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　園部高校は、明治二十年に、船井郡高等小学校として設立され、本年百三十五年目を迎えます。
　本校は、園部城の廃城後の跡地に建っており、いつの時代も、園部城「城門」（校門）は園部高校のシンボルとして、毎日生
徒たちの通学を見守り、凜とした姿で迎え、送り出してくれています。
　周囲を田園地帯に囲まれた静かな校地を持った本校も、周囲の市街化の進行と校門前の街道の拡幅により、様相を変えてきて
います。こうした中でも、旧園部城の城門である校門をくぐり、校内に入ると、「みどり濃き古城のほとり」と校歌に詠われている
ように、四季折々の美しさを享受できるすばらしい緑豊かな環境が学校らしい雰囲気を保ち、先輩方が築いてこられた輝かしい歴
史と伝統が脈々と引き継がれています。
　「健全」「明朗」「誠実」の教育方針のもと教育実践に努め、各界において指導的な役割を担う多数の人材を、社会に送り出
してきました。「Global & Aware（世界へ、思いやりをもって）」という高等学校の教育目標へと受け継がれています。

 入学年度に「Global Thinking」（GAコース・GCコース）、「Creation」( 中高一貫コース )
として、「探究の基礎」を学びます。内容は「質問の作り方（QFT）」や「哲学対話」を通し
て、様々なことに疑問を持ち、それを深く思考する手法、態度を身につけます。前半の「mini
研究」では、研究の手法やレポートの書き方、ポスターの作り方、発表の仕方を身につけます。
　２年生では、GAコース・GCコース、中高一貫コースが同一の取組を行います。学年前半で
は従来の研修旅行の取組を行います。学年後半では論文・ポスターセッションにより、海外か
ら学んだことを、自分の住む地域に還元できる方法を模索します。具体的には、それぞれの生
徒が住む地域にある課題に気づき、その解決方法を模索する探究活動を行います。この取組に
は、行政機関や自治会、大学の研究者から指導、助言をいただいています。
　生徒たちは、本校での学びの中で「Global」な視点を持ちながら地域の問題を探究する視
点と手法を身につけ、それぞれの進路を選択してほしいと思っています。    
   　　　　　　　　　　　校長　伊藤　雅史

園部高校の教育

園部から世界へ

特色

01
目指す未来像に応じた３つのコース　⇒ P ４～５

※コースは入学時に選択します。２年進級時にコース変更も可能です。
※中高一貫コースは高校からの募集はありません。

普通科 GA コース

（グローバルアカデミック）

普通科 GC コース

（グローバルシチズン）

普通科
中高一貫コース

特色

02
国際理解教育　⇒ P ６～７

「世界の現状に気づく力」、「他者を受容しコミュニケーショ
ンをとる力」、「自らの考えを発信する力」を身につけます。

伝統文化を体験して自らの土台となる日本の伝統文化に親
しみ、継承する姿勢を養います。

特色

03
園部式「探究」学習「Global Thinking」　⇒ P ８～９

変化の激しい現代社会で活躍するために、「答えのない問
いを見出し、解決する力」の基礎を誰にでも身につけられ
る方法で伸ばします。

特色

04
生徒の「やりたい」を支援　⇒ P10 ～ 13

部活動や生徒会活動などの課外活動、個別の学習指導な
ど、生徒の主体的な活動や行動を全力で支援します。
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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

