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百年を超えて進化し続ける伝統校
　京都府立山城高等学校「ネクストステージ」へ

ごあいさつ
　今日、グローバル化、科学・情報技術の革新は止まることを知らず、人工知能
の飛躍的な進化が、我々の生活を大きく変えつつあります。さらに、我が国は、
少子高齢化による生産人口の減少など、社会構造が急激に変化する新しい時代を
迎えております。
　本年度から移行期間に入り令和４年度から年次進行で実施される新学習指導要
領では、従来の知識・技能をもとにして、思考力・判断力・表現力の育成を重視
する方向に転換がなされています。その方法として、いわゆるアクティブラーニ
ングによる学び、すなわち、主体的な学び、対話的な学び、深い学びを実現する
ことが求められています。
　山城高等学校は、文理融合型の厚みと深みがあり「主体的・対話的で深い学び」
を実現する教育活動により、グローバル社会で活躍できるグローバルリーダーの育成をめざします。知・徳・体
のバランスのとれた自立した人材こそが、この予測不可能な時代を開拓できる人材であると考え、「質の高い文
武両道」を目標に教育活動を展開します。
　「質の高い文武両道」でグローバルリーダーを育成する山城高等学校、令和２年度から普通科・文理総合科と
もに「単位制」により教育を行う山城高等学校で、充実した３年間を過ごしてください。

校　長　細野　吾

山城の単位制

学校コンセプト

教育方針

　学年制を基本とし、興味・関心や進路希望に応じて、１～３年次に「自由履修科目」を、２・３年次に「『挑戦』
を育む選択科目」を学習する単位制です。

（1） 山城高校の社会的使命
　・グローバル社会でリーダーとして活躍できる、知・徳・体のバランスが取れた自立した人材の育成

（2） 山城高校が誇りとする学校の価値
　・自主・自立・共生の精神を引き継ぎ、百年を超えて進化し続ける伝統校
　・そして今、ネクストステージへの出発

（3） 山城高校がめざす教育
　・生徒自身が、現在、３年後、30年後の満足を目指す教育
　・大きく変貌しようとするこれからの社会を力強く生き抜いていく力を育成

（4） 山城高校がめざす生徒像
　・�スペシャリストでありながら、多彩な能力を兼ね備えた人となることを目標に、「質の高い文武両道」を目
指し、学習も部活動等も全力で頑張り、力を発揮しようとする生徒

　１　真理と平和を探求し、正義を貫く人間を育成する
　２　自主、自立、共生の精神を養い、責任を学ばせる
　３　相互敬愛と協力の心を培い、自治能力を育てる
　４　豊かな情操を養い、健康の増進を図る
　５　勤労をたっとび、社会奉仕の心を育てる



2

ゴールを見据えた選択　山城で何を学ぶか

New Departure !  新時代へつながる道

文理総合科 普通科

１　
年

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜活用講座

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜活用講座

２　
年

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜活用講座

自然科学 人文社会

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜活用講座

３　
年

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜演習

自然科学 人文社会

週32時間（必修）
週２時間（自由履修）

進学補習
土曜演習

学
校
生
活

シンガポール研修旅行
サイエンスダイアログ
国際交流・高大連携

探究型研修旅行（海外１ヵ所及び国内数ヵ所より選択）
サイエンスダイアログ

目
指
す

進
路 難関国公立大学・難関私立大学

文理総合科 普通科

前
　
期

募集定員の
100％

■独自学力検査
　（5教科）
■報告書
■面接

募集定員の
30％

Ａ方式
1型

■共通学力検査（３教科）
■報告書
■面接

Ａ方式
2型

■共通学力検査（３教科）
■報告書
■面接
■活動実績報告書

中
期 募集はありません 募集定員の

70％
■共通学力検査（５教科）
■報告書

単位制になる “新” 山城高校は、あなたの描く未来像を、より確かなものにします

入学者選抜方式【平成31年（令和元年）実績】
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在校生から

文理総合科  コンセプト

基本コンセプト 教育課程
　文系・理系が融合したクラスの中で、幅広い教養と
深い学びを究めながら、英語によるコミュニケーショ
ン力を授業のみならず、様々な活動や取組によって高
め、グローバル化された現代社会に対応し、あらゆる
分野でリーダーとなる人材の育成を目標とします。

■令和２年度入学生 文理総合科 教育課程（申請予定）

　文系・理系の科目をバランス良く配置し、専門学科
ならではの設置科目を学ぶことで大学での学びへス
ムーズに繋がるプログラムが準備されています。自由
履修の科目を受講することで更に知識を増やすことが
可能になります。

　文理総合科は、多くのことを経験し自分を大きく成長させるのに最適です。
文理総合科だけにある行事がたくさんあり、貴重な経験をすることができま
す。その中でも、シンガポールの海外研修は異国の文化に触れ、自らの価値
観、世界を広げる経験となりました。日々の学校生活では、クラスに文系、
理系が半分ずついるため、自分が知らない分野について話してもらう機会が
あり、いろいろな知識を得ることができます。勉強に対する意識が高い人が
多く、自然と自分で勉強ができるような環境になっています。また、部活を
やっている人も多く、土曜活用講座などで練習に遅れることはありますが、
自分のやる気次第で両立することができます。
　このように文理総合科は充実した3年間を送れる環境が整っています。文
理総合科に入れば、自分を大きく成長させることができるはずです。

