
 

発行日 令和３年４月９日   京都府立西乙訓高等学校 広報誌 

 

    日時：５月30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（予定） 

 

    申込受付 

     ４月下旬より受付開始予定  

   申込方法 

      ①本校ホームページからのWeb申込 

          ②電話申込（学校 075-955-2210） 

         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。 



   

第１回学校説明会  ５月３０日（日）  

第２回学校説明会  ８月２１日（土）  

学校公開      ９月１８日（土） 

第３回学校説明会 １１月２０日（土） 

個別進学相談会① １２月１１日（土） 

個別進学相談会② １２月２５日（土） 
 

 

※ 部活動体験 

   学校公開、第３回学校説明会の2回（予定） 

※ お申し込み方法 

    ①本校ホームページからのWeb申込 

          ②電話による申込 

   ＊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                   

                  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。 



 

発行日 令和３年６月１日 

広報図書部 

京都府立西乙訓高等学校 広報誌 

☆「次世代型小･中･高連携外国語教育推進事業」 

   「グローバルネットワーク京都校」 
  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京都校」の   

 指定を受けています。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！ 

 
今回は国際教育特集！ 

西乙訓の充実した国際教育 

の取組を見てみよう！ 

 
YOLO-Nishiotsu English Camp  
 

コロナ禍で海外に行けない時でも、国内での留学疑似体験

を通してグローバル教育・国際交流ができるにしおつ独自

の英語キャンプです。 



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

第１回学校説明会  ６月１９日（土） 

第２回学校説明会  ８月２１日（土） 
 場所：ＡＭ   長岡京市立中央公民館 ３F 市民ホール  

    ＰＭ  京都市西文化会館ウエスティ 創造活動室 

学校公開      ９月１８日（土） 

第３回学校説明会 １１月２０日（土） 

個別進学相談会① １２月１１日（土） 

個別進学相談会② １２月２５日（土） 
 

※ 部活動体験の開催予定 

    学校公開、 第３回学校説明会 

 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、たった

10日間の留学でしたが、

大切な家族と友達がで

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。 

森 桜子 
令和２年度 

アカデミック理系コース卒業 

滋賀県立大学  工学部 

長岡第四中学校 出身 

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 

☆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 

☆府や市と連携したプログラム ≪令和元年度実績≫ 
 

（長岡京市） ≪ ５名 ≫ 

オーストラリア短期留学プログラム （京都府）      ≪ １名 ≫ 

（京都府）   ≪ ２名 ≫ 

アメリカ・ミネソタ州 

４月２４日～５月４日 ７名参加 

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名参加 

１年間の高校通学及びホームステイ 

           （平成30年度 実績） 

 ※令和３年５月１８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。 

公式 Instagramも

チェックしてね！ 



発行日 令和３年７月１日 

広報図書部 
京都府立西乙訓高等学校 広報誌 

＊お申し込みは、７月中旬より順次、ホームページからの 

web申込か学校へ直接お電話にてお申し込みいただけます。 

 お問い合わせは、西乙訓高校 広報図書部まで 

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！ 

9月の学校公開では 

部活動体験があるよ！ 

球技が好き！ 

個人競技でも力を

試したい！ 

作品をつくり
たい！ 

伝統文化を 
身につけたい！ 

A.英語が好き！ 

B.理科が好き！ 

人前での発表は 
嫌いではない！ 

A.文章を書くのが好き! 
B.絵を描くのが好き! 

武道に興味がある！ 

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！ 

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！ 

A.コートは広いほうが良い！ 

B.コートは狭いほうが良い！ 

A.試合は屋外がいい！ 

B.試合は屋内がいい！ 

ボールを投げる

のが得意！ 

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！ 

音楽を演奏
したい！ 

A.声で勝負 
 したい！ 
B.全身を 
 使いたい！ 

カメラが好き！ 

Yes 

No 

A B 

A 

B 

B A 

A 

B 

 

スタート！！ 
体育系なら上へ！ 

文化系なら下へ！ 

A 
B A 

B 

A 

B 

A 

B 



 〒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。 

   

 私は吹奏楽部に所属し、ほぼ毎日活動していま

した。部活動と勉強の両立は大変でしたが、先

生方の個別指導や夜７時まで解放された自習室

で勉強に励み、部活動と両立し、進路実現する

ことができました。部活動やクラスの友達と励

まし合い、目標を持って過ごした学校生活は、

とても充実していたと感じています。  

学習と部活動を両立させ 

     希望進路を実現へ！ 
令和２年度 

  アカデミック文系コース卒業 

京都教育大学  

教育学部  

長岡中学校 出身 

吹奏楽部  

四方もも香 

※令和３年７月１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。 

《 体育系 》 
 

★弓道部 

・全国高等学校総合体育大会弓道大会 

          京都府団体２次予選会（R3） 

 女子の部 ３位 近畿大会出場権獲得  

 

・全国高等学校総合体育大会弓道大会 

          京都府個人２次予選会（R3） 

 女子１名       全国大会出場権獲得 

 女子３名、男子２名  近畿大会出場権獲得 

 

