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校長 小 川 雅 史 

 世界中がインターネットで結ばれ、人や物がグローバル化し、ＡＩ（人工知能）の出現

により職業のあり方さえも大きく変わろうとしています。このような社会においてはもの

ごとを地球規模で考え、公に貢献できる真のリーダーが求められるとともに、リーダーに

はより高いレベルの知性と社会に貢献する人でありたいという高い「志」を有し、主体性

のある行動が求められます。 

 嵯峨野高校は1941年に地元京都で織物業を営んでいた矢代仁兵衛氏の篤志によって創立

されました。公立高校でありながら嵯峨野高校は矢代仁兵衛氏という創立者と「和敬清

寂」という禅の心を建学の精神として持っている希有な高等学校です。建学から77年経っ

た今日、人としてどう生きるのかが改めて問われる時代にあって、嵯峨野高校ではこの建

学の精神を大切にしています。  

 嵯峨野高校での３年間をともに過ごす仲間同士が切磋琢磨し、そして互いに敬い合うためには、「あなた自身」のど

のような言動や行動によって仲間たちの心が開き、学びが始まり、成長が開始し、勇気づけられるのか、そして傷つけ

られるのかを知っていなければなりません（和敬）。それを知るためには常に「『私』には何が足りないのか。『私』

は何を知っていて、そして何を知らないのか。」を問い続けなければなりません（自彊）。そうした「仲間への気くば

り」と「自分自身を深く見つめること」の延長において、自分がどのようなルールの中で生きているのかを知ることが

できます。そのルールを知って初めて最大限の自由を謳歌できるのです。「常識」を学ぶことではじめて「常識を越え

る」ことができる。「世界を知り、そして世界に飛び立ち、そして世界を変えること」ができるのです（飛翔）。 

嵯峨野高校がみなさんに望むこと  それは 

【和敬】 和をもって互いに敬うこと 

【自彊】 自ら努めて励むこと 

【飛翔】 新たな世界に飛び立つこと 

この校是にすべて含まれています。 
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「常識」を学び、そして「常識を越える」力をはぐくむ 