平成29年度入学
長瀬　賢生

単位数 5 10 15 20 25 30 32 34
学年

1
総合国語Ⅰ 世界史

Ａ 数学Ⅰ 数学Ａ 物理 
基礎

生物 
基礎  体育 保

健

 音楽Ⅰ
 美術Ⅰ
 書道Ⅰ

英語総合 グローバル 
クエスト

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

国語演習 
（1）

英語演習 
（1）

（5） （2） （4） （2） （2） （2） （3） （1） （2） （5） （2） （1）（1）

2
総合国語Ⅱ

地理B＊

政治経済

数理科学Ⅰ 理数化学
理数物理
理数生物

体育 保
健

家庭 
基礎 現代英語Ⅰ コミュニカティブ 

ライティング

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

数学演習
（1）

英語演習
（1）

（6） （3） （2）

世界史Ｂ
日本史Ｂ

数学Ⅱ 数学B 化学 
基礎

（5） （2） （4） （3） （2） （2） （3） （1） （2） （4） （2） （1）（1）

3

現代文
講読

現代文
読解

古典 
講読

古典 
読解

数理科学Ⅱ 理数化学
理数物理 

理数生物 地理B＊

政経特講

現代社会

倫理
体育 現代英語Ⅱ コミュニカティブ 

ライティング

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

世界史演習（1）
日本史演習（1）
地理演習（1）
公民演習（1）
物理演習（1）
化学演習（1）
生物演習（1）
地学演習（1）

（6） （4） （4）

言語 
表現 数学探究 理科探究

日本史Ａ
地理Ａ

世界史
探究

日本史
探究

（2） （2） （2） （4） （4） （2） （2） （2） （2） （2） （4） （2） （1）（1）

 …自由履修　　　　　＊…分割履修
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在校生から

普通科  コンセプト

基本コンセプト 教育課程
　学校行事や部活動を通して豊かな感性を育みつつ、
仲間と協働することを学び、自分の価値を見いだして
いきます。伝統ある山城高校に受け継がれてきた�“山
城スピリッツ”�を持ち続け、人間力あふれる魅力的な
人材育成を目指します。

■令和２年度入学生 普通科 教育課程（申請予定）

　自分が思い描く将来を見据え、各々の目標を設定し
学習を進めます。２年生から文系・理系の興味関心の
ある教科科目の学習を深めます。自由履修の科目を受
講することで更に知識を増やすことが可能になりま
す。

　山城高校を一言で表すなら、「何事にも一生懸命」です。球技大会・文化祭・
体育祭といった行事には全力で取り組み、全力で楽しみます。もちろん学習
面でも同じことが言えます。定期テスト前になると全体の雰囲気が張りつめ、
緊張感をもって勉学に励んでいます。「楽しむとき」と「勉強するとき」と
のメリハリがあるので非常に良い環境で高校生活が送れます。
　私は水泳部に所属しています。競泳だけではなくウォーターボーイズもあ
り、夏は本当に忙しく学習面への不安もありました。でも、そんなとき、支
えて力になってくれたのが学校の先生方です。山城高校の理念である「文武
両道」をしっかりと実践することができます。
　私はそんな山城高校を誇りに思っています。みなさんもぜひ、山城高校で
素晴らしい3年間を過ごしましょう。

平成29年度入学
坂本　来知

単位数 5 10 15 20 25 30 32 34
学年

1
国語総合 世界史

Ａ 数学Ⅰ 数学Ａ 物理 
基礎

生物 
基礎 体育 保

健

 音楽Ⅰ
 美術Ⅰ
 書道Ⅰ

コミュニケーション 
英語Ⅰ

英語 
表現Ⅰ

社会と 
情報

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

国語演習 
（1）

英語演習 
（1）

（5） （2） （4） （2） （2） （2） （3） （1） （2） （3） （2） （1） （1）（1）

2
現代文

B 古典B 数学Ⅱ 数学B
化学基礎＋化学＊

世界史Ｂ＊
日本史Ｂ＊

物理＊
生物＊
化学基礎

地理B＊
地理A
政治経済
音楽表現
書道表現
美術表現
スポーツⅡ

体育 保
健

家庭 
基礎

コミュニケーション 
英語Ⅱ

英語 
表現Ⅱ

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

数学演習
（1）

英語演習
（1）

（2） （2） （4） （2） （4） （2） （2） （3） （1） （2） （4） （2） （1）（1）

3

古典B 現代文B 数学Ⅲ
化学＊

物理＊
生物＊ 地理Ｂ＊

政経特講
倫理特講
表現英語
芸術探究
スポーツ

探究

現代社会
倫理 体育 コミュニケーション 

英語Ⅲ
英語 

表現Ⅱ

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

世界史演習（1）
日本史演習（1）
地理演習（1）
公民演習（1）
物理演習（1）
化学演習（1）
生物演習（1）
地学演習（1）

（2） （2） （6）

古典B 現代文Ｂ

数学特講
（4） （4）

世界史B＊
日本史B＊

日本史A
地理Ａ
政治経済

化生基
特講

現代文
特講

公民特講
世界史特講
日本史特講
表現国語

（4）

古典特講
数学活用

英語特講

（3） （3） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （2） （4） （2） （1）（1）

 …自由履修　　　　　＊…分割履修
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山城高校のさまざまな取組
新時代の教育スタイル
　“質の高い文武両道”をモットーとする山城高校の生徒達は日々の学びに積極的。そんな生徒達の可能性を最大
限に引き出せる教育を目指し、山城高校は今、躍動し進化しています。デジタルとアナログのそれぞれの良さを
生かした取組で授業の効率化と質の高い学習、そして自立した人材の育成を実現します。これが100年を超えて
進化し続ける伝統校山城の、新しい学びのスタイルです。

選択できる
自由

ICT教育の推進

New Departure!!