※令和５年度入学生（案）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

共
通

現代の

国語
言語文化 歴史総合 公共 数学Ⅰ 数学Ａ 地学基礎 体育 保健 芸術Ⅰ 英語コミュニ

ケーションⅠ
論理・

表現Ⅰ
情報Ⅰ GT ＨＲ

文
系

論理国語 古典探究 地理総合

文学国語
日本史探究

数学Ⅱ 数学Ｂ 化学基礎 生物基礎

体育 保健 英語コミュニ
ケーションⅡ

論理・

表現Ⅱ
家庭基礎 GT ＨＲ

世界史探究

理
系 数学Ⅱ 数学Ｂ 化学基礎

物理基礎

生物基礎

文
系

論理国語 体育 英語コミュニ
ケーションⅢ 特講英語

古典探究 文学国語 日本史探究
世界史探究 倫理 政治経済 数学Ⅱ 数学 C Practical 

English Skills

ＨＲ

理
系 古典探究 地理探究 数学Ⅲ 数学 C

物理
化学

生物

１年

２年

３年

※ GT ＝総合的な探究の時間「Global Thinking」 

※令和５年度入学生（案）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

現代の

国語
言語文化 歴史総合 公共 数学Ⅰ 数学Ａ 地学基礎 体育 保健 芸術Ⅰ 英語コミュニ

ケーションⅠ
論理・

表現Ⅰ
情報Ⅰ GT ＨＲ

論理国語 古典探究 地理総合 日本史探究
世界史探究 数学Ⅱ 生物基礎 化学基礎 体育 保健

芸術探究

Ⅰ
英語コミュニ
ケーションⅡ

論理・

表現Ⅱ
家庭基礎 GT ＨＲ

論理国語 古典探究
日本史探究
世界史探究

倫理 政治経済 数学Ⅱ

芸術探究

Ⅱ

 wellness
sports 情報活用

Practical
English

Skills

体育 英語コミュニ
ケーションⅢ

論理・

表現Ⅱ
ＨＲ映像 保育基礎 探究国語

生活と

科学 フード
デザイン

諸外国の

言語と文化
教養数学

１年

２年

３年

※ GT ＝総合的な探究の時間「Global Thinking」 

目指す未来像に応じた３つのコース

※中高一貫コースは高校からの募集はありません。

卒業生
からの

メッセージ

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
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 全コースで海外研修旅行（3 泊 4 日）を実施

伝統文化体験　日本の伝統文化に触れ、親しむ！

園部高校の英語教育　あなたの「伝えたい」を実現！

国際性を伸ばすためには、様々な経験を積むことが大切です。海外研修の経験は、自らの視野を広げ、国際
的な視点を身につけるだけでなく、改めて日本を見つめ直す機会になります。

京都府教育委員会が実施する「高校生伝統文化事業」として華道体験・茶道体験・風呂敷体験を、財団法人京都和装産業振興
財団が募集する「学校教育におけるきもの着付け実習」としてきもの着付け体験を実施しています。
世界を知るために、まずは日本の伝統文化に実際に触れて関心を高めることを目的とし、この体験を通じて「伝統文化を次世代へ
継承し、新たな価値を創造しようとする姿勢」、「豊かに生きる心」を育むことを目指しています。

台湾の文化を体験

台北のパワースポットで１枚

現地の生徒と一緒にフィールドワーク！

まわるテーブルで美味しい食事
願いを飛ばそう

 生徒アンケートより
学校交流がフレンドリーでとても親切だった。
英語を頑張ろうと思えた。
海外に出てみて改めて日本の良さを知った。

 参加生徒の感想
初めてこんなに長時間、海外の人と話したけど、言葉を考えて楽しく話せてすごく楽しかった。また話してみたいなと思った。
意外と日本の食べものやゲーム、文化を知っている人が多くて驚いた。自分はまだまだ日本のこともフランスのことも知らないので、見
習わなければならないと思った。

 参加生徒の感想
きものを着るという伝統は、日本の和の心や美しさを表していて、きものを着ることによって心やしぐさも変わるのではないかと
思いました。ひもの結び方や帯の巻き方など、大変でしたが貴重な体験ができて思いでとなり、また着てみたいと思いました。
日本の文化を知る機会や学ぶ機会などがあまりないことだったので、とても良い経験になったなと感じました。異国の文化も知
りたいけれど、もっと日本の文化について知りたいなと思いました。

海外との交流事業

これまでの語学研修、研修旅行での交流先に加えて、昨年度から
新たにフランスの高校とのオンライン交流が始まるなど、コロナ禍で
もオンラインを活用して積極的に海外との交流を実施しています。

◆ 2021 年度のオンライン交流実績

　◌台湾清水高級中学との交流
　◌フランスLycée Baltholdi 高校との交流（２回）
　◌京都工芸繊維大学の海外連携大学の学生との交流

海外の学校との連携

国際理解教育（全コース） 広く世界を知り、日本を知る

※ 2020、21、22 年度は新型コロナウィルス感染拡大
のため国内研修旅行に変更

オーストラリア語学研修は、本校独自の充実した内容とコストパフォ
ーマンスが特徴で 20 年以上の実績があります。英語漬けの 2 週
間は貴重な体験となり、その後の学習意欲にも繋がります。姉妹校
と連携して実施する安心・安全なプログラムです。

