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ごあいさつ
　～百年を超えて進化し続ける伝統校
　　単位制「京都府立山城高等学校」ネクストステージへ～
　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。
　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。
　本校は、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、普通科・
文理総合科ともに「単位制」によりこれまで以上に充実した教育を行う山城高
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、単位制として、ネクストステージへ

（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

質の高い文武両道

BYODなどICT教育の推進
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充実した国際交流

盛り上がる学校行事
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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てい
きます。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３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、大学における学び
へスムーズに繋がるプログラムを準備しています。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。

　文理総合科には様々なイベントが用意されているので、興味の有無にかかわらず、
多くの場所で、多くの人から知識と経験を得ることができます。特にシンガポール
での海外研修では、異国の文化に触れることで、新しい考え方やものごとのとらえ
方を身につけることができます。
　文理総合科は文系と理系が同じクラスなので、それぞれの得意な分野を教えあい
クラスのレベルを上げていくことができます。また、先輩方との縦のつながりも強
く、勉強やシンガポール研修旅行をはじめ、様々な行事に関するアドバイスをして
もらえます。
　また、部活動には９割以上の人が参加しています。土曜活用講座などで練習に遅
れて参加することもありますが、やり方や気持ちの持ちようで勉強との両立も十分
可能です。
　文理総合科にはより良い学習環境や３年間を充実したものにできる環境が整えら
れています。文理総合科で多くの経験をすることで、自分の可能性を広げていくこ
とができるはずです。

平成31（令和元）年度入学生
遠藤　慶大

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

総合国語Ⅰ 
（1）

英語総合 
（1）

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

2
総合国語Ⅱ 体育 保

健 現代英語Ⅰ コミュニカティブ 
ライティング

家庭 
基礎

地理B＊

政治・経済

数理科学Ⅰ 理数化学＊
理数物理＊
理数生物＊

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

数理科学Ⅰ
（1）
数学Ⅱ
（1）

現代英語Ⅰ
（1）

（6） （3） （2）

世界史Ｂ
日本史Ｂ

数学Ⅱ 数学B 化学 
基礎

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

3
体育 現代英語Ⅱ コミュニカティブ 

ライティング

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

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

世界史探究（1）
日本史探究（1）
地理B（1）
現代社会（1）
倫 理（1）
理数物理（1）
理数化学（1）
理数生物（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） （4） （2） （2） （2） （2） （4） （4） （2） （2） （2） （2） （1）（1）

＊…分割履修　　　　　  …自由履修

１年・２年・３年：週32時間（必修）週２時間（自由履修）進学補習　１年・２年次：土曜活用講座（必修）
目指す進路：難関国公立大学・難関私立大学
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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”を持った、人間力あふれる魅力的な人
材育成を目指します。

■令和３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。

　私は「文武両道」を目標に山城高校に入学しました。最初は不安でしたが、同じ目標を持
つ仲間、「文武両道」が実現できる環境、そしてその環境を整えてサポートしてくださる先
生方に恵まれました。
　勉強では、頑張った分だけ力がつくことを実感できます。その上、早い段階から進路の話
をしてくださって将来のこともじっくり考えることができます。まだ将来が想像できない人で
も、山城高校に入学すればきっとしたいことが見つかると思います。また、山城高校は部活
動も盛んで、どの部活動も一生懸命頑張っています。私は女子バレーボール部に所属してい
ますが、同じ部活の先輩や同級生はもちろん、他の部活の頑張りにも刺激をもらっています。
部活動を通して仲間と共に成長していくことで、忙しいながらも達成感のある充実した日々
を送ることができると思います。
　そして、山城高校といえば、代々受け継がれてきた「山城祭」という文化祭や体育祭など
の学校行事です！！みんなでいいものにしようという気持ちから行事は大変盛り上がります。
　真面目に取り組む時と思いっきり楽しむ時、このメリハリが山城高校の魅力です。
　ぜひ、山城高校で思い出に残る3年間を過ごしましょう。