　令和２年度の大きな変化は�
単位制への移行。山城高校の単
位制には従来に近い教育課程で
必要な学力を着実に身につけな
がら、現代の多様化する進路実
現を可能にする、自分に合った
自由履修選択授業があります。
あれもこれもを可能にする山城
高校の良さがさらに広がります。

　単位制への移行に伴い、�
総合的な探究の時間を充実
させた教育課程になりま
す。授業時間だけでなく、
研修旅行や土曜講座と連動
させながら、今よりもっと
充実した学びができるよう
になります。

　普通科研修旅行がスキー研修から
探究型研修旅行へ
令和２年度から普通科の研修旅行
が海外１ヵ所、国内数ヵ所より行
き先を選択し、探究活動を取り入
れた研修旅行に変わります。親睦
を深めるだけでなく、協働した学
びを取り入れることで山城高校生
の良さを引き出します。

　令和元年度、
電子黒板機能付きプロジェクター
を全ホームルーム教室に整備しま
す。授業内での活用がどこの教室
でも可能になり、学びの質が高まり
ます。従来のスタイルと新しいスタ
イルの融合によって双方向のコミュ
ニケーションが可能となり、山城生
に合った授業を行っていきます。

　高校生の間に身につけたい社会
人になるための自己管理能力。

「やましろ手帖」と「Classi」を使っ
て、未来の自分像を描き、それに
向かって計画を立て、過去の自分
を振り返り更なる高みを目指しま
す。さらにデジタルポートフォリオ
等を活用しながら、新時代に対応し
た学びのあり方を追求します。

　山城は�
BYOD（Br ing� Your�
Own�Device：自分の
デバイスを授業で使用す
る）に取り組んでいます。
スマートフォンとの付き
合い方をしっかり考え、
自らの成長に繋げるため
に活用します。
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国際交流 高大連携・探究活動

　姉妹校との交換留学は高校生のときに
しかできない経験だと考え、私は1年生の
秋に「ドイツ派遣交流プログラム」に参加
しました。
　事前学習では、英語でドイツ語の授業
を受けたり、一人一人が研究課題を設定
するなどのサポートを受けました。現地で
の検証を通して、観光とは違う意識を持っ
て、ドイツという国に対して意欲的に向き合うことができま
した。他にも、メアス市長との面会や、EU議会の見学、素
敵なホストファミリーと出会えたことは、このプログラムなら
ではの贅沢な経験だったと思っています。
　山城高校は、チャレンジしたい人にはチャンスを与えてく
れる学校です。私は山城高校に進学し、このプログラムに
参加したからこそ、まだまだ自分の世界が広げられる可能性
があることを知り、選択肢が広がったと実感しています。

　私はクラスで有志のチームを作り、８校の府
立高校が参加するグローバルネットワーク京都
交流会に参加しました。そして、そこで持続
可能な国際社会への展望をテーマに英語でプ
レゼンテーションを行いました。発表に向けて
何度も話しあいを重ねる中で、今まで漠然と
しか捉えられていなかった国際問題に真剣に
向きあうことができ、自分がいま何をすべきな
のかを見つめることができました。また、京都大学の教授にもご協
力いただき、最先端の研究を知る良い機会にもなりました。そして
なにより、自分の意見をもち、それを発信していくことの楽しさや、
視野を広げ、物事を様々な角度から考えることの大切さを知ること
ができました。光栄にも、私たちはこの発表で、山城高校として3
年連続となる最優秀賞を受賞することができました。
　チーム全員で一つの課題に真剣に取り組み、意見をまとめ、多
くの人の前で発表することで得た経験は、きっとこの先の私の人生
で役に立つと思います。このような機会を得ることができて、本当
に良かったです。

平成30年度入学 
普通科

長谷川　彩海

平成29年度入学 
文理総合科
趙　咲季

３連覇 !!

