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京都府立園部高等学校



　本校は、明治 20 年に、船井郡高等小学校として設立され、令和３年 134 年目を迎えました。
　園部藩は、豊臣秀吉の縁戚で出石藩（兵庫県豊岡市）から移った小出吉親が 1619 年に立藩しました。園部城は大規模な櫓が
ない「陣屋」扱いでしたが、1868 年鳥羽伏見の戦いが始まると、新政府軍が万一破れた場合を想定して、明治天皇の行在所を園
部と定め、城郭が拡張されました。園部城は幕末から明治維新にかけて築城された城としてたいへん貴重で、明治維新政府が築かせ
た日本最後の城と位置付けられています。現存している「城門」、「巽櫓」及び「番所」は平成 29 年（2017 年）に京都府暫定登
録文化財に指定されました。大政奉還でいったん棚上げとなった後、明治政府が改めて認める形で「日本最後の城」となりました。
京都府立園部高等学校・同附属中学校は、廃城後の跡地に建っています。いつの時代も、園部城「城門」( 校門 ) は園部高等学校
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。
　本校では、特に探究活動と国際理解教育に力を入れています。
　入学年度に「Global Thinking」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。後半の「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、両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。論文・ポスターセッションなどを
行い、学年後半では、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、助言をいただきます。
　生徒たちには、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。そして、皆さんが持っている可能性を引き出すことを目指しています。

　　　　　　　　　　　校長　伊藤　雅史

沿　革
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ＳＡ（ソノベアドバンスト）、ＳＢ（ソノベベーシック）コース　設置
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ＧＣ（グローバルシチズン）、ＧＡ（グローバルアカデミック）コース　設置
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園部高校の特色

園部式「探究」授業 =「Global  Thinking」
 見方・考え方を育てる
 体験とアクティブラーニングで自分らしさを磨く

特色

04

落ち着いた環境で自分らしく
 生徒の主体的な活動を応援

特色

06

特色

01
全てのコースで取り組む国際理解教育
 専門学科にしかなかった授業が全コースに

特色

02
全てのコースで台湾海外研修旅行

 現地の高校生と交流や班別行動
 海外だからできる体験・コミュニケーション・学び

活発な国際交流活動
 充実の本校独自オーストラリア語学研修
 連携校との活発な交流で日本にいてもグローバル

特色

03

特色

05
選べる 2 つのコース

GC コースとGA コースのどちらかを入学時に選択
 コース変更も可能（2 年進級時）
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 全コースで海外研修旅行（3 泊 4 日）を実施
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。海外研修旅行の経験は、自らの視野を広げ、
グローバル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。

国際理解教育（全コース）

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

旅行満足度

80%

 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。
もっと時間がほしかった！
初海外だったけど思ったより楽しめた！
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。

パフォーマンス課題を中心とした英語教育の工夫を行っています。ま
た、ネイティブの英語教員による英語スピーチ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。

英語が母国語の先生、AET が常駐

国際関係の授業（京都国際科で独自に実施してきた授業です）

▶GTEC for STUDENTSのトータルスコア
CEFR「A2」レベル相当以上の生徒の割合

（２年次） 47.6%

（３年次）

12.4％UP!

34.2%

3名 ※昨年度

 国際理解（世界の現状を知りこれからの世界について考える）

 Practical  English  Skills　（実用英語で使える、伝わる英語を身につける）

Our 
high school 

has 3 native 
speakers of English.

There are many chances to 
use English at school. 

See you next year !Hello!
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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週間は貴重な経験となり、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

