
平成30年度  学校紹介（全日制  普通科）
Kyoto  Prefectural  OHKI  Senior  High  School



フィールドワークやイチゴ狩り、バーベ
キュー等で新しいクラスの仲間と楽しく
充実した１日を過ごします。

クラス・部活動等による魅力あふれる作
品が上演・展示されます。準備を通して
仲間との絆も深まります。

東京を拠点とし、国や大学の研究機関等
の訪問、京都文化との比較を意識し、フィ
ールドワーク等により、探究的な活動を
します。

狂言や歌舞伎等の古典芸能からオペラ等
の幅広い舞台芸術との出会いで豊かな感
性を養います。

学校近辺を含めて京都の歴史的文化遺産
等を体感することで、興味・関心が高まり、
「学び」が深まります。

競技に汗し、応援に声を張り上げ、鴨沂
パワー全開でクラス一丸となり栄冠を目
指します。

教職を目指す学生のみなさんが教員として
必要な意識や資質、実践力を高めるため
連携しています。

学習や部活動の成果を小中学生に披露す
るなど、積極的に交流を図っています。
交流を通して、日常の「学び」が一層深化
します。

自分のペースで学習する生徒が、学年を
問わず放課後遅くまで見受けられます。
大学生ボランティアによる学習サポート
も行っています。

フランス・台湾・中国等の高校生とともに、
授業や部活動、学校内外での文化体験等
を通して交流します。

近隣地域でのイベントや、国内外から
京都を訪れる方々との交流会にも積極的
に参加し、世代等を超えた幅広い交流を
行います。

京都大学や京都工芸繊維大学、京都産業
大学等と連携した学びの機会を通して、
知的好奇心を高めます。より専門的な学習
体験が進路意識も刺激します。

京都の自然・文化・伝統等に関する講演・
実習を通して京都の文化への理解・関心を
深め、知識や実践力・発信力を身につけます。

重要文化財保存修理現場見学等を通して、
先人の仕事や建物の歴史、文化財保存修
理等についての理解を深め、文化財を継承
する意義について考えます。

自転車安全利用推進員に委嘱された生徒
が、本校生徒や地域の皆様に安心・安全
の実現を目指して活動しています。

個性や能力を伸ばす魅力あふれる教育活動
多様な取組



夢に挑戦、 きらめく個性、 はじける笑顔

他の部も上位目指して頑張っています !!

全国トップレベルの女子水球
全国レベルの自転車競技

平成28年度U-18日本代表選手に１名選出
世界ユース選手権13位（ニュージーランド）

平成28年度全国インターハイ
自転車競技ロード、トラック出場（鳥取県）

吹奏楽部や合唱クラブが定期演奏会を
開催し、他校生や地域の方との交流を
図っています。

部活動紹介

主な活動実績
■ 水泳部（水球）

■ 水泳部（シンクロナイズドスイミング）

■ 自転車競技部

■ フェンシング部

■ 放送部

■ 吹奏楽部

■ 演劇部

■ 自然科学部

■ 合唱クラブ

体育系部

文化系部

過去の実績（男子）



進路希望に応じた計画的な学習プログラム
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平成     年度入学生    年間の流れ

平成     年度 入学生カリキュラム
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発展クラス

標準クラス

発展・文理コース

標準・文コース

京都文化コース

国公立大学
難関私立四年制大学

私立四年制大学
短期大学
専門学校、就職

私立四年制大学



鴨沂の教育・鴨沂の改革

　高校３年間で頑張ったことは、勉
強とバスケットボールです。勉強も部
活動も信頼できる先生と友達のおか

げで最後までやり抜くことができました。特に勉強の面では、
先生方が授業だけでなく放課後や朝にも補習をしてくださり、
わかるまで丁寧に教えていただいたり、難問に挑戦したりと、
とても充実していました。鴨沂高校はどの部活も活発に活動し
ており、３年間厳しい練習を共に乗り越えたチームメイトは、
私の人生の中でとても大切な存在になりました。受験期には、
そんな仲間たちと切磋琢磨し、お互い高め合い、先生方の支
えがあったので、中学校時代には考えもしなかった進路を実
現することができました。鴨沂高校で過ごす３年間はきっと
みなさんの人生を豊かにしてくれます。鴨沂高校でこれから
の人生の選択肢や可能性を広げてみてください。