平成31（令和元）年度入学生
永井　涼乃

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

国語総合 
（1）

コミュニケー
ション英語Ⅰ 
（1）（5） （2） （4） （2） （2） （2） （3） （1） （2） （3） （2） （2） （1）（1）

2
現代文

B 古典B 数学Ⅱ 数学B 体育 保
健

コミュニケーション 
英語Ⅱ

英語 
表現Ⅱ

家庭 
基礎

化学 
基礎 化学＊

物理＊
生物＊
化学基礎

地理A
地理B＊

政治・経済
スポーツⅡ
音楽表現
書道表現
美術表現

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

数学Ⅱ
（1）

コミュニケー
ション英語Ⅱ
（1）

世界史Ｂ＊
日本史Ｂ＊

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

3
体育 コミュニケーション 

英語Ⅲ
英語 

表現Ⅱ

現代文B 古典B 数学Ⅲ
化学＊

物理＊
生物＊ 地理Ｂ＊

倫理特講
政経特講
スポーツ

探究
芸術探究
表現英語

現代社会
倫理

総
合
的
な
探
究
の
時
間

Ｈ
Ｒ

世界史特講（1）
日本史特講（1）
地理B（1）
現代社会（1）
倫 理（1）
物 理（1）
化 学（1）
生 物（1）

（2） （2） （6）

現代文Ｂ 古典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

現代文
特講

化生基
特講

表現国語
世界史特講
日本史特講
公民特講

（4）

古典特講
数学実践

英語特講

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

＊…分割履修　　　　　  …自由履修

１年・２年・３年：週32時間（必修）週２時間（自由履修）進学補習　１年・２年：土曜活用講座
目指す進路：難関国公立大学・難関私立大学
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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。

山城高校のさまざまな取り組み

選
択
で
き
る
自
由

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
推
進

自
主
自
立

令和２年度から単位制へ移
行しました。山城高校の単位
制は学年制を基本とした単
位制で、従来に近い教育課程
によって必要な学力を着実
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。

山城はBYOD（Bring�Your�
Own�Device：自分のデ
バイスを授業で使用する）
をはじめ、ICT機器を活用
した教育を推進していま
す。スマートフォンを学習
ツールとしてとらえ、自ら
の深い学びや成長に繋げま
す。意識の高い生徒集団だ
からこそできる取り組みで
す。

自分のこと、好きですか？どのような大人になりたいですか？
なりたい大人になるために、『やましろ手帖』『やましろ文箱

（ポートフォリオ）』『Classi』を活用します。山城高校では、
今までの自分の足跡を振り返りながら、自分自身を見つめ、
導くことで自分を尊重できる姿勢を養います。高校でのこの
取り組みが、３年、30年後のなりたい自分につながります。

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し
た。授業時間だけでなく、
研修旅行や土曜活用講座な
どと連動させながら、今よ
りもっと充実した学びがで
きるようになります。

令和元年度、全府立高校に先
駆けて電子黒板付きプロジェ
クターが全ホームルーム教室
に整備されました。授業での
活用がど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。

令和２年度から普通科の研
修旅行が海外1カ所、国内
３カ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した。
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。

【単位制】

【BYOD】

【 S.E.L.F（Stare/Esteem/Live/Filing）】

【総合的な探究の時間】

【電子黒板】

【探究型研修旅行】
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国際交流 高大連携・探究活動

　この2年間様々な活動に手を挙げ、積極的に参加してきました。例えば、ドイツ留学生
との交流や香港の高校生とビデオ通話での文化紹介など。それらを通して特に成長した
のは、自分の意見を持てるようになったことです。
　まず、トビタテJAPAN! という文部科学省後援の留学プログラムに挑戦したこと。本
校では第5期生として私を含め6人もの生徒が合格しました。夢や目標を語る書類審査、
そして最大限に自己PRする面接審査。それらに合格できた高校生だけが留学、奨学金を
手にできる狭き門です。自分の夢や長所について真剣に考える過程を通じて、自分が今
何を得るために何をすべきか、そして何を目指すのかといったことをしっかり確認でき、
充実した留学経験をすることもできました。
　また、グローバルネットワーク京都交流会では、クラスから14人が立候補し、うち5
人がプレゼンターとして参加しました。私たちは核の管理をテーマに選びました。それまで核について学ぶ機会があっ
ても、自分の等身大までスケールを落として考えたことはありませんでした。しかし、私たちは、1人1人が自分自身
の意見を持ち、何度も議論し、プレゼンテーションを完成させ、そして大勢の前で発表するという過程で、考える力
や主張する力を確かに得ました。核に関するニュースを見ても以前は特に何も思わなかったのが、今ではその情報を
通して意見や疑問まで持てるようになったのは大きな成長です。こうした経験を活かし、今後は進路実現を目指します。