国名 期間 費用 参加枠
オーストラリア ２週間 32万円程度 40名

アメリカ ８週間 50万円程度 ２名

本校独自の海外研修プログラム

※費用や行き先は、国際情勢等により変更になることがあります。

留学や語学研修、研修旅行での交流先として４つの国と地域の
学校と連携して教育活動を展開しています。現地学校への訪問
だけでなく、本校での来日交流もあります。

海外の学校との連携

▶園部高校にやって来る海外の生徒数

100名（平成 29 年〜令和元年）

4つの国と地域
▶海外の連携校

連携学校名 国 名

King's Baptist Grammar School（姉妹校） オーストラリア

St. Francis de Sales College オーストラリア

Jefferson County Open School アメリカ

Sultan Ibrahim Girls School マレーシア

台北育成高級中学 台湾

連携校一覧

▶参加人数

４人に 1 人がオース
トラリアの生活を体
験しています。

40名 年

▶費用（同等プログラム）

32万円

50万円

本校の参加費用一般的な参加費用

18万円の差

　京都国際科は小テストが毎日たくさんあったのですが、そのひとつ
ひとつの小テストを丁寧に取り組むことを心掛けていました。また、毎
週英語でエッセイを書くなどハードな課題もありましたが、力がつき自
分のためになったと感じています。定期考査前には家に帰るとなかな
か勉強のスイッチが入らないので、放課後友達と一緒に ST ルームと
いう自習室や教室に残って勉強するようにしていました。高校３年間、
シンガポール・マレーシアへの研修旅行やオーストラリアへの 2 週間
の語学研修、スピーチコンテスト、国際理解の授業など園部高校でし
かできないことをたくさん経験でき、満足のいく3 年間を過ごすことが
できました。オーストラリアで出会ったホストファミリーとは今でも連絡
をとったり、プレゼントを送りあったりしています。　
　私は現在大学で海外留学や国際ボランティア、国連と提携したプロ
グラムに挑戦することを目標に日々勉学に励んでいます。こういったこ
とに興味を持てたのも高校の先生方のおかげです。卒業した今、園
部高校の京都国際科に入って本当に良かったと感じています。園部高
校の京都国際科はもうなくなってしまいましたが、学校全体が英語に
力を入れていたり海外と触れ合う機会が充実しているので、海外や異
文化に興味があり視野を広げたい中学生にはすごくおすすめします！

石田　あんさん
（東輝中学校出身）

関西学院大学　総合政策学部

卒業生メッセージ
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総合的な探究の時間「Global Thinking」
令和 2年度から始まった新しい探究プログラム。自分の興味や関心に合わせて社会や身の回
りの事柄にかかわる問いを立て、解決に向けて探究します。

　　　「探究」授業「Global Thinking」

基盤となる教科の授業

見
方
・
考
え
方

情 報 収 集 力

国際感覚

「問い」を立てる力

ロジカルシンキング

コミュニケーション能力

見極める力
海外研修旅行を中心に、
校外で生の情報を手に入れる

「問い」を立てるワークで
研究のテーマを設定する

PC・タブレット・書籍などを利用して、
情報収集の方法を学ぶ

連携校との交流や海外研修で、
グローバルな視野を手に入れる

論文アウトラインシートで
論理的な思考方法を学ぶ

グループワークを中心とした
学習活動をする

パフォーマンスが
学びを力に変える

伝える力

園部式「探究」授業 =Global Thinking の特徴

 アクティブラーニング
	 みんなで知恵を出し合って学習

 ルーブリックによる評価
	 園部高校で開発した独自のルーブリックで身についている力を客観的に自己評価

 プレゼンテーション
	 自分の考えや調べたことを自分の言葉で表現

グローバルシンキング

自分らしい生き方

園部式
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高校１年 高校２年 高校３年

探究基礎力育成 探究の実践

●「問い」の立て方
●_哲学対話（対話的な深め方）
●_正しい情報の集め方

Global Thinking（グローバルシンキング）

園部高校の先進的な取組

論
文
・
ポ
ス
タ
ー
作
成

発
表
に
よ
る
交
流

海
外
研
修
旅
行

自分らしさの
探究

●_国際理解
●_コミュニケーションのとり方
●_旅の仕方

●_地域散策
●_伝え方、調べ方

●_自己分析
●_進路の決め方

パフォーマンス課題
誰でもわかる、誰でもできる、誰

でも力が伸びる授業のために開発

した園部高校独自の自己

表現型学習スタイル

理科課題研究
自分たちで考えたテーマに科学的アプロ

ーチで迫る。

JST（科学技術振興機構）や国立教育政策

研究所などの先進教育研究として採択さ

れた園部高校独自の探究プログラム

Global Thinking
変化の激しい現代社会で活躍できる

「答えのない問いを見出し、解決する

力」の基礎を誰でも身に付けられる方

法で伸ばします。



　園部高校では、先生の授業を聞き、ノートを取って、考査を受け
るという形だけではない活動が多くあります。研修旅行を通して行
う論文作成がその一つです。わたしは、企業が行うプラスチックゴ
ミ削減の取組の意義について論文を作成しました。
　研修旅行前から課題を立てて、その課題についてどのように調べ
ていくかを自分で考えます。多くの情報が溢れるようになった中、ど
の情報が正しいのか、必要になるのかを自分で見極める力がつきま
した。そして、研修旅行先で見聞きしたことを通して、自分の考え
を深めていきます。それを発表した後、最後に質疑応答の時間があ
ります。台本がないので、その場で自分の知っている知識をもとに
回答する力がつきました。これらの力が、大学生になった今も生き
ています。