【海外からの研修旅行生との交流】

【トビタテ！留学JAPANや各種留学事業への積極的応募】

【サイエンスダイアログ】

大学との連携講座や探究活動

【グローバルネットワーク京都交流会】

山城高校でシンガポールの高校生と交流し、シンガポール研修
旅行でも現地で交流を行いました。このほか、台湾や上海など
からの研修旅行生との交流も行っています。

長期休暇を利用した留学の機会に、多くの山城生が手を挙げて
参加しています。

世界各国から来日して滞在している優秀な外国人研究者を講師
として招き、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行って
いただくプログラムを実施しています。

小論文講座や大学模擬講義、大学・企業訪問などを行って、深
い学びを得る機会を設けています。

京都府立高校生が集まって、国際問題など、グローバルな視点か
ら社会のあり方について考え発表し合う交流会に参加しています。

【海外からの長期留学生の受け入れ】
毎年２名程度の留学生を受け入れ、日々の
学校生活を共にして親交を深めています。

【ドイツ姉妹校との交換留学プログラム】

山城高校ではドイツ・フィルダーベンデン校と提
携し、受け入れ・派遣の交換留学を行っています。

グローバルネットワーク京都交流会
プレゼンテーションの部
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山城高校の１年

通
　
年

土曜活用講座 吹奏楽部中庭コンサート

普段の授業より長い１コマ90分の土
曜活用講座では、より発展的な演習や、
普段の授業の復習などを行っていま
す。進路実現に向けて、頑張ります！

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

1年入学式

新しい制服に身を包み、期待と不安を胸
に抱きながら、山城高校での３年間がス
タートします！

1年フレッシャーズセミナー
入学してまもなく、フレッシャーズ
セミナーがあります。新しい仲間た
ちと寝食を共にし、高校生としての
姿勢と学習態度を身につけます。

２・３年校外学習
２・３年次には校外学習があ
ります。クラスメイトと仲が
深まる絶好の機会！皆で作っ
た料理はいつもに増して美味
しく感じるはずです。

球技大会
クラスごとにデザインしたオリジナルT
シャツを着て、学年で１位を目指します。
アツい展開に、ハラハラドキドキ！

文化祭１年

１年生は１クラス15分の舞台パフォーマン
スがあります。内容はすべて自由で、クラ
スの個性が発揮されます！

文化祭２年 ２年生は中庭でダンスパフォーマ
ンスを行います。ストーリー性あ
ふれるパフォーマンスに、観客た
ちもノリノリです！

文化祭３年
３年生は本格的な演劇を
します。迫真の演技に目
が離せません！
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軽音楽部中庭コンサート ダンス部体育館パフォーマンス

昼休み。定期的に部活動のパフォーマンス
が披露されます。皆さんも青春の昼休みを
味わってみませんか！？

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

体育祭
クラスTシャツに身を包み、目指すのは優
勝！学年の枠を超えた３ブロック対抗戦で、
先輩後輩との絆も深まる体育祭です！

山城祭

山城で過ごした３年間を誇りに、新たな進路
に向かって歩き始めます！

1年文理総合科
シンガポール研修旅行
文理総合科研修旅行はシンガポールへ。
ここでしか味わえない文化や街並みを肌
で感じ、様々な体験をします！
シンガポール国立大学では、全て英語で
ポスターセッションを行いました。言葉
の壁を越えた異文化交流を通じ、文化の
相互理解ができました。

1年普通科
スキー研修旅行
普通科研修旅行は長野県へ
スキーに行きました。あた
り一面真っ白に輝く雪景色
の中で滑走しました！

令和２年度より、普通科は海外１ヵ所、
国内数ヵ所から行き先を選ぶ

探究型研修旅行に変わります！

3年卒業式
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中　庭

施設紹介

校門
毎日この伝統ある
銘板が掲げられた
校門を通って登校
しています！

本　館

大きな窓がたくさんあり、どこからで
も中庭を眺めることができます。新し
く、とてもきれいな校舎で、気持ちよ
く勉強できます。

教室
毎日山城生が授業を受ける、きれい
な教室です。高校生活で一番長い時
間を過ごす場所です！

職員室前質問・自習コーナー
昼休みや放課後には、進路の相談や、
勉強で分からないところの質問をする
人でいっぱいです。先生方は私たちの
話を親身になって聞いてくださいます。

会議室
国際交流など、大人数でのコミュニ
ケーションの場として使われます。

コモンホール
外部の方の講演が行われたり、放課後
や土曜日の自習室としても使われたり
する、とてもきれいな教室です。

図書室
本や雑誌が豊富です。机もあって勉
強をすることもできる、落ち着く場
所です。

天気のいい日には、友達とお昼ご飯を食べ
たり友達と勉強したりもできます。机と椅
子は木でできていて、居心地の良い場所です。

ウッドデッキが自慢の、緑と白のパネルが
美しい中庭。昼休みコンサートや山城祭で
の発表が行われる場所です。

プール
夏になると、体育の授業が行われるプール。
放課後には、水泳部が競泳の練習や、ウォー
ターボーイズの練習をしています。文化祭
のショーの時には皆がプールの観客席に集
まり、とても盛り上がります。

1F 体育館内部

天井が高くて明るく、広い、自慢の体育
館です。

2F 格技場

格技場は体育館の２階にあります。卓球
部や剣道部が練習で使っています。

私たちが
紹介します！
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食　堂

ピロティ

Ｗ館・N館
本館は建て替えられましたが、
Ｗ館とN館は歴史ある校舎で、
風通しがよく、清々しい気分で
授業に臨めます。

いこいの広場
天気の良い昼休みには、ここでお弁当を
食べたり、サッカーをしたりと、ピクニッ
ク気分を味わえます！

グラウンド
体育の授業や部活動、そして体育祭に使わ
れます。多くの部活動が活発に活動してい
ます。

3F テニスコート

山城高校のテニスコートは体育館
の屋上にあります！ここから見る
風景は最高です。
いつもテニス部が
練習している場所
で、体育のテニス
でも使います。 食堂の前には自動販売機が５つもあり、

スポーツ後のジュースに食後のコーヒー
など、バリエーションも豊富�!!