「志」をもった「主体的」な生き方 

 嵯峨野高校の平素の授業では「良く観て」「良く考え」「自ら述べる」ことを大切にし、全員が行うラボ活動では「探

究する力」「チャレンジする力」「コミュニケーションする力」等を身につけます。単に学習成績を向上させるという狭

い学力ではなく、自ら学ぶ姿勢やより高みに挑戦する意欲や行動も含めた、広い学力の向上を目指しています。同時に、

部活動や特別活動にも励み、人としての深み、利他の心や情操を養うとともに、海外留学やコンテスト等への挑戦などに

も主体的に取り組んでいます。 

 嵯峨野高校の教育を支えるものは、身の回りに起こる出来事を自分ごととしてとらえることのできる嵯峨野高生の意識

の高さとともに、教職員の熱意、保護者の皆様の御理解、ＳＳＨやＳＧＨ（＊）等による文部科学省や京都府からの支援が

あります。国連機関からユネスコスクールとして指定され、持続可能な社会の構築のための教育にも力を入れるとともに、

積極的に海外(シンガポール、アメリカ・フロリダ等)の高校との相互交流を図っています。さらに、嵯峨野高生は自分と

「志」を同じくする仲間がいることが何にもまして大きな励みとなっています。自分一人では無理なことも、仲間の存在

がそれを可能にしてくれます。嵯峨野高生は仲間とともに「挑戦」する気風を大切にしています。ありのままの自分を大

切にし、様々なことに精魂込めて打ち込むことの素晴らしさを実感しつつ、時に悩みながらも仲間の姿に自分を映し、仲

間に支えられ仲間を敬い、人の役に立つ人間になりたいという思いで学校生活を送っています。 

 高い空とそこに浮かぶ雲のことを青雲といい、どこまで行っても到達することができず、手が届かないのですが、それ

でもその雲を目指してあくまでも努力の歩みを続けることを「青雲の志」といいます。私利私欲ではない「志」をもち、

自ら苦労を厭わず、日々の小さな成長に感動する生徒の「青雲の志」をこれからも大切に育てて参ります。予測可能な未

来をしっかりとらえることとともに、「ありたい未来を自ら描いて、それを自ら実現していく」ということを大切にした

教育を今後も実践して参ります。 

＊ＳＳＨ：スーパーサイエンスハイスクール ＳＧＨ：スーパーグローバルハイスクール 



「君」にしかできないことが「ここ」にある 

 嵯峨野高校での３年間で皆さんは本当に多くのことを経験します。「桜舞う入学式」「真剣勝負の日々の授業」「仲

間と共に喜怒哀楽を分かち合う部活動」「歓喜の文化祭」「全力疾走の体育祭」「新しい『自分』と出会うシンガポー

ル研修旅行」「あふれる感謝と涙の卒業式」…。あらゆる言葉、出会い、出来事は「学び」の可能性を秘めた種です。

その「学び」のために最も必要なものは、『私のしたいことはここにある』という思いです。その「思い」は学ぶすべ

ての事柄に対して「これは『私』にしか学べなかったことだ」という「確信」につながります。その「確信」こそが、

この嵯峨野高校に「あなた自身」がいなければならなかった理由を形成してくれるのです。 

 「私には成さなければいけないことがここにある」という「使命感」、そしてそれを成すために「私は成長しなけれ

ばならない」という「切迫感」、それが人を「大人」へと導いてくれます。「学び」というのはそのようにダイナミッ

クに構成されているのです。だからこそ、中学生のみなさんに嵯峨野高校で学びたいと強く思ってほしい、そのために

嵯峨野高校のことをもっと知ってほしい、そう考えています。 

中学生のみなさん、本校の門をくぐった時から 

もうみなさんは「新たな『知』」の担い手です。 

「君」にしかできないことが「ここ」にある。 

「君」だからできることが「嵯峨野」にある。 

嵯峨野高校でみなさんにお会いできることを 

心待ちにしています。 

「秩序と調和をもつ世界＝COSMOS」を探究し、 
             新たな『知』の創造へ 

 現代においてはグローバル社会のリーダーとして社会貢献できる人が求められています。では「リーダー」として必

要な資質、能力とは何でしょうか。逆説的ですが、それは「リーダーを支える能力」ではないでしょうか。人は誰でも

はじめは「リーダー」を支えることから始まります。共同体の中で、その一員として「他者を思いやり」「自分の至ら

ないところを修正し」「目の前にある物事を自らがしなければならないものとして引き受ける」。それができるように

なってはじめて、その共同体には「何が足りないのか」「自分が果たすべきことは何なのか」が見えてくる。そうした

「『自分自身』『仲間』『共同体』の立ち位置」が見えたとき、初めてあなたは「リーダー」として共同体に貢献でき

るようになっていきます。 

 そして「リーダー」として「秩序と調和をもつ世界＝COSMOS」を探究しはじめ、あなた１人では決してできなかった

ことができるようになったとき、そこに今まで存在しなかった新たな「知」が生まれ、その「知」が次世代の

「COSMOS」の探究へのバトンとなります。 

 これから嵯峨野高校で学ぶ皆さんが「地に足がつき身の丈にあった穏やかな誇り」を身につけ、「人々が自己実現で

きる、平和で幸福な社会の担い手」となり、「学芸の成果の集積を人類の財産にできる、創造性を発揮する人材」とし

て「秩序と調和を持つ世界」を育む人へと成長をとげることこそ、嵯峨野高校の願いです。 
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 嵯峨野高校の教育 
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授業・探究活動で学問を追究 

ＳＳＨ・ＳＧＨの幅広い取組 

京
都
こ
す
も
す
科 

 
 
 

   ※３年間一貫の理数教育を行うコース  
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京都こすもす科に 
準じた教育内容 

普
通
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文理共通のカリキュラム 

自然科学系統[理系] 

人間科学系統[文系] 

校是 

豊かな人間性を育む学校行事 

部活動や生徒会での主体的活動 

高い進路目標に向けて挑戦 

世界に視野を広げる海外交流  

飛翔 
 

新たな世界に 
飛び立つこと 

ひ   しょう 

和敬 
 

和をもって 
互いに敬うこと 

自彊 
 

自ら努めて 
励むこと 

わ   け  い 

じ   き ょ う 

２年 ３年 

自然科学系統[理系] 

人間科学コース[文系] 

自然科学コース[理系] 

校是である「和敬」・「自彊」・「飛翔」を教育の柱に据え、志をもって人生を主体的に生きる生徒を育て、 
国際社会のさまざまな分野でリーダーとして貢献できる人材を育成します。 



嵯峨野生の一日 
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嵯峨野高校は 
 自分の「やりたい」が叶う学校 