・第28回近畿高等学校弓道選抜大会 

 女子個人の部 3位 （R２） 

・第73回近畿高等学校弓道大会 

     男子団体出場 〔ベスト８相当〕（R2） 

 

               《 文化系 》 
 

★吹奏楽部 

・「長岡京市文化奨励賞」受賞（R2） 

・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）  
 

 

★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」 

                学生部門 入選（R2） 

公式 Instagramも 

  チェックしてね！ 

第１回学校説明会  ７月１１日（日） 
   ＊当初予定の5月30日（日）より延期しております。 

第２回学校説明会  ８月２１日（土） 
 場所：ＡＭ   長岡京市立中央公民館 ３F 市民ホール  

    ＰＭ  京都市西文化会館ウエスティ 創造活動室 

学校公開      ９月１８日（土） 

第３回学校説明会 １１月２０日（土） 

個別進学相談会① １２月１１日（土） 

個別進学相談会② １２月２５日（土） 
 ※ 部活動体験の開催予定 

    学校公開、 第３回学校説明会 



京都府立西乙訓高等学校 広報誌 特別号 

発行日 令和3年８月21日 

 広報図書部 

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。 

優秀賞 

２組「千と千尋の神隠し」 

最優秀賞 

１組「アラジン」 

最優秀賞 

１組「となりの関くん」 

優秀賞 

２組「３年A組」 

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。 

最優秀賞 

５組「幸せな未来へのNAVIGATOR」 

優秀賞 

２組「昼夜逆転」 



京都府立西乙訓高等学校 広報誌  

発行日 令和３年10月８日 

 広報図書部 

今回は、YOLO - NISHIOTSUイングリッ

シュキャンプ体験報告スピーチを掲載！ 

報告してくれるのは 

長岡中学校出身 ３年グローバルコースの 

上田愛美香さんです！ 

     Hello.  My name is Amika Ueda from the 3rd Grade 

global course. 

     I was planning to study abroad twice when I was in 

the second grade, but both were canceled due to the    

influence of the coronavirus.  At that time, in the  

global course, we were able to experience the first    

domestic study abroad program at Nishiotokuni High School 

called YOLO-Nishiotsu English Camp in October last year. 

During the camp, everyone spoke English only and each group worked with one foreign 

staff member of the group.  

     On the first day, people from Brazil, Nigeria and   

Lithuania gave presentations on their own countries.  We were 

able to learn about different cultures through dancing samba, 

wrapping a turban on our head and taking a quiz.  I also had 

the experience of assuming various situations such as     

restaurants, hotels, and airports overseas.  Also, the three 

day meal is very fulfilling, as you can order in English and 

eat dishes from around the world such as curry in India, fish 

and chips in the UK, jerk chicken rice in Jamaica. 

     On the second day, each group talked to the foreign staff member in their group 

about his or her country of origin, and summarized them to give a presentations on 

the last day.  At first I was full of anxiety because we were not allowed to speak 

Japanese, but we were not afraid of making mistakes and spoke positively.  What we 

learned there was the importance of “trial and error.”  Even if we didn’t  

understand the correct grammar and words, we made gestures and actively   

communicated in simple English.  Throughout these three days, 

we had a valuable experience that not only improved our     

language skills but also led to self-confidence. 

     I hope you all have a valuable experience at Nishiotokuni 

High School.  

日本語訳は裏面へ！ 



 

〒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。 

   

 

● 秋の学校説明会  １０月２３日（土） 

● 第３回学校説明会 １１月２０日（土） 

       部活動体験・校内見学・個別相談など 

※令和３年９月３０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。 

公式 Instagramも 

  チェックしてね！ 

 

【日本語訳】 
 皆さんこんにちは。３年グローバルコースの上田愛美香です。 

 私は２年生の時に２回の留学を控えていましたが、新型コロナウィルスの

影響でどちらも中止になってしまいました。そんな中、グローバルコースで

は、昨年10月にYOLO-Nishiotsu Englishi Campという西乙訓高校初の国内留

学を経験することができました。 

 キャンプ中は全員英語で話し、各グループにつき１人の外国人スタッフと

一緒に活動します。１日目はブラジルやナイジェリア、リトアニア出身の

方々がそれぞれの自国についてプレゼンテーションをしてくださいました。一緒にサンバを踊ったり、

ターバンを頭に巻いたり、クイズやゲームで異文化に触れることができました。また、海外でのレストラ

ンやホテル、空港など様々な場面を想定した模擬体験もしました。 

 他にも３日間の食事はインドのカレーをはじめ、イギリスのフィッシュアンドチップスやジャマイカの

ジャークチキンライスなど世界各国の料理を英語で注文し食べることができたり、国内とは思えないよう

な空間はとても充実していました。 ２日目は各グループそれぞれの外国人スタッフの出身国につ

いて話を聞き、それらをまとめて、３日間のプレゼンテーションに向けて準備をしました。日本語

禁止ということもあり初めは不安でいっぱいでしたが、私たちは失敗を恐れず、積極的に話しまし

た。そこで学んだことは、Tｒｙ&Ｅｒｒｏｒの大切さです。正しい文法が分からなくても、正しい

単語が分からなくても身振り手振りをしたり、簡単な英語で積極的にコ

ミュニケーションをとりました。私たちはこの３日間を通して、

語学力の向上だけでなく自信にも繋がる貴重な経験をすること

ができました。 

公式 YouTubeチャンネルで

イングリッシュキャンプの

様子を見ることができる

よ。チェックしてね！ 

   