からあげが１番人気メニューです。
休憩時間に買うことができます。

皆から愛される学食！
メニューが豊富で、
とても美味しいです！

平安時代の邸宅の遺構跡がある
ピロティ。放課後や昼休みには
ダンス部が練習しています。
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部活動紹介
体育系部活動

硬式野球部
グラウンドが狭く、決して野球をす
るための恵まれた環境とは言えませ
んが、どうすれば上手くなれるか、
チームが成長していけるかを全員で
考え、工夫をして練習をしています。
「本気で上手くなりたい！」「強くな
りたい！」という熱い思いを抱いて全員頑張っています。

サッカー部
全国選手権京都予選ベスト４。イン
ターハイ、選手権を目指し、日々練
習しています。他府県の強豪校とも
練習試合をさせていただき、技術や
プレースタイルを身近に体験し、自
分たちのプレーに生かしています。顧問の先生は人として大切
なこともしっかりと指導してくださいます。一生懸命やる人、
大歓迎です。

陸上競技部
京都インターハイや近畿インター
ハイ突破に向けて、少しでもタイ
ムが伸びるように一生懸命活動し
ています。陸上部は練習して努力
するだけタイムが伸びる、とても
やりがいのある部です。陸上に興味がある人、走ることが好き
な人、足が速くなりたい人はぜひ！

水泳部
今年もリレーと個人でのインター
ハイ出場を目標に頑張っていま
す。そのためには自分自身を磨く
ことが大切であると考えていま
す。速いだけの選手ではなく、応
援される人間になることを目標に、初心者から経験者まで高い
目標に向かって競泳に取り組んでいます。また、Water�Boys
でも地域の方に喜んでもらえるような熱い演技を披露します。
プールでお会いしましょう！

ハンドボール部
ハンドボールは試合展開が速く、動
きが激しいため、見ていてとても楽
しいスポーツです。部員のほとんど
が高校から始めているので未経験者
も大歓迎です。大会ベスト８を目標
にしています。土日は半日練習か練
習試合をしています。

ラグビー部
ラグビーは「怖い」と思う人が多い
ですが、そんなことはありません。
私たちは楽しいラグビーの練習を心
がけています。活動はいつも安全な
人工芝で行っています。練習内容は
基本的なパスやキャッチを重点的に
しています。３年間続けると良い体格になれます！

弓道部
ほとんどの中学校には弓道部はな
く、実際に本校弓道部も全員が初心
者です。高校に入学してから始めて
も、充分に力をつけることができま
す。昨年は団体で近畿大会に出場し
ました。ぜひ本校の弓道部を一度見
に来てください。

剣道部
体育館２階の格技場で、週に５日活
動しており、日曜日は練習試合や公
式戦があります。初心者の方も、稽
古中、先輩や先生方がやさしく教え
てくださいます。剣道はとてもやり
がいのある武道です。そして私たち
は勉強にも力を入れて、文武両道を目指しています。

卓球部
卓球部は、中学からやっていた人は
もちろん、初心者の方も歓迎してい
ます。男女問わず卓球が大好きな人、
うまくなりたい人はぜひ卓球部に来
てください。平日は週４回程度練習
しています。土・日も活動しています。

女子バスケットボール部
私たちはインターハイでベスト８という
目標をかかげ、少しでも強く、そして上
手くなるために自分たちで練習メニュー
を創意工夫し、全員で努力しています。
元気で明るくとても楽しい部活です。私
たちと一緒に青春を過ごしましょう。

男子バスケットボール部
男子バスケットボール部は、バス
ケットボールを通して心身共に自
分の可能性を最大限引き上げるこ
とにチャレンジしている部活動で
す。全国トップレベルの京都に
あって、本気で「頂点」を目指し
ます。そのために、①チャンピオンにふさわしい人間育成　②
効率の良い質の高い練習　③自分の未来を切り拓くために必要
な学習との両立を重点に置いて活動しています。本校が掲げる
「質の高い文武両道」を目指します。

女子テニス部
女子テニス部は、みんなテニスが
好きで、仲間が好きで毎日の練習
を楽しみにしています。みんな仲
良く、わきあいあいと練習してい
ますが、試合の時は真剣です。勝
つために自分を磨いています。

男子テニス部
男子テニス部で活動する上で必要な
ことが２つあります。１つ目は３年
間自分と厳しく向き合い、真剣にテ
ニスをしようと思う熱い気持ちで
す。２つ目はずばり「勉強」です。
勉強あってのテニスです。私たちと
一緒に「文武両道」を目指しませんか？

ソフトテニス部
火曜日から金曜日と土日どちらかの半日程
度、体育館の屋上にあるテニスコートで活
動しています。女子と男子は別々に練習し
ています。中学からやっている人はもちろ
ん、初心者も大歓迎です。ぜひ私たちと一
緒にソフトテニスを楽しみましょう。

