
普通科GA （グローバルアカデミック）コース
国際的視野を持ち、応用的・活用的能力を養い、より高度な学びを求め大学進学を目指すコース

普通科GC （グローバルシチズン）コース
国際感覚を身につけ、基礎学力を充実させて多様な進路選択に対応するコース

普通科中高一貫コース
６年間の一貫教育を通じて、高い学力と国際性、高度な専門性を養うコース
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鈴木　孝太さん（SB コース卒）

（八木中学校出身）

立命館大学　産業社会学部

　毎時間の授業が丁寧に進行さ

れ、 クラスの雰囲気も非常によか

ったです。 園高祭をはじめとする学

校行事も充実しており、 有意義な学校

生活を送ることができると思います。

メリハリを大切にして、園部高校で楽し

い３年間を過ごしてください。

橋本　拓実さん （SB コース卒）

（園部中学校出身）

京都先端科学大学　健康医療学部

　SB コースのクラスでは、 みん

なが仲良く、 仲間思いで何事

にも協力し合い楽しく過ごす

ことができました。 行事でも

全生徒が学年の枠を超えて楽

しむことができました。 僕が最

も力を入れた部活動ではたくさ

んのことを学び、 それを学校生活で

活かすことができました。

勉強だけでなく学校行事、 部活動にも積極的に

参加して充実した３年間を過ごしてほしいです。

榎川　颯輔さん （SA コース卒）

（和知中学校出身）

高知大学　医学部看護学科

　私が園部高校に入って１番よか

ったのは、勉強や部活動、行事な

どの色々なことに一生懸命にな

れたことです。１日１日を大事に過

ごすことで楽しい３年間を過ごすこ

とができたし、 最終的には入試の面接

時などにもとても役に立ちました。 だ

から毎日をなんとなく過ごすのではな

く、有意義な時間にしてほしいと思って

います。

※ SA は現 GA コース、SB は現 GC コースに相当

　園部高校の良いところは、 生徒が

中心になって取り組んだり、 落ち着

いた雰囲気で勉強できたりするとこ

ろです。 Global Thinking の授業

では、話し合いをしたり、自分で追究

したテーマを発表したりすることで、

主体性や話を聞く力、 話す力がつい

たと思います。 また、 GA

コースは大学受験に必要

な力を身に付ける授業が

あります。 ぜひ、積極的な

気持ちを持って園部高校

に来てください。充実した

高校生活が待っています。

　GC コースでは部活と学習の両立を

しながら、 自分のやりたいこと ・ やっ

てみたいことに集中できるのが利点で

す。 自分のペースに合わせて学習する

ことが可能で、 将来の進路選択の幅広

さも、 ＧＣコースの魅力の１つだと思い

ます。 学習面や進路などのことで悩ん

でいても、 気軽に話すこと

ができる先生が多く、 相談

しやすい環境が整ってい

ると感じます。みなさんも、

園部高校に来て、 やってみ

たいことにチャレンジする

高校生活を送りませんか。

常住　翔太さん

（東輝中学校出身）

谷村　琉空さん

（蒲生野中学校出身）

先輩からの
メッセージ

先輩からの
メッセージ

4 5Sonobe High School