中村　明日美さん
（園部高等学校附属中学校出身）

関西大学政策創造学部政策学科

卒業生メッセージ

本校著書の本

課題研究の論文集

「グローバルネットワーク京都」に参加

プレゼンテーション

　「魅力あふれる高校づくり」のための取組を支援する京都府教
育員会の指定事業の一つ。産学連携プログラム等で探究的・体
験的・実践的学習に取り組むことで論理的思考力やコミュニケ
ーション能力、プレゼンテーション能力を高め、その学習成果とし
て国際社会に関する論文作成やポスターセッション等を行う。
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GA グローバルアカデミックコース
グローバルな視点を養いながら大学進学を目指すコース

※令和４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

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」 

　私が園部高校を選んでよかったと思うことは
他の学校ではできない経験をしたり、進路実現を
するうえで多くの先生方が手厚いサポートをし
てくださったことです。
　興味本位で射撃部に入部しましたが、２年生の
時に全国大会へ出場することができました。高校
生活の中で勉強やスポーツにおいては考えるこ
と、短期留学ではコミュニケーションの大切さな
ど様々な力が身についたと思います。どのような
状況下であっても、視野を広く持ち、積極的に行
動してたくさんの経験を積み、充実した高校生活
を過ごされることを願っています。

鳥渕　一彩さん
（蒲生野中学校出身）

酪農学園大学　獣医学群獣医学類

　SA コース（現 GA コースに相当）の利点は３年生になると受験に向け
た授業が多くなることだと私は思います。半ば強制的に受験勉強を開始
することになるので、意識がすぐに切り替えられなかった私にとっては
よいきっかけになりました。私は入学時から進学を考えていたので、迷
わずに SA コースを選択しました。SA コースの人にとって一番大きな選
択は文系理系の選択だと思います。私は経済系の学部に興味があったの
で、文系を選択しました。ここでミスをしたのですが私は文系だからと
いう理由で、数学の勉強を怠りました。数学がもっとできていれば選択
できる進路は倍にはなったと思います。SA コースに入るかどうかの選
択も大切ですが、自分はどんなことに興味を持っていて、その進路には
何が必要なのか、ということを考えたうえで文系理系の選択をすること
も大切です。後になって後悔のない選択をし、毎日コツコツ勉強しなが
ら充実した学校生活を送ってもらえればと思います。

林　岳斗くん
（美山中学校出身）

滋賀大学　経済学部企業経営学科

卒業生メッセージ

京都工芸繊維大学とのコラボ授業 探究的な活動を入れた授業 学習コーナーでの質問
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GC  グローバルシチズンコース
国際的な感覚を養いつつ、自分に合った授業選択で多様な進路選択ができるコース

※令和４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 国際理解 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 子どもの

発達と保育 文学国語

生活と

科学 フード
デザイン

言語と

文化
数学活用

１年

２年

３年

※ GT ＝総合的な探究の時間「Global Thinking」 

　SB コース（現 GC コースに相当）では自分が将来やりた
いことをじっくり考えて目標の達成を目指すことができま
した。園高祭や研修旅行などの学校行事でクラスメイトと
楽しみながら取り組み、成功させたのは私の一番の思い出
です。部活動では舞台の上でかっこよく舞う先輩方の姿に
憧れ、練習を続けました。仲間と息を合わせて様々な振り
付けができるようになったことは嬉しかったです。そして
憧れた先輩方と同じように舞台に立てたことは私の誇りで
す。
　このような園部高校ならではの貴重な経験はこれからも
大切にしていきたいです。

上野　望花さん
（園部中学校出身）

佛教大学　保健医療技術学部理学療法学科

　SB コース（現 GC コースに相当）では様々な方面の進路実現
に向けて、日々学習に取り組みました。園部高校ならではの行事
では、企画や構成を一から作り上げます。最初は上手くいかな
いこともありますが、みんなで一致団結し、大成功に終ったと
き、達成感は特別で、とても大切な思い出になりました。また、
他クラスや部活動の発表など、見て楽しむことができるのもひ
とつの魅力です。
　私が力を入れていた部活動では普段関わることの少ない先輩
や後輩、たくさんの仲間ができました。目標に向かってみんな
で練習を積み重ねることで自分自身の成長に繋がり、より豊か
な高校生活を送ることができました。困ったときは助け合える
友人や、頼りやすく心強い先生方に囲まれ、すごく有意義な学
校生活を園部高校で過ごしてほしいと思います。