女子バレーボール部
昨年度新人戦では、ベスト8に入りまし
た。他の強いチームと比べると、身長は
低いかもしれませんが、レシーブとつな
ぎを武器にしながら、近畿大会を目標に
日々頑張っています。
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山城生は部活動に積極的。勉強と部活を全力で取り組む『山城スピリッツ』。それは伝統と共に、脈々と山城生に引
き継がれてきた精神です。ほとんどの生徒が部活動に加入し、質の高い文武両道を目標に日々努力を重ねています。勉
強と部活動の両立は山城生にとって当たり前。決して高すぎる目標ではないのです。部活動で養う精神が、更に人間力
を高めてくれます。

文化系部活動
吹奏楽部
私たちは夏のコンクール、定期演奏
会、バンドフェスティバル、学校で
のコンサートなど、色々な場所で演
奏させていただいています。さまざ
まなジャンルの曲に挑戦しながら、楽しく活動しています。高校
から吹奏楽部に入った先輩たちもいるので初心者も大歓迎です！

軽音楽部
可愛い曲からかっこいい曲まで様々
なジャンルを演奏しています。いつ
も文化祭では音楽室が満員になるほ
ど人気です。初心者の人も多く入部
しており、経験者の人もたくさんいます。バンド毎での活動は
週一回ですが、その分、毎回真剣に、大切に活動しています。

手話部
毎週水曜日、Ｗ館４階聴障支援室に
て活動しています。山祭オープニン
グでのパフォーマンスと弁論大会に
向けて、手話の習得に励んでいます。

美術部
活動内容は主にコンクールに応募す
るための作品を個人で作成したり、
大きな作品を部員全員で作成したり
しています。大きな作品を作成する
のは簡単なことではありませんが、
そこから得られる達成感は計り知れ
ないものです。私たちと一緒に素敵な作品を作りましょう！

イラストレーション部
主に火・水・金曜日に活動しています。
活動内容は、部誌（イラスト本）の発行・
頒布、文化祭の看板、文化祭の看板、各
行事のしおり、ポスターなどの制作です。
発行した部誌は文化祭で無料配布してい
ます。普段は部室にて、個人のペースで
絵を描いています。

書道部
普段は本校昇降口に飾る作品やコンクー
ルに出品する作品を制作しています。山
城祭では開会式で書道パフォーマンスを
行います。自分達で選んだ曲に合わせて
踊ったり、大きな筆で字を書いたりする
のはとても楽しいのでぜひ一緒にやりま
しょう！

茶道部
和気あいあいとした雰囲気ですが、お
けいこの時はメリハリをつけて和の心
を磨いています。文化祭ではお茶会を
開き、毎年多くの方々に足を運んでも
らっています。日本の大切な文化にふれ、姿勢もよくなり、立
ち居振る舞いが美しく見えるようになります。

写真部
写真部は一眼レフやデジカメで撮っ
ている人からスマートフォンで撮っ
ている人まで様々で、本格的なカメ
ラを持っていなくても入部できま
す。最近はinstagramなどに投稿している人も多く、写真の構
図やバランスを学んでいるとカッコいい写真が撮れます。

放送部
令和元年度６月より活動を始めます。学校行事の司会や実況、
昼休みの音楽提供や情報提供を行っていく予定です。

新聞部
生徒会執行部や委員会・部活動と連携し、学校に関わる広報活
動を行います。

ESS同好会
ESSに入って楽しみながら英語を話す
力をつけましょう。AETの先生を中心
に、授業ではできない英語を使った活
動、たくさんのスピーキング練習をし、
映画を見たり、文化を語り合ったり、
料理もします！�We�have�various�
activities� for�you�to�enjoy�speaking�English.�Let’s�enjoy�
English�together!

競技かるた同好会
畳の上で50枚の札を取り合う「畳の上
の格闘技」とも呼ばれる競技かるたは、
初心者からでも年齢、性別問わず気軽
に始めることができます。高校総合文
化祭や選手権大会に向けて、毎週火・
金曜日に活動しており、昨年度は２名が高松宮記念杯Ｅ級ベス
ト４に入賞しました。

JRC同好会
私たちは、Junior�Red�Cross（青少年
赤十字）の活動をしています。毎週火
曜日に集まって、「健康・安全」「奉仕」
「国際理解・親善」活動を行っています。
赤十字の活動に興味がある人は是非、
一緒に取り組みましょう！

バドミントン部
活動日は火曜日・金曜日以外の週５
日です。バドミントンは、ドライブ、
クリア、スマッシュ、カットなど多
彩なショットがあります。基礎体力
もつき、何よりやっていて楽しいスポーツです。

ダンス部
ダンス部は文化祭で作品を発表した
り、イベントや様々な大会に参加し
たりしています。100人を超える規
模の大きい部ですが、部員のほとん
どが初心者なので、高校から始めて
みようと思っている人も大歓迎です。女子だけでなく、男子部
員もたくさんいるのでぜひ！

バトントワリング部
総勢90名を超える大所帯で、賑や
かに活動しています。定期的にバト
ンのコーチから指導を受け、少しず
つ上達してきました。６月の京都府
高校コンテスト、12月の関西中高
大会に出場するほか、９月の山城祭でも山城高校を盛り上げて
います。元気いっぱいのチア演技もぜひ見てください。