オーストラリア語学研修

※ 2020,21,22 年度は新型コロナウィルス感染拡大のため中止

ネイティブの英語教員による英作文の添削や英
検の面接対策も行われており、入試・資格試験
に向けて、他校にはないバックアップを受けるこ
とができます。

母語が英語の先生、AET2 名が常駐

全学年が時事英語の課題に取り組んでいます。
英語力を伸ばしながら海外情勢を知ることができます。

時事英語で世界を知る！

会話、プレゼン発表、レシテーション、スピーチな
ど様々なパフォーマンス課題に取り組む中で、英語
力・発信力を身に着けることができます。

パフォーマンス課題の実施

授業、課題、補習など様々な面で教員が丁寧に指導するので英語
が苦手な人でも3 年間を通して英語ができるようになります。

教員による手厚い指導

居谷　舞花さん

（京都国際科卒）

（瑞穂中学校出身）

京都女子大学　現代社会学部

私がこの３年間で１番身につけ

たものは英語力だと思います。

園部高校は英語の授業に特化

していて、ネイティブの先生と話

すことによって読解力だけでな

く、 話す力も身につけることが

できると感じています。

卒業生
からの

メッセージ

2019 年度の写真も掲載しています
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園部式「探究」学習「Global Thinking」

グローバルネットワーク京都

高大連携事業「Area Study」　最先端の研究に触れる、学ぶ！

本校は京都府教育員会が進める府立高校特色化事業「グ
ローバルネットワーク京都」の指定校になっています。探究
学習で身に付けた力を活かし、ポスターセッションや英語プ
レゼンテーション、論文作成に取り組んで、他校の高校生
と交流します。

京都産業大学との協力によって、大学の先生による授業を受けることができます。令和３年度は年間１２回の授業を行いました。
国際社会に目を向け、視野を広げることができます。

 参加生徒の感想
これまでは気付かなかった社会の問題に気付くことができました。また、同じテーマでも他校が違った視点から問題提起し
ていて、現代の社会をより詳しく知ることができました。

 参加生徒の感想
日本だけを見て世界を考えるのではなく、海外を知っていく姿勢が大切だと感じた。
他の国の言語だけでなくジェスチャーにも様々な意味があり、面白かった。
その国の特徴に対して、歴史的背景がもつ影響力の強さを実感した。

◆授業テーマ例

　◌世界はこのままでいいのか？～ SDGｓについて考えよう～　
　◌グローバルって何？～世界の今を知る！～
　◌フランス語入門～それってフランス語だよ～
　◌英語はなぜ必要？～日本人と英語

美山町活性化について英語でプレゼンテーションを行い
ました。

「貧困をなくそう」をテーマにポスター発表をしました。

１・２年生で実施する探究プログラム。自分の興味や関心に合わせて社会や身近な事項に関わる問いを立てて、
その解決に向けて探究を進めます。

探究基礎力育成 探究の実践

論
文
・
ポ
ス
タ
ー
作
成

研
究
成
果
の
発
表
・
交
流

研
修
旅
行

自分らしさの探究
自己分析
進路選択

高校１年 高校２年 高校３年

「問い」 を立てるワークで研究の

テーマを設定する。

「問い」 の立て方

連携校との交流を通じてグローバルな視点を

身につけ、 立てた 「問い」 を見つめ直す。

国 際 理 解

研修旅行を中心に設定テーマに関する

生の情報を校外で入手する。

フィールドワーク

論文構成シートを利用して、集めた情報を

論理的に展開する思考方法を学ぶ。

論理的思考 （ロジカルシンキング）

学んだ方法の実践として

「身近な地域」 をテーマに

問いを立て、 情報を集め

てレポートを作成し、 ポス

ターにまとめて発表する。

ミニ実践としての 「地域研究」

グループワークを中心とした学習活

動で、 意見を出し合い、 思考を深め

る。

コミュニケーションの取り方

集めた情報を、 的確にまとめ、 他者にわかりやす

く伝える。

プレゼンテーション

PC やタブレット、 書籍などを利用

して情報収集の方法を学ぶ。

正しい情報の集め方

作成した 「美山紹介パンフレット」

オンラインで
発表を行いまし
た。
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生徒の「やりたい」を支援 卒業生
からの