平成30年度入学生 
文理総合科
葉山　結

【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活躍されている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
社会の有り方について考え、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連携し、受け入
れ・派遣の交換留学を行っています。

〈英語によるプレゼンテーション〉 〈ポスターセッション〉
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土曜活用講座
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
な学習や探究内容を深める学習な
どを行っています。進路実現に向
けて、頑張ります！

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ともにし、仲間との絆を深め
つつ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。新しいクラス
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シャツを着て各学年
で戦い、学年１位を目指します。アツい展開に、ハラハラ
ドキドキ！みんなで盛り上がります。

体育祭
球技大会と同じくクラスTシャツに身を包み、目指すは優勝！学年
の枠を超えた３ブロック対抗戦で、各色が一致団結して取り組む競
技は大いに盛り上がります！先輩後輩との絆も深まる体育祭です。

山城高校の１年

春 夏1年入学式

通年
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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！？

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！

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、観客もノリノリです！

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！

山城で過ごした３年間を誇りに、新たな進路
に向かって歩み始めます！

1年文理総合科
シンガポール研修旅行
シンガポール国立大学をはじめとする現地の学校と英語による
交流を行います。交流での学びをその後の市内研修に活かして
幅広い知識の獲得と異文化理解を目指します。この研修旅行を
通して、めまぐるしく変化するこれからの社会を強く生き抜く、
グローバルな視点を養います。

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す！

令和２年度より、
普通科は海外１ヵ所、

国内３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

文化祭
秋は１年で一番盛り上がる「山城祭」！
文化祭の部と体育祭の部にわかれています。

秋 冬

吹奏楽中庭コンサート 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
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④ 中庭

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！

① 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、白を基調とした清潔感のある校舎
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
間を過ごします。

職員室前学習スペース
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
ガイダンスや国際交流など、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
外部の方の講演や国際交流が行われた
り、放課後や土曜日の自習室としても
使われたりする、静かな教室です。

図書館
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。

ピロティ

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！

やましろ施設紹介

平安時代の邸宅跡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。

① ④

⑤ いこいの広場

③ N館

②

⑨

⑥

GL教室、書道教室などがあり、授業
はもちろん、国際交流でも使われます。
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⑨ 食堂

本館は建て替えられ
ましたが、Ｗ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。

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
ゆずりあって活動しています。

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。

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。普段はテニス部が練習してお
り、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、
スポーツや食事の後のジュースはバリ
エーションが豊富です！

１番人気のメニューはからあげです。
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！

⑤

② W館

③

⑧ グラウンド

⑧

⑦ 体育館

⑦

⑥ プール
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体育系部活動
硬式野球部
山城高校硬式野球部は、全国で15
校しかない、夏の甲子園地方予選第
１回大会からの皆勤出場校です。そ
の伝統の誇りを胸に、59年ぶりの
甲子園出場を目指します。そのため
に、フィジカルトレーニングとコンディショニングをメインと
した体力作り、基礎の反復を中心とした技術練習、甲子園出場
経験校との練習試合を通したチーム作りを行っています。また、
将来、社会で活躍することができるよう、質の高い文武両道を
実践し、希望進路の実現に向けて努力しています。

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。
その為に、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為に必要な学習との
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。

女子バスケットボール部
私たちはインターハイ予選でベスト８と
いう目標をかかげ、個人の技術の向上と
チームワークを育成することで、勝つバ
スケットボールを目指してます。また、
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。