山岳部
山の魅力は何といっても、景色と大
自然です。山頂からは、麓の木々や
街並み、遠くの山が視界に広がり、
疲れも吹き飛びます。草木がさらさ
らと音を立てるさまや、柔らかい土
の感触、夜を照らす満点の星々に感動します。ぜひ、仲間と共
に登山する楽しさを感じて下さい。
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山城　DATA BOX
■平成30年度　顕著な部活動成績
○男子バスケットボール部
　平成30年度全国高等学校総合体育大会京都府予選� 第3位
　第65回近畿高等学校バスケットボール大会� 出場
○水泳部
　京都府高等学校選手権水泳競技大会
　　女子　50m自由形� 第2位
　　女子100m自由形� 第2位
　　女子200m個人メドレー� 第2位
　第２回　近畿高等学校新人水泳競技大会
　　女子200m個人メドレー� 第7位
　第57回　京都府高等学校水泳競技新人大会
　　男子100m平泳ぎ� 第3位
　　男子4×100mフリーリレー� 第3位
　　女子200m個人メドレー� 第3位
　第38回　京都府高等学校室内選手権水泳競技大会
　　女子200m個人メドレー� 第3位
　　男子400mメドレーリレー� 第3位
○弓道部
　全国高等学校総合体育大会
　　京都府団体２次予選会　女子団体の部� 第2位
　京都府高等学校弓道選手権大会　女子個人の部� 第1位
　全国高等学校弓道選抜大会
　　京都府団体二次予選会　女子団体の部� 第2位
○卓球部
　第38回京都府高等学校卓球選手権大会　夏季大会
　　女子学校対抗の部� 第3位
　平成30年度　京都府高等学校秋季卓球選手権大会
　　女子学校対抗の部� 第3位
　第33回　　近畿高等学校新人卓球大会　
　　女子学校対抗の部� 出場
　第42回　公立高等学校卓球大会　女子団体の部� 準優勝
　平成30年度　京都府高等学校秋季卓球選手権大会
　　女子学校対抗の部� 第3位
　第46回　全国高等学校選抜卓球大会　女子個人の部� 出場

○バトントワリング部
　第44回京都府高等学校バトントワリングコンテスト
　　ポンポンの部� 特別賞
○美術部
　第9回京都府デッサンコンクール� 佳作（協力大学賞）
○ダンス部
　第11回　日本高校ダンス部選手権
　　夏の公式全国大会　スモールクラス� 優秀賞
　　　　　　　　　　　ビッグクラス� 特別賞
　第11回　日本高校ダンス部選手権
　　冬の公式大会DANCE　STADIUM2018　
　　　バトルトーナメント　西日本大会� 優勝
○サッカー部
　第97回　全国高校サッカー選手権大会京都府予選� 第3位
○女子テニス部
　平成30年度　第19回　京都府公立高等学校テニス選手権大会
　　女子団体の部� 優勝
　近畿公立高等学校テニス大会出場
　　女子個人の部　女子シングルス� 第3位
○女子ソフトテニス部
　平成30年度　京都府高等学校ソフトテニス選抜団体戦
　　南部予選� 第5位
　平成30年度　京都府高等学校インドア大会　
　　予選　中ブロック� 第3位
○陸上競技部
　第53回　京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会
　　男子1500m� 第3位
　第13回　京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会
　　男子5000m� 第4位
○吹奏楽部
　KYOTO中学高校生　ソロコンテスト2018� 金賞・優秀賞
○競技かるた同好会
　第68回　高松宮記念杯　近江神宮全国競技かるた大会
　　E1級� 第3位　第4位

在校生から中学生へメッセージ！

めげずに友達と励まし
合いながら頑張って！

どうしよ…って思うことは
たくさんあると思うけど、
めっちゃ楽しい高校生活が
待ってるから、今できるこ
とをがんばれ！

私は受験当日に「これだけ頑
張った！」って言えるように
毎日勉強してました！“頑
張ったこと”は自信になりま
す！応援してます！

プラス思考！自分が努力
したことを思い出して !!

山城高校で絶対青春す
る！っていう気持ちで
毎日コツコツ勉強した
ら大丈夫！目の前のこ
とからやっていこう！

自分がどれだけ頑張ったか
を数値化して、自信につな
げていました！胸を張って
受験できるように、頑張っ
てください！
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■過去３ヶ年の主な大学合格実績（現役のみ）