平成29年度卒業生   藤原 彪人 
京都こすもす科共修コース人間科学系統卒業 
京都大学経済学部進学 
京都市立洛西中学校出身 

個性的な生徒・先生方と 
 高校生活を楽しみませんか 

２年 佐山 葉 
京都こすもす科専修コース 
京都市立双ヶ丘中学校出身 

 嵯峨野高校には様々な特色があり、スーパーサイエンスラボはそ
の一つです。私はラボのなかでも校有林調査ラボに所属しており、
現在校有林の地図の作成や、登山道の設置を研究課題として進めて
います。ラボ活動の特徴は、自ら課題を設定し、自ら解決法を模索
することです。受験のための勉強ではなく、答えの無い問いを試行
錯誤しながら解き明かしていく、そういった魅力があり、とてもや
りがいがあります。大学での探究活動に繋がる実践的な活動です。 
 また、部活動が活発なことも特徴です。兼部している人も多く、
私もワンダーフォーゲル部とサイエンス部を兼部しています。どち
らも野外活動が多く、自然と触れ合う生活をしています。勉強と部
活動の両立は大変ですが、友達や先輩、先生方に助けてもらいつつ、
予習復習を頑張っています。 
 最後に、嵯峨野高校の一番の魅力は、生徒や先生方がみんな個性
的だということです。クラスには色々な性格の人がおり、みんなで
切磋琢磨しています。先生方も熱心な方ばかりで、分からないこと
があれば親身になって教えてくださいます。 
 嵯峨野高校では、刺激的で充実した高校生活が送れること間違い
なしです。皆さんも一緒に高校生活を楽しみませんか？ 

8：15 登校 いつも授業は真剣勝負 8：50 １限 

10：50 ３限 
コンピュータで 
  プレゼン資料作成 

12：40 昼休み 
教室や食堂でランチタイム 

13：25 ５限 

15：25 ７限 
ラボの時間は大学の先生と 

校時表 
SHR 
１限 
２限 
３限 
４限 
昼休み 
５限 
６限 
７限 
掃除 
８限 

18：45 下校 

 嵯峨野高校は、自分の「やりたい」が叶う学校だと思います。私は、嵯
峨野高校での３年間、生徒会長や体育祭の団長、水泳部の副部長など、
様々なことに挑戦してきました。これだけのことができたのは自分にそれ
だけの器量があったからではありません。嵯峨野高校が生徒の積極的行為
を支持し、かつ、充実した授業で効率良く学習ができ、他の活動に手が回
るようにしてくれていたからです。嵯峨野高校の授業は３年間を通して必
要な技能が身につくように緻密にカリキュラムが組まれており、私は塾に
行かず学校の授業だけで希望進路を実現することが出来ました。もちろん、
学校で指示された勉強をするだけではなく、「自分で考える」ことも必要
だと思います。嵯峨野高校は勉強ばかりなのかと不安になるかと思います
が、そんなことはありません。皆引退する最後の最後まで部活動に全力で
取り組みますし、とこのは祭にかける思いは壮絶なもので、私も含め多く
の人が感動や悔しさで涙を流しました。嵯峨野高校では、学習と青春が両
立できます。それはそこに通う人が、他人の努力を尊重できる人で、他人
と喜びを分かち合える素直な人達ばかりだからです。私はこの学校で一生
繋がっていたい仲間を見つけました。皆さんもぜひそんな仲間を探しに嵯
峨野高校を選んでみてはいかがでしょうか。 

 8：35 
 8：50 
 9：50 
10：50 
11：50 
12：40 
13：25 
14：25 
15：25 
16：20 
 16：40 

～ 
 ～ 
 ～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
～ 
 ～ 

 8：45 
 9：40 

 10：40 
11：40 
12：40 
13：20 
14：15 
15：15 
16：15 
16：30 

 

自分で書いてみることが大事 

17：00 放課後 
部活動・補習・自習、 
    それぞれの目標に向かって頑張っています 

図書室で本を探す姿も 



専修コース 自然科学系統 

カリキュラム （予定） 

◆３年間一貫の理数コースで、理数の専門教育を入学時から段階的・継続的に受けることができます。また、
ＳＳＨ重点枠指定校ならではの取組により、科学的能力や科学的思考力、国際性を高めます。 

◆理学、工学、農学、医・歯・薬学系をはじめ、地球環境や生命科学、数理情報科学など、新しい学問分野
へつながる学習をします。実験・実習、観察などを通して論理的思考力と科学的実践力を育みます。 

◆スーパーサイエンスラボを通して、大学での学問研究の基礎・土台を築くとともに、卒業後進む方向性につ
いてじっくり考えることができます。 

◆スーパーサイエンスラボを中心に京都大学・京都工芸繊維大学などの大学・研究機関と連携しながら３年
間継続して探究活動を行うなかで、自然科学分野の高い専門性を身につけます。 

