました。２泊３日の様々
なプログラムに、みんな楽しく取り組んでいました。新世界と言っても大阪ですが、充分に「異文化」を体験できたようで
す。関西テレビの「報道ランナー」や新聞数社で、紹介してもらいました。

２年生「総合的な探求の時間」で、SDGｓ（持続可能な開発目標）に取り組んでいます。あるグループでは、テーマ１
「貧困をなくそう」、テーマ４「質の高い教育をみんなに」について探求活動を行い、フェアトレードチョコレート購入
を呼びかける活動を校内で実施するなど、それぞれ自ら考え、探究活動を充実させています。

第28回近畿高等学校弓道選抜大会
○女子個人の部

第３位

２年グローバルコース

松下 彩葉

西ノ岡中学校出身

○男子個人の部

出場

２年グローバルコース

藤原 凌磨

寺戸中学校出身

吹奏楽部は昨年度、第8回日本学校合奏コンクール全国大会「金賞」受賞したこと、
また京都府アンサンブルコンテスト「金賞・京都府代表」で関西大会へ出場したこと
により、長岡京市より「長岡京市文化賞」の「文化奨励賞」を、『吹奏楽部全体』と
『吹奏楽部ファゴット3重奏』が受賞いたしました。

２年 アカデミックコース

生徒会長

佐藤 春樹
長岡第三中学校出身

あなたが思い描く将来はどのようなものでしょうか？
冬の努力が春の命運を左右します。来年、西乙訓高校で皆
さんと一緒に高校生活を送ることを楽しみにしています。

京都府立西乙訓高等学校 〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41 TEL

075-955-2210

http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/

西乙訓高校の様子は、本校ホームページ・公式インスタグラムをご覧ください。

FAX 075-955-2209

発行日

令和3年3月2日

広報部

皆さんが大人になる頃には、世界はいったいど
うなっているのでしょうか。
大きく変化する社会。予測不可能な未来。地球規
模の問題も、自分のこととして考えていく必要が
あります。
西乙訓はグローバル化の社会を支える人材の育
成を目指します。そして「国際理解教育」と「進
学指導」のコンセプトに基づき、新たに「国際教

養コース」「国際特進コース」の２つにコースを
再編しました。英語が得意な人はもちろん、苦手
な人こそ本校の国際理解教育を学んで欲しいと考
えています。
皆さんには自ら可能性を切り開く力が必要です。
未来につながる力をいま、一緒につけていきま
しょう。

国際教養
コース

国際特進

コース

他国籍人口の増加が見込まれる
日本社会に対応すべく、豊かな国
際感覚を磨くことを目指す。
海外を舞台に活躍できるような
人材の育成を目指し、とりわけ英
語力の向上を目指す。
本校HP

京都府立西乙訓高等学校
TEL 075-955-2210

〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41

FAX 075-955-2209

公式HP http://www.kyoto-be.ne.jp/nishiotokuni-hs/mt/

部活動

学校行事
西乙祭（文化の部/体育の部)

★吹奏楽部

海外研修旅行

華道体験

全国大会金賞(合奏コン）

English camp

球技大会

★弓道部

校外学習（遠足） 百人一首大会

近畿大会個人３位

海外訪日団交流

近畿大会団体ベスト８

など

ほか

学びを支える
ICT設備
・全教室電子黒板機能付き
プロジェクター
・生徒が使える
タブレット端末

など

Q１．英語が苦手ですがついていけますか？
A．大丈夫です！英語が苦手な人こそ、本校で国際理解教育を学んでいただきたいのです。また、英語力の伸びが大き
いのも西乙の魅力。一緒に頑張っていきましょう！
Q２．どんな部活がありますか？
A．西乙には約20の部活があります。その中でも吹奏楽部が全国大会に、弓道部が近畿大会に出場するなど活躍して
います！ぜひ、部活動体験にも参加してくださいね。
Q３．最寄り駅はどこですか？
A．阪急西山天王山駅から徒歩約10分です。太い通り沿いにあるので分かりやすいです。
Q４．海外に行きたいのですが、チャンスはありますか？
A．どちらのコースでも研修旅行の行き先が台湾の予定です。また、留学プログラムも充実しており、西乙独自のもの
や京都府、長岡京市と連携したものがあります。また、今年度は新型コロナウィルス感染拡大のため、新たに国内で英
語力を鍛えるYOLOイングリッシュキャンプを実施しました！
Q５．大学に進学を希望していますが、西乙で対策はできますか？
A．毎年、国公立大学や関関同立などの難関私立大に進学する生徒がいます。充実したカリキュラムに加え、夏・冬季
講習や、希望者に個別で行う小論文指導などの進学指導でしっかりサポートします。進学した先輩の中には、塾に通わ
ずに国公立大学に合格した人もいます。進路エリアでは進路に関する相談ができ、先生方が真剣に向き合ってくれま
す。西乙はがんばる人の味方です！
Q６．青春できますか？

A．西乙にはたくさんの行事や部活もありますし、どの先生も親身に向き合ってくれます。西乙であなただけの青春を
見つけてみませんか？
西乙の日常がいっぱい！
ぜひのぞいてみてね！