メッセージ

詳しい進路実績はホームページをご覧ください。

人数 SB SA 一貫 国際

国
立
大

京都大学 1 ○

神戸大学 1 ○

京都工芸繊維大学 3 ○ ○

東北大学 1 ○

東京海洋大学 1 ○

鳥取大学 1 ○

高知大学 1 ○

大分大学 1 ○

公
立
大

京都府立大学 2 ○

京都府立医科大学 1 ○

下関市立大学 1 ○

山口県立大学 1 ○

私
立
大

同志社大学 12 ○ ○

立命館大学 16 ○ ○ ○

関西学院大学 2 ○ ○

関西大学 5 ○ ○

龍谷大学 5 ○ ○

京都産業大学 10 ○ ○ ○

佛教大学 9 ○ ○ ○

近畿大学 4 ○

同志社女子大学 3 ○

京都女子大学 7 ○ ○ ○

大谷大学 5 ○ ○ ○

京都華頂大学 1 ○

人数 SB SA 一貫 国際

私
立
大

京都外国語大学 7 ○

京都先端科学大学 10 ○ ○ ○ ○

京都精華大学 4 ○ ○ ○

京都橘大学 3 ○

京都薬科大学 2 ○

京都光華女子大学 1 ○

京都ノートルダム女子大学 1 ○

京都文教大学 2 ○ ○

花園大学 2 ○

明治国際医療大学 2 ○ ○

大阪医科薬科大学 2 ○

大阪工業大学 1 ○

摂南大学 1 ○

森ノ宮医療大学 1 ○

神戸女子大学 3 ○

東洋大学 1 ○

武蔵大学 1 ○

私
立
短
大

華頂短期大学 3 ○

京都文教短期大学 1 ○

関西外国語大学短期大学部 1 ○

専
門
学
校

看護系 4 〇

旅行・ホスピタリティ系 5 〇 〇 〇

外国語系 2 〇 〇

その他 21 〇 〇 〇 〇

（合格者延べ数）令和３年度の進路実績
国公立大学 ...............15 名合格

私立大学 ・ 短大 .........128 名合格

専門学校 ..................32 名合格

就職 （公務員含む） .....17 名採用

進路サポート　生徒の希望に寄り添い、実現する！

１ 年 生 ２ 年 生 ３ 年 生

「文理選択 HR」 「学習合宿」

「社会に生きる」 「学部学科 ・ 職業調べ」

「進路別説明会」 「分野別模擬授業」

「小論文講演会」 「志望理由書講演会」

「進路別説明会」 「小論文対策講座」

「面接対策講座」 「進学ガイダンス」

「資料頒布会」 「３年生からのメッセージ」 「進学補習」

芝　絋希さん （SA コース卒）

（園部中学校出身）

神戸大学　工学部

私は園部高校で充実した 3 年間を過ごしました。園

高の良いところは中高一貫制度の存在です。 一貫

生は自分とは違った人生を歩んできているので刺

激されることが多く、 自分の世界が大きく広がりま

した。 そういった意味で一貫生と関わりの多い SA

コースに入ったのは自分にとってとても有意義でし

た。 他に生徒と先生との距離感が近いのも園高の

いいところです。文化祭や体育祭などの行事では一

緒に盛り上がり、 勉強でわからないことがあったら

昼休みや放課後の空いている時間に遠慮なく質問

に行くことができます。園高で高校生活を送れて良

かったと思っています。

大嶋　春樹さん （SB コース卒）

（殿田中学校出身）

佛教大学　社会福祉学部

僕は SB コースで部活動と勉強を両立して充実した

学校生活を過ごすことができました。 勉強では授

業でわからないことを先生に聞いたり、 自分で調

べたり、 様々な勉強法を活用しながら取り組みまし

た。 僕が一番力を入れた部活動では楽しいことや

苦しいことがたくさんありましたが顧問の先生や後

輩、 友達みんなで乗り越え、 とても濃い３年間でし

た。 園部高校では園部祭や体育祭など絆を深める

イベントがあり皆で盛り上げることができました。こ

の園部高校でしか味わえないものがあったのでと

ても感謝しています。

吉田　有輝さん （SA コース卒）

（美山中学校出身）

京都工芸繊維大学　工芸科学部

僕がこの大学を志望したのは、 高校一年の時で理

系の分野に興味があったのと、 設備、 金銭面とい

ったところから国公立に進学したいと思ったからで

す。  受験勉強を乗り切るうえで一番大事だと感じ