国公立四年制大学 平成31年３月
卒業生

平成30年３月
卒業生

平成29年３月
卒業生

学校名 普通科 文理
総合科 普通科 文理

総合科 普通科 文理
総合科 合計

京都大学 2 1 3

大阪大学 1 2 1 1 5

神戸大学 2 3 2 1 2 10

一橋大学 1 1

浜松医科大学（医） 1 1

九州大学 1 1

京都工芸繊維大学 1 3 2 3 3 12

京都教育大学 8 1 3 2 3 17

京都府立大学 6 5 8 5 2 26

京都府立医科大学 1 1

京都市立芸術大学 1 1

大阪府立大学 1 1

大阪市立大学 1 1 1 3

滋賀大学 4 2 5 1 3 15

滋賀医科大学 1 3 1 1 6

滋賀県立大学 7 3 6 1 5 2 24

神戸市外国語大学 1 1 1 3

兵庫県立大学 1 1 1 3

奈良女子大学 1 1 1 3

奈良教育大学 3 3

その他の国公立大学 14 6 17 6 18 5 66

合　　　計 47 31 48 19 46 14 205

私立四年制大学 平成31年３月
卒業生

平成30年３月
卒業生

平成29年３月
卒業生

学校名 普通科 文理
総合科 普通科 文理

総合科 普通科 文理
総合科 合計

慶應義塾大学 1 1 2

上智大学 1 1

青山学院大学 1 1

明治大学 1 1 2 4

立教大学 1 1

法政大学 1 1

同志社大学 23 15 14 2 51 17 122

立命館大学 86 35 66 20 66 20 293

関西学院大学 6 2 10 4 22

関西大学 56 3 34 1 45 12 151

龍谷大学 113 7 129 13 96 18 376

京都産業大学 119 7 64 7 91 8 296

近畿大学 34 4 8 4 38 8 96

佛教大学 81 1 61 5 94 2 244

京都橘大学 61 19 3 32 115

京都女子大学 10 1 17 3 17 48

同志社女子大学 8 1 13 17 2 41

京都薬科大学 2 1 3

大阪薬科大学 1 1 1 3

関西外国語大学 12 11 1 2 26

その他の私立大学 107 4 139 17 181 4 452

合　　　計 719 82 586 79 737 95 2298

卒業生から
　僕は昨年度まで文理総合科に在籍し
ており、現在は京都大学に通っていま
す。山城高校での生活は本当に楽しく、
あっという間でした。文理総合科には、
シンガポール研修をはじめとして様々
なイベントがあり、充実した日々にな
ることは間違いないと思います。3年
間クラス替えが無いため、クラスの仲
間といると家族のような安心感を覚え

ることも、文理総合科の長所だと思います。部活動と学
業の両立については、僕自身も引退まで弓道部で活動し
ており、心配ないというのが実感です。今自らの受験を
振り返って、志望校に合格できたのは先生や友人などの
支えのおかげだと痛切に感じます。大学受験は長く苦し
いので、共に支え合い戦う仲間は本当に大切だと思いま
す。日々の学習、部活動、そして遊びを並立させること
は可能です。全部頑張りたいという姿勢がある方にとっ
て山城高校はぴったりの高校だと思います。みなさんが
山城高校で最高の友人をつくり楽しい日々を送られるこ
とを祈っています。

　私は山城高校の普通科で３年間を過
ごしました。中学生の頃、“ハイレベル
な文武両道”というキャッチコピーに憧
れ、山城高校に入学したいと思いまし
た。実際、山城高校は勉強と部活動と
行事と遊びの全部に全力で取り組める
高校でした。勉強面では日々の授業や
小テスト、補習、土曜活用講座を真面
目に受けることで、塾へ行かずともしっ

かり学習習慣が身につきます。実際に私は高校３年間、塾
に行かず第一志望の大学にも合格することができました。
また部活動や学校行事で同じ部活やクラスの友達との仲も
深まり、勉強しているだけでは学べないことも学びました。
　そんな環境の中、私が３年間で一番感じたことは、周り
の人の存在のありがたさでした。困っているときに友達と
助け合ったり、行事などで協力して一つのものを作り上げ
たりするなかで、一人では決して味わうことができなかっ
ただろうと思われる達成感をたくさん味わいました。これ
らの経験は、今の私を作っている一部で、また必ず私の将
来に役立つものだと思います。山城高校に入って何もかも
充実した高校生活を送ってみませんか？

文理総合科
平成30年度卒
京都大学合格
嶋瀬　　遼

普通科
平成30年度卒

京都府立大学合格
髙居　佑衣



等持院道
大将軍

島津アリーナ京都

妙心寺道

丸太町道

円町駅

西大路御池駅

西院駅
御池道

四条道

JR嵯峨野線

市営地下鉄 東西線

阪急電車 京都線

山城高校

伯楽町
円町

島津アリーナ京都前

北野中学校前

馬
代
通

西
大
路
通

● 最寄駅・バス停
　JR嵯峨野線「円町」
　市バス・JRバス「大将軍」
　いずれも駅・バス停から学校まで徒歩10分

周 山

亀 岡

円 町

西 院

桂

長岡天神 丹波橋

中書島

宇 治

山 科

国際会館

山城高校

55分
JRバス

上賀茂神社

北大路

12分
市バス

6分
地下鉄

20分
市バス

2分
市バス

5分
市バス

14分
JR嵯峨野線

快速

4分
阪急京都線

5分
阪急京都線

8分
JR嵯峨野線

10分
近鉄京都線

5分
京阪本線

15分
京阪宇治線

大将軍

京 都 5分
JR東海道本線

■ 山城高校へのアクセス

※各区間の所要時間は目安です。

〒603-8335
京都市北区大将軍坂田町29
TEL：075-463-8261
FAX：075-463-8263

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

学校公開 
　令和元年７月６日（土）
第１回学校説明会 
　令和元年9月28日（土） 
　　9：30 ～ 14：00 ～
第２回学校説明会 
　令和元年11月９日（土） 
　　9：30 ～
部活動体験 
　令和元年８月19日（月） 
　　　　　８月21日（水） 
　　　　　９月 ８ 日（日）