森内　大翔　　　　
　京都工芸繊維大学　工芸科学部
　　　　電子システム工学課程
バスケットボール部　嘉楽中学校出身

　鴨沂高校は勉強したい人も、部活
を頑張りたい人も、自分がやりたいこ
とを達成できる高校です。僕は引退

するまで演劇部の活動に熱中し、１年では先輩から多くのこ
とを学び、２年からは部長を務め、２年連続、大会で賞を取
ることもできました。人と協力しながらも何かをやり遂げる難
しさを味わったのも部活動でした。鴨沂に入学して自分で勉
強の計画を立てて努力する習慣が身についた僕は、３年では
受験勉強に邁進しました。生徒一人一人に合った指導をしてく
ださる信頼できる先生方のサポートで、高校入学前から決め
ていた志望校に合格することができました。志望をかなえら
れたのも自分に合った鴨沂に入学したからだと思います。そ
んな自分のやりたいことを思いっきりできる鴨沂高校で３年間
過ごしませんか？

二口　朝陽　　　　
　琉球大学 法文学部 人間科学科
　　　　　地理歴史人類学専攻

演劇部　岡崎中学校出身

● １４５年の歴史と伝統に根ざした、 不易なる鴨沂の精神

● 一人一人の個性や能力を最大限に伸ばし、 進路希望を実現

● 基礎・基本の重視、 徹底した学習指導に基づく学力伸長

● 入ってから一人一人を伸ばす面倒見のいい指導

● 京都から世界に向けて発信できる人材の育成

● 年間１２回の土曜日に授業を実施

●  鴨沂ならではの学び 「京都文化」 （総合的な学習の時間）

● アクティブラーニング：大学・研究機関・企業との連携授業

平成     年　月 卒業生からのメッセージ

鴨 沂 の 一 年 平成　  年度 主な年間スケジュール
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進路希望を実現する手厚いサポート体制

  充実した
  進路補習

  充実した
  学習環境

  充実した
  進路の学び

国公立大学 京都工芸繊維大学
京都教育大学、 滋賀大学、 鳥取大学
琉球大学、 福知山公立大学
島根県立大学、 下関市立大学

私立大学

（総合的な学習の時間） 専門学校

就職

同志社大学、 立命館大学、 関西学院大学
龍谷大学、 京都産業大学、 佛教大学
同志社女子大学、 東京女子体育大学  他

私立
短期大学

看護
専門学校

龍谷大学短大部、 大谷大学短大部
武庫川女子大学短大部、 華頂短大
京都文教短大　他
京都第二赤十字専門学校
京都中央看護保健大学校
京都保健衛生専門学校　他

医療系、 理容美容系、 調理系、 情報系 他

（株）日本郵便、 （株）キャピタル東洋亭
（株）三笑堂、 （株）三嶋亭　他

Academic Session@鴨沂（大学模擬講義）

● 進路決定に向けての各種進路ガイダンス
● 大学入試センター試験説明会
● 小論文説明会
● 進路模擬面接
● 就職サポートとして準備講座を年１０回実施

など

  伸びゆく
  進路実績



多彩な教育活動を実現する新しい施設

校舎中庭より校舎北東（荒神口通）より 校舎南西（寺町通）より

（※完成イメージ）
体育館講堂 室内温水プール

―  ―

１  伝統ある景観の継承と最新の教育機能の融合を図る校舎デザイン

２  図書室を中心とした情報メディアセンターを配置し、学習支援機能を充実

３  体育館をはじめとする多様な教育施設の有機的な配置

４  少人数教室や多目的教室を配置し、習熟度別授業など多様な学習形態を可能
　  とするレイアウト



地下鉄
「鞍馬口駅」 １番出口より徒歩約７分
京阪電車・叡山電車
「出町柳駅」 下車、 徒歩約15分

叡山本
線

０７５-２３１-１５１２（代）
０７５-２３１-０２２０
http://www.kyoto-be.ne.jp/ohki-hs/

市バス
「烏丸今出川」 下車、 徒歩約10分
「出雲路俵町」 下車、 徒歩約６分

※各説明会の詳細は、後日、中学校を通じてご案内いたします。
　また、本校ホームページをご覧ください。
 

第　　　 回 第　　　 回 第　　　 回 第　　　 回

■全体説明
　（午後二部制）
■個別相談

■全体説明
　（午後二部制）
■個別相談

■全体説明
　（午後二部制）
■個別相談

■授業体験
■全体説明
■個別相談

平成29年度

学校説明会〔全日制〕