内藤　帆南美さん
（園部中学校出身）

池坊短期大学　幼児保育学科

卒業生メッセージ

芸術探究（音楽）　ヴァイオリン演奏 芸術探究（書道）作品展示 国際理解教育（伝統文化体験　茶道）
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スクールライフ  School Life

やるぜ！ 園高の底力

１年生にとっては、最初にクラ
スで参加する行事です。これを
きっかけに友達の輪が広がり
ます。　
生徒会執行部にとっても、運営
する最初の大イベントです！

球技大会、園高生最初の大イベント！

きっとあなたにぴったりの部活
動が見つかります。

部活動

仲間づくりや学校でのルールに
ついて勉強します。

入学後すぐみんなで 1 泊研修

1 日～数週間留学生がやっ
てきます。帰国後も仲良くし
ている人たちもいますよ。

留学生が来校！

工夫して逆境に打ち勝つ！

園高生を満喫しよう！

生徒会

令和２年度、令和３年度のものを掲載しております。

10 Sonobe High School



やるぜ！ 園高の底力
設置部活動

陸上競技

男子バスケットボール

女子バスケットボール

男子バレーボール

女子バレーボール

硬式野球

サッカー

射撃

バドミントン

テニス

ソフトテニス

剣道

ホッケー

吹奏楽

美術

書道

茶道

ボランティア

吟詠剣詩舞

合唱

放送

華道

ESS

サイエンス

写真

体
育
系

文
化
系

先生との距離が近くて、質問コー
ナーでいつでも質問をすることが
できます。授業もわかりやすくな
るように工夫してくれて、すごく手
厚い対応だと思います。　

先生が近くて手厚い

パフォーマンス（１・３年）は好きなとこ
ろに座ってみんなで盛り上がります。演
劇は大学生の指導も受けられて本格的
に頑張れます。文化系部活動にとっては
晴れの舞台です！　

園高祭文化の部、大盛り上がり！

生徒会、放送部、体育系部活
動が協力しあって競技を運営し
ます。部活対抗リレーが隠れた
見所。ファイナルリレーでは声
が枯れるまで応援します！

園高祭体育の部、運営に競技に大忙し！

中庭ライブは、バンド、弾き語り、ダン
ス、落語などパフォーマンスを発表する
場です。渡り廊下や教室からたくさんの
人が盛り上げます。

中庭が僕らのステージ！

部長集合
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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

アクセス
学校説明会の予定

（R3 現在）

進路実績　令和２年度卒業生　合格者延べ数 Q&A

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）

※詳しい進路実績はホームページをご覧ください。

（　）内は延べ数のうち一貫コースの人数を表します。

ホームページ

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、一部の授業では一緒
に受ける講座があります。

Q GA コースでは部活動はできないのですか？

A_授業の時間数や終了時刻は全コース同じです。GA・
GC・一貫コースで同じようにできます。勉強と部活動
の両立を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 入学時の費用はどの程度かかりますか？

A_授業料の他に初年度は 10万円程度（制服代、教科書
代等）です。
※なお、授業料については高等学校等就学支援金制度があります。_

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。

国公立大学 .................19（12）名

京都大：１、神戸大：２、滋賀大：２、広島大：1、島根大：2

奈良教育大：１、京都府立大：3、福知山公立大：3、兵庫県立大：1

県立広島大：1、諏訪東京理科大：1

私立大学 .....................154（79）名

同志社大：15、立命館大：15、関西大：7、関西学院大：6

京都産業大：9、龍谷大：20、近畿大：3、佛教大：15、摂南大：4

京都橘大：19、同志社女子大：1、京都女子大：1、関西外大：2

京都外大：1、酪農学園大：1、中京大：2

日赤広島看護大：1　など

短期大学 .....................5（1）名

専門学校 .....................36（0）名 　※医療看護系　7名

就職 ............................6（0）名

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。

学校説明会_......7/3㊏・8/4㊌・9/18㊏・10/30㊏