女子バレーボール部
Stay�Gold�をチームの合言葉とし
て、一人ひとりが輝く部活動を目指
しています。上級生はバレーボール
技術が高いだけではなく、確かな指
導力もつけています。少ない練習時間を有効に使いみんなが上
達すること、みんなの願いが叶うことを目標に、そして日々の
授業を大切にして勉強も頑張っています。
2019年度成績　インターハイ予選ベスト８　近畿大会出場

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？

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。

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！

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。

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。昨年度は日
本高校ダンス選手権大会で全国７
位という結果でした。もっとレベルアップ目指してます。100
人を超える規模の大きい部ですが、初心者でもやる気のある人
は大歓迎です！女子だけでなく、男子部員もたくさんいるので
ぜひ！

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！

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
は団体で全国高等学校弓道選抜大会に
出場しました。ぜひ本校の弓道場に一度見に来てください。

サッカー部
全国選手権京都予選ベスト
8。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。人としてもしっかりと顧問
の先生は指導してくださいます。一生懸命やる人、大歓迎です。

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、体育館の屋上にあるテニス
コートで活動しています。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。

女子バドミントン部
中学校からの経験者だけでなく、高
校からバドミントンを始めた部員も
たくさんいます。部活動を通じて、
技術の向上はもちろんのこと、規範
意識を高め、社会性や自主性を養う
ことを目指し、日々の練習に励んでいます。

ハンドボール部
ハンドボールは試合展開の速い、激
しいスポーツで、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。

部活動紹介
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山城生は部活動に積極的。勉強と部活動を全力で取り組む『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、コンクール、定期演奏会、
地域のフェスティバル、学校でのコ
ンサートなど、色々な場所で、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。経験者の人もたくさん
いる一方で、初心者の人も多く入部しています。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。

イラストレーション部
好きなイラストを好きなだけ描き、それ
ぞれが自分の世界を追究していく部で
す。週３回放課後に活動しています。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。

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。

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なります。お稽古日は毎週水曜日、裏千
家淡交会より、先生がご指導に来てくださいます。

美術部
活動内容は主にコンクールに応募するための作
品を個人で制作したり、大きな作品を部員全員
で制作したりしています。大きな作品を制作す
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！

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！

写真部
写真部は一眼レフやコンデジで撮って
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
ていなくても活動できます。各自が撮
影した風景写真や日常生活を切り取った一場面を学校で展示発表
しています。最近はinstagramなどに投稿している人もいます。

手話部
毎週水曜日、W館４階の聴覚障害
教育支援室で活動しています。山城
祭のオープニングパフォーマンスや
校内で行われる手話弁論大会に向け
て、日々手話の習得に励んでいます。昨年度は、第39回近畿高
等学校総合文化祭に手話通訳者として出場しました。

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、英語を使って料理もします！

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、
かるたの聖地である近江神宮で行われる全国高等学校小倉百人
一首選手権大会団体戦・個人戦に向けて、活動しています。

JRC同好会
私たちはJapan�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、防災や健康、奉仕や国際理解・
親善についての活動を行っています。興
味がある人は是非、一緒に取り組みましょう！

放送部
昨年度は、毎週火曜日と木曜日のお昼休
みに放送をしていました。今年度も学校
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。

剣道部
体育館２階の格技場で、平日は週に４
日活動しており、土曜日は練習試合や
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。短時間でも集中して活
動できる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。一緒に剣
道をしましょう。

水泳部
競泳は、リレーと個人でのインターハ
イ出場を大きな目標として練習に取り
組んでいます。日々自分自身を磨き、
速いだけの選手ではなく、色々な人か
ら応援され、人の役に立てる人間を目指した指導を心がけてい
ます。Water�Boysについても、地域の方々に笑顔を届け、観
に来ていただいた皆さんが元気になる演技を目指しています。