たのは一緒に受験を頑張っている友達の存在でし

た。 勉強に疲れたらくだらない話をしたり、 わから

ないところがあったら教えあったり、 相談に乗って

もらったり、 一緒に遊んだり、 一緒に勉強したりし

て、 モチベーションを保ち続けることができました。

また先生方や家族にはたくさん支えてもらいまし

た。 ありがとうございました。

中野　涼さん （SB コース卒）

（殿田中学校出身）

株式会社 湖池屋

園部高校は授業、 行事、 部活動全てが充実してい

るところがいいと思います。 私は３年間陸上競技部

に所属していました。 少ない人数の中、全員で声を

掛け合いながら日々練習に取り組んでいました。部

活動を通して、 人間関係を広げることができ、 団

結力や忍耐力など高めることができました。学校行

事では忙しい中での準備なので大変ですが、 全員

が自分の役割を果たすことで、よい思い出を作るこ

とができました。 高校生活で得た経験は、卒業して

からもきっと活かせると思います。 １日１日を大切

に、後悔のないよう充実した高校生活を過ごしてほ

しいと思います。

栃下　日美生さん （SA コース卒）

（八木中学校出身）

同志社大学　文学部

私は 3 年間、 部活動、 生徒会活動の中で、 仲間と

の連携をしっかりすること、 計画を立てて実行する

ことの大切さを学びました。 どちらも勉強との両立

は大変でしたが、得られたものはたくさんあります。

園部高校では様々なコミュニティに参加することで

いろいろな経験をさせていただきました。 これから

も積極性と謙虚さを持ち合わせて大学生活を楽し

みたいです。

西田　有沙さん （SB コース卒）

（大成中学校出身）

京都医健専門学校

私が園部高校を選んだ理由は、 家の近くの高校は

小・中学校の友達が多いので新しい場所に行ってみ

たいと思ったからです。 初めはほとんど知っている

人がいなくてとても不安だったけど、 すぐに友達も

たくさんできて楽しい３年間を過ごすことができま

した。 高校の時から新しい環境に踏み出してみるの

もありだと思います！

山田　こゆきさん （SB コース卒）

（園部中学校出身）

近畿国税局税務職員

SB コースを選んでよかった点は自分の時間をどの

ように使うか自由に選択できた点です。所属してい

た茶道部では週に 1 回の部活動でしたが、 他学年

の人と関わりながら、 正しい礼儀作法を学ぶことが

できました。 また土曜活用、進学勉強の時間を作る

こともでき、 SB コースを選んで良かったと思いま

す。

大杉　京さん （京都国際科卒）

（南桑中学校出身）

京都女子大学　文学部

私は勉強が苦手なので、 他の面から高校生活を頑

張ろうと思いました。 生徒会や部活を通して今まで

経験したことのないことができたし、 それらを活か

して自分の志望校に合格できました。 初めてのこと

に挑戦するのは少し億劫になりましたが、 先生方の

サポートがしっかりしているので充実した高校生活

を送ることができました。

藤田　笑央さん （京都国際科卒）

（和知中学校出身）

京都文教短期大学　幼児教育学科

私は園部高校で部活動を頑張りました。 私は合唱

部に所属しており、 2 年生の時には部長を務めま

した。 コロナ禍により思うように練習が進まず、 悩

むこともありましたが、 部員全員の仲が良かったの

で、最後まで部活動を楽しくすることができました。

最後までやりきった時の達成感は忘れられない思

い出です。

部活に勉強に、夢中になった高校生活

※ SB は現 GC コース、SA は現 GA コースに相当10 11Sonobe High School



School Life  部活動

　生徒会は、執行委員の皆と役割分担をして、学校行事の運営や準備を行っています。メンバー一人ひとりが活躍して、学校生
活をより良くするために活動しています。皆の学校生活を良くできるよう考えて活動することは、とてもやりがいがあります。みなさんも、
園部高校に入って生徒会の活動に参加してみませんか！　　　　　　（園部高校 生徒会執行部 会長　２年　森　佳太郎）