弓道部 吹奏楽部 

全国大会 

夏の全国インターハイに女子個人

で出場しました！秋の選抜大会団体

予選でも男女とも２次予選に進むことが

できました。２次予選で勝ち抜き団体で

の全国大会進出を目指します！ 

女子ダブルス2年生1組、 

男子シングルス１名が 

１１月に和歌山県で開催される 

近畿大会に進出を決めました！ 

 第１０回日本学校合奏コンクール予選通過し、 

全国大会出場が決まりました！ 

 また、国民文化祭わかやま２０２１に、京都府を

代表して出場することになりました！応援よろしくお
願いします 

● 個別進学相談会① １２月１１日（土） 

● 個別進学相談会② １２月２５日（土） 

国民文化祭 近畿大会 

バドミントン部 

全国大会 



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･図書部まで 

発行日 令和３年11月11日 

広報･図書部 

第３位 塩路 愛海  

           2年5組 グローバルコース 

           長岡第二中学校 出身 

第２位 浅尾 菜々美  

           2年4組 アカデミック文系コース 

           大山崎中学校 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25名が、10月29日(金)Speech Contest Finalでスピーチを行いました。

上位６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音順です。 

第３位 石澤 優希 

           2年1組 パイオニアコース 

           長岡第四中学校 出身 

今年度最後です！ 

第１位 三河 美咲 

           2年3組  アカデミック理系コース 

           桂川中学校 出身 

第２位 紙谷 美咲 

           2年5組 グローバルコース 

           神川中学校 出身 

第３位 光永 麻央  
           2年5組 グローバルコース 

            寺戸中学校 出身 



ｓ 

令和３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１１日（土）１０：００～１２：００ 

     （   ）②１２月２５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  ２ 保護者のみ  ３ 中学生と保護者 

 

３．参加人数    １名  ・  ２名  ・ 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。 

〒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、公式インスタグラムをご覧ください。 

 

吹奏楽部 第10回日本学校合奏コンクール 『全国大会』         出場                       

             第38回国民文化祭・わかやま 2021～吹奏楽の祭典～  出場 
  

バドミントン部   令和３（2021）年度近畿高等学校体育大会 

          第68回近畿高等学校バドミントン選手権大会  出場権獲得 

       
 

弓道部   令和３年度全国高等学校弓道選抜大会京都府団体２次予選会 

       女子団体の部 第３位 近畿大会出場権獲得 



発行日 令和３年12月３日 京都府立西乙訓高等学校 

 

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！ 

国際特進コース 

中澤 美幸 
小栗栖中学校 出身 

国際特進コース 

青木 花乃 
長岡第三中学校 出身 

＊お問い合わせは、西乙訓高校 広報･図書部まで 

国際教養コース 

日越 椋弥 
長岡第四中学校 出身 

国際特進コース 

池永 未来 

長岡第四中学校 出身 国際特進コース 

後藤 歩美 
西京極中学校 出身 

国際特進コース 

前田 真央 
洛西中学校 出身 

＊同じ順位内は50音順です。 



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 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・公式インスタグラムをご覧ください。 

 

   

 

「文化遺産を巡るツアー」と題して、

市内散策を行いました。市内の文化遺

産の前で写真を撮るなど、とても楽し

みながら、文化遺産の素晴らしさを再

発見できました。 

 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、行き先を台湾から国内東北へ変更し実施しました。生徒たちは大震災の傷跡

を見てたくさんのことを目の当たりにし、人のはかなさと強さに触れ、多くのことを学びました。また観光も行い、とても

楽しく充実した研修旅行になりました。 

 

11月6日（土）千葉県文化会館で開催された、第10回日本学校合奏コンクール

2021全国大会に出場し、見事「銀賞」を受賞しました。また11月14日（日）

に和歌山県民文化会館で開催された「第36回国民文化祭・わかやま2021～吹

奏楽の祭典～」に京都府を代表して出演しました。 

  女子団体の部 出場  

   ２年 髙橋由依（神川中学校 出身）    １年 上妻美咲   （長岡中学校 出身）  

   １年 吉岡莉沙（長岡第四中学校 出身）１年 湯川佳央里（長岡第四中学校 出身）   

女子ダブルス  ２年 一ノ瀬美由（大原野中学校 出身） 

           伊藤咲依 （大原野中学校 出身） 

男子シングルス １年 菅生一輝 （長岡第三中学校 出身）   