バトントワリング部
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ください。
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■令和元年度　顕著な部活動実績一覧
○弓道部
　・�全国高等学校総合体育大会京都府個人２次予選　兼
　　近畿高等学校弓道大会京都府個人予選会
　　　女子個人の部� 第４位
　・近畿高等学校弓道大会　個人の部� 出場
　・京都府高等学校弓道選手権大会　女子個人の部� 優勝
　・全国選抜大会および近畿選抜大会京都府団体二次予選会
　　　女子団体� 優勝
　　　男子団体� 第２位
　・第27回近畿高等学校弓道選抜大会　
　　　女子団体、男子団体� 出場
　・第38回全国高等学校弓道選抜大会　女子団体� 出場

○卓球部
　・京都府春季高等学校卓球選手権大会　女子学校対抗の部
　　　� 第３位
　・第73回近畿高等学校卓球選手権大会　女子学校対抗の部
　　　女子シングルス� 出場
　　　女子ダブルス� 出場
　・第39回京都府高等学校卓球選手権大会　
　　　女子シングルスの部� ベスト８
　・秋季卓球選手権�兼�全国・近畿卓球選手権大会京都府予選
　　　女子学校対抗の部� 府内ベスト８
　・第34回近畿高等学校新人卓球大会　女子学校対抗の部
　　　� 出場
　・近畿卓球選手権大会　個人戦シングルス（一般の部）
　　　� 京都府代表
　・第43回公立高等学校卓球大会　女子団体の部� 第２位
　・第43回公立高等学校卓球大会　女子個人の部　� 第２位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 第３位

○女子ソフトテニス部
　　・第72回京都府高等学校総合体育大会　兼
　　　全国高等学校総合体育大会京都府南部予選
　　　　女子Ａゾーン� 第３位

○女子硬式テニス部
　・令和元年度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
　　　女子個人の部� 優勝
　　　　　　　　　　� 第３位
　・第17回近畿公立高等学校テニス選手権　団体の部� 出場
　・第８回近畿公立高等学校テニス選手権　個人の部� 出場

○水泳部
　・第73回近畿高等学校選手権水泳競技新人大会� 出場
　・第58回京都府高等学校水泳競技大会　
　　　男子50ｍ平泳ぎ　　　　　　� 優勝
　　　男子50ｍバタフライ　　　　� 第２位
　　　女子200ｍ個人メドレー　　�� 第３位
　　　男子200ｍ平泳ぎ　　　　　�� 第３位
　　　男子50ｍ自由形　　　　　　� 第３位
　・第３回近畿高等学校新人水泳競技大会
　　　男子50ｍ平泳ぎ　　　　　　� 第４位
　　　女子100ｍ背泳ぎ　　　�　　� 第５位
　　　男子50ｍバタフライ　　　　� 第６位
　・第39回京都府高等学校室内選手権水泳競技大会
　　　男子200ｍ平泳ぎ�　　　　　� 第３位
　　　女子100ｍ背泳ぎ　�　　　　� 第３位
　　　女子200ｍ個人メドレー　�　� 第３位

○バトントワリング部
　・第45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　� 第１位

○軽音楽部
　・第19回ティーンエイジキックス京都グランプリ大会
　　　� ベストキーボーディスト賞

○吹奏楽部
　・KYOTO中学高校生ソロコンテスト2019
　　　アルトサックス　� 金賞

文理総合科 普通科

前　
期

募集定員
（40名）の

100％
Ａ方式

■独自学力検査
　（5教科）
■報告書
■面接

募集定員
（320名）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
（320名）の

70％
■共通学力検査（５教科）
■報告書

入学者選抜方式【令和２年度実績】

山城　DATA BOX
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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 令和２年３月
卒業生