大林　遼太郎 （園部高校附属出身）

夏の大会を目指してチーム一丸頑

張りましょう！

男子バスケットボール部

一意専心

男子バレーボール部

古谷　柊一朗 （美山中学校出身）

思いを繋げ！君なら翔べる！

女子バレーボール部

勝田　夢宙 （殿田中学校出身）

元気いっぱい！笑顔いっぱい！

個性いっぱい！貴重な高校生ライ

フの一部として私達と一緒に活動

しませんか？

女子バスケットボール部

松本　心海 （園部中学校出身）

バスケに少しでも興味のあるかた

はぜひ来てください。 一緒に楽し

みましょう。

射撃部

竹内　皓星 （園部高校附属出身）

狙うは全国大会。

射撃で君の青春狙い撃ち♡

陸上競技部

大倉　倭歌 （南桑中学校出身）

RUN ！ JUMP  THROW ！

硬式野球部 サッカー部

前兼久　光輝 （園部中学校出身）

経験者も未経験者も大歓迎です。

一緒にサッカーをしましょう！！

ソフトテニス部

小南　謙仁 （園部中学校出身）

楽しくやってます！

バドミントン部

人見　武瑠 （八木中学校出身）

とても楽しい部活なので、 ぜひ来

てください！

剣道部

小林　笙梧 （園部高校附属出身）

闘魂

ホッケー部

西田　梨加 （園部高校附属出身）

一緒に楽しく活動しましょう！

テニス部

髙屋　壮汰 （八木中学校出身）

初心者大歓迎！ 

吹奏楽部

桐野　桃花 （園部中学校出身）

「響明」 をスローガンに共に響き合

いみんなが笑顔になれる吹奏楽部

を目指して活動しています！！

合唱部

浦井　結愛 （蒲生野中学校出身）

歌うことが好きだったり、合唱に興

味がある人はぜひ入部してくださ

い。そして一緒に歌声を響かせまし

ょう！

吟詠剣詩舞部

太田　光宥 （園部高校附属出身）

刀剣や扇子を使い、 詩吟に合わせ

て舞います。 全国的に珍しい部活

なのでぜひ体験 ・ 見学に来てくだ

さい！

美術部

小林　秀太 （園部高校附属出身）

美術部ではみんなとにかく自由気

ままに絵を描いています！

書道部

栗林　真希 （園部高校附属出身）

いろいろな作品に挑戦できて、 初

心者も経験者も関係ないので一緒

に楽しみましょう！！

茶道部 華道部

由良　寧々 （園部高校附属出身）

私達と一緒に礼儀正しく美しくお

花を生けましょう！

放送部

神田　憲神 （園部高校附属出身）

アットホームな部活です。 機材・放

送の経験が無くてもぜひ来てくだ

さい。

ESS 部

太田　葉月 （園部高校附属出身）

Let's　enjoy　English　

together !!