平成31年３月
卒業生

平成30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 1 2 1 4

大阪大学 2 1 2 1 6

神戸大学 2 2 3 2 9

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 3 2 1 3 2 3 14

京都教育大学 7 1 8 1 3 2 22

京都府立大学 15 5 6 5 8 39

京都府立医科大学 3 1 4

福知山公立大学 1 1

大阪府立大学 1 1 1 3

大阪市立大学 4 2 1 1 8

滋賀大学 3 4 2 5 1 15

滋賀医科大学 1 1 3 5

滋賀県立大学 13 2 7 3 6 1 32

神戸市外国語大学 1 1

兵庫県立大学 1 1 1 3

奈良女子大学 1 1 1 1 4

その他の国公立大学 13 11 14 6 17 6 67

合　　　計 66 29 47 31 48 19 240

私立四年制大学 令和２年３月
卒業生

平成31年３月
卒業生

平成30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

青山学院大学 1 1

明治大学 1 1

立教大学 1 1

北里大学 1 1

同志社大学 28 5 23 15 14 2 87

立命館大学 134 23 86 35 66 20 364

関西学院大学 9 5 6 2 10 32

関西大学 55 2 56 3 34 1 151

龍谷大学 125 10 113 7 129 13 397

京都産業大学 133 6 119 7 64 7 336

近畿大学 47 2 34 4 8 4 99

佛教大学 92 3 81 1 61 5 243

京都橘大学 39 2 61 19 3 124

京都女子大学 8 4 10 1 17 3 43

同志社女子大学 11 4 8 1 13 37

京都薬科大学 2 2 2 1 7

大阪薬科大学 1 1 1 1 4

関西外国語大学 15 12 11 1 39

その他の私立大学 153 19 107 4 139 17 439

合　　　計 853 88 719 82 586 79 2407

卒業生の声
　山城高校は『開かれた学校』です。高
大連携、国際交流といった学びの機会
が開かれていることもさることながら、
勉学は勿論、スポーツや芸術の諸分野
に至るまで、十人十色の可能性の扉が開
かれています。
　これは具体的に2つの理由から成ります。
　ひとつは機会に恵まれているというこ
と。上記の様に山城高校では多様な学
びの機会が設けられていることに加え、

全力で取り組む雰囲気と環境が整った部活動や有志も含め
た課外活動の発表の場が存在するため、自らの興味関心を
発見し、それに臆せず挑戦することが出来ます。
　そしてもうひとつは拘束の度合いが小さいということ。自
主自立の精神の養成を掲げる山城高校は教職員と生徒間で
の信頼関係に基づき、日々の学習課題や学校生活における
規則等は比較的少なく、そのため自らの掲げる努力目標や
やりたい事に一心に取り組むことが出来ます。
　そうした環境の中にあって、山城生は非常に有意義な高
校生活を過ごしています。勉強、スポーツ、芸術、そして
友達との交流にだって、ひとつこれと決めたことに全力を注
いでいるのです。
　開かれた扉のその先で、何がしたいかは自分次第。皆さ
ん主体の山城ライフ、輝ける日々に乞うご期待！

　山城高校は、勉強、部活動、学校行事、
全てが充実しているまさに青春を感じ
られる学校です。
　勉強面では、授業はもちろんですが、
授業外の時間でも担当の先生に頼めば、
自分が分からなかった箇所などを快く
解説して下さり、より自分の学びを深
めることができます。さらに、進路相
談では、自らの進路実現に向けて積み

重なっていく不安を何回も一緒に解消して下さいます。
　また、山城高校には、思いやりがあり、何事にも挑戦し、
努力できる人がたくさん集まっているので、部活動や学校
行事などでは、常に周りの人達に刺激をもらいながら自分
自身が成長していくのを感じることができます。
　高校生活では勉強や進路など様々な困難があります。し
かし、山城高校ではそんな困難を吹っ飛ばしてくれるよう
な周りの先生方、友達、日常があります。
　ぜひ、皆さんもたった3年しかない高校生活を山城で楽
しんでください！

文理総合科
令和元年度卒業

京都大学
三木　幸大

普通科
令和元年度卒業
京都教育大学
長嶋　里沙



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２年７月19日（日）9：30 ～　13：30 ～
第１回学校説明会　令和２年９月26日（土）9：30 ～　14：00 ～
第２回学校説明会　令和２年11月７日（土）9：30 ～
部活動体験　　　　令和２年８月18日（火）
　　　　　　　　　　　　　９月13日（日）