サイエンス部

山下　陽世 （園部高校附属出身）

気になるでしょ。

写真部

吉田　光汰 （園部高校附属出身）

今しかない一瞬を撮る！

ボランティア部

佐藤　明音 （園部高校附属出身）

募金活動を行う部活です。 活動日

はそれほど多くないので少しでも

興味がある方は来てください！

生徒会

坂野　舞子 （殿田中学校出身）

ぜひ私たちとお茶を楽しみましょ

う！

打ち込みたい何かがここにはある
活動実績 （2021 年度）

【射撃部】 第 59 回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　出場

 第 41 回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会　出場

【吟詠剣詩舞部 ・ 合唱部 ・ サイエンス部】 第 45 回全国高等学校総合文化祭　出場

【吹奏楽部】 第 58 回京都府吹奏楽コンクール金賞

12 13Sonobe High School



※写真には、2021 年以前のものも含まれます。

園部高校の１年  

始業式

入学式

部活動体験

高校総体

定期考査

生徒総会

球技大会

団体鑑賞

伝統文化体験 

定期考査

夏休み

夏季講習

学習合宿 

夏休み

夏季講習 

始業式

園校祭文化の部

研修旅行

定期考査

園校祭体育の部 

伝統文化体験 定期考査

終業式

冬休み

冬季講習 

始業式

定期考査 

実践発表会 卒業式

終業式

春休み

春季講座

４月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

自習室で集中！

華道体験中です

思い出いっぱい！

作戦を立てよう！

最高の盛り
上がり！

オンラインで
生徒総会です！

卒業生
からの

メッセージ

わからないことは、
いつでも質問して！

青空だ。
走るよー。

練習の成果
を聴いて！

辻井　哉汰さん （SB コース卒）

（八木中学校出身）

亀岡電子株式会社

僕はSBコースでたくさんの友達と関わ

ることができてよかったです。 入学して

１週間であった一泊研修が、 友達がた

くさんできるきっかけになったのでよく

覚えています。

部活動では、 先輩後輩関係なく仲良く、

そして互いに学び合って行うことがで

きたので自分のためになったと感じて

います。園部高校を選んでよかったと思

います。

齊尾　野々花さん （SA コース卒）

（蒲生野中学校出身）

京都女子大学　発達教育学部

私は高校生活の３年間で吹奏楽部の活動

に力を入れました。 コロナ禍での活動とな

り様々な制限に悩まされましたが、部員と

顧問の先生方とで話し合いを重ね、 充実

した練習を実施できました。 そして昨年の

夏のコンクールでは目標としていた金賞

を受賞できました。

何かに長い時間一生懸命に取り組む大切

さを実感できた３年間でした。
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http://www.kyoto-be.ne.jp/sonobe-hs/

京都府立園部高等学校 
〒 622-0004  京都府南丹市園部町小桜町 97 番地　
TEL. 0771-62-0051　FAX. 0771-62-0116　
E-mail  sonobe-hs@kyoto-be.ne.jp

N

園部高等学校
園部高等学校附属中学校

園部公園

南丹市国際
交流会館

南丹市役所

園部
IC

国道９号線

JR園部駅

至 京都

至 丹波

至 亀岡

至 日吉

至 綾部

至 篠
山

本校駐車場

〶⊗

京都縦貫自動車道

小桜町

園部大橋

■交通アクセス
【JR 利用の場合】JR 園部駅下車西口から

◯南丹市コミュニティバス（ぐるりんバス）…「小桜町」バス停下車すぐ
◯徒歩 20 分

【バス利用の場合】
JR バス …「園部大橋」バス停下車徒歩 10 分
京阪京都交通バス …「園高前」バス停下車すぐ

学校説明会の予定

（R4 現在）

Q ＆ A　園部高校のココが知りたい！

園部駅亀岡駅 綾部駅胡麻駅

ぐるりんバス

（約 17 分） （約 22 分） （約 50 分）

ホームページ

Q 朝は何時から始まりますか？
A ８時 45 分からです。８時 45 分から各クラスで健康チェックを行い、８時 55 分から１
限目の授業が始まります。

Q 一貫コースと同じクラスになりますか？
A 同じクラスにはなりませんが、ＧＡコースでは一部の選択授業で一緒に受ける科目があ
ります。

Q ＧＡコースでは部活動ができないのですか？
A 授業の時間数や終了時刻は全コース同じです。ＧＡコース・ＧＣコース・中高一貫コー
スで同じようにできます。勉強と部活動を両立している生徒もたくさんいます。

Q 入学後にコース変更はできますか？
A ２年生に進級するときにＧＡとＧＣのコース変更ができます。

Q オーストラリア語学研修は何年生で行けますか？
A ２年生の夏休みに実施しています。※ 2020 ～ 22 年度は新型コロナのため中止

Q 入学時の費用はどの程度かかりますか？
A 授業料のほかに初年度は 19 ～ 22 万円程度（制服代、教科書代、タブレット代等）です。
※なお、授業料については高等学校就学支援金制度があります。
※タブレット代約７万円（貸与制度もあります）

Q アルバイトはできますか？
A 学校生活充実のため原則禁止ですが、状況に応じて許可制としています。
ご相談ください。

人気の制服

※内容や時間は、ホームページに掲載するとともに中学校を通じてお知らせします。

明治 20 年（1887 年）
 船井郡高等小学校　設立
明治 41 年（1908 年）
 船井郡立高等女学校　開校
大正 15 年（1926 年）
 京都府立園部中学校　設立
昭和 23 年（1948 年）
 京都府立園部高等学校　設置
平成 3 年（1991 年）
 国際文化系　設置
平成 10 年（1998 年）
 京都国際・福祉科　設置
平成 18 年（2006 年）
 附属中学校　開校
平成 24 年（2012 年）
 普通科２コース設置
  ＳＡ（ソノベアドバンスト）
   ＳＢ（ソノベベーシック）
平成 30 年（2018 年）
 創立 130 周年記念式典
令和 2 年（2020 年）
 京都国際科　募集停止
 普通科２コース設置
  ＧＣ（グローバルシチズン）
  ＧＡ（グローバルアカデミック）

沿　革

8/24 ㊌・9/17 ㊏・10/15 ㊏・11/5 ㊏