SE：サイエンス英語 SSL：スーパーサイエンスラボ HR：ホームルーム  ：総合的な学習の時間 

京都こすもす科（専修コース） 

３年間一貫の理数コースのため、１年次から理数系の専門教科を学ぶことができます。 
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 嵯峨野高校に来て僕が一番感じていることは、志の高い仲間が多くい
ることです。クラスメイトはみな良きライバルであると同時に、互いに
教え合う最高の仲間でもあります。そして、どの生徒も各々の長所を活
かし充実した学校生活を送っています。 
 嵯峨野高校の最大の魅力は生徒が自立して学習できることです。休日
などに補習がないので自発的に学習することができますし、授業のペー
スは速いですが、その分隙間時間を有効活用する力を身につけることも
できます。京都こすもす科専修コースでは、ＳＳＬという授業で自ら課
題を見つけ解決するという、生徒主体でそして生徒の考えが尊重される
学習ができます。この授業では知識だけでなく考えをまとめたり人に伝
えたりと社会で求められる力を培うことができます。 
 僕は陸上部に所属し部長として毎日の部活動を行っています。嵯峨野
高校では部活動に加入している人が多く、みな学習との両立をしている
ので、部活に入るから勉強がおろそかになるという心配はいりません。
また、嵯峨野高校は海外交流もさかんで、僕自身も高校二年生の夏にイ
ギリス留学に行きました。普段の授業でも海外の高校生と交流する機会
が多くあります。このように、自分のしたいことをすることができるこ
とも魅力の一つです。 
 嵯峨野高校に入れば、充実した３年間を送れることを保証します。ぜ
ひ、自由に自ら学習し、自分のしたいことをすることができる嵯峨野高
校で楽しく有意義な高校生活を過ごしましょう。 

ＳＳＬでは社会で求められる 
    力を培うことができます 

３年 治郎島 慶怜 
京都こすもす科専修コース 
京都市立京都御池中学校出身 

 私が嵯峨野高校で３年間過ごして本当に良かったことは、たくさ
んの「出会い」があったことです。 
 １つ目は先生や友達との出会いです。私の周りには私を信じて背
中を押して下さる先生や、互いを高め合える友達がたくさんいまし
た。昼休みも自習室に行って勉強したり、様々なことに探究心を持
ちながら学習と向き合っていたりする友達を見て常に刺激を受け、
自分自身を高めることが出来たと思います。 
 ２つ目は外国の方々との出会いです。海外での研修は異文化間の
価値観の違いを自分の肌で感じることができ、自分の英語の運用能
力を試す機会にもなりました。海外研修で現地の高校生と交流をし
て、世界観も大きく変わりました。今もその交流はメールなどで続
けており、日々その交流から新しく学ぶことがあります。 
 ３つ目は学問との出会いです。サイエンス英語やスーパーサイエ
ンスラボなどの授業、またサイエンスレクチャー、サイエンスフェ
スタの参加など、嵯峨野高校の授業は大学受験だけでなく、その先
を見据えたカリキュラムであり、科学に対する興味をより大きくす
るものになっていると思います。 
 私は嵯峨野高校での多くの出会いを通して色々な面で成長できた
と思います。みなさんもぜひ嵯峨野高校に来てたくさんの出会いを
見つけてください！！ 

平成29年度卒業生 長澤 舞奈 
京都こすもす科専修コース卒業 
京都大学工学部進学 
宇治市立宇治中学校出身 

たくさんの「出会い」 
      がある嵯峨野高校 
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京都こすもす科（専修コース） 

◆平成２９～３３年度第２期指定SSH（スーパーサイエンスハイスクール） 

社会貢献の意識を持ち、国際舞台で創造的リーダーシップを発揮できる研究者を育成します 

◎理数理科 

◎スーパーサイエンスラボ（SSL） 

◎サイエンス英語 

◎ロジカルサイエンス 

批判的言語運用能力と表現力 

社会貢献･リーダーシップ 

◎サイエンスレクチャー 

◎サイエンスフィールドワーク 

研究者としての資質 

 本校教員、ＡＬＴとともにオールイングリッシュで科学について学んだり、ＩＣＴを用いた実習を
行ったりします。また、海外の生徒と共に実験を行い、英語でディスカッションをする力、プレゼ
ンテーションをする力を養います。様々な活動を通して、将来研究者として活躍するうえで必要
な英語運用能力を身につけます。 

 論理的思考力を支える言語運用能力を伸ばします。既成の知識や理論・常識を鵜呑みにす
るのではなく、批判的に読んだり考えたりすることを通して、問題解決能力を育てます。 

 大学や企業の研究所や施設を訪問し、最先端の科学や技術につ
いて実験・実習、講義、見学を行います。 

 ３年間かけて行う探究活動です。１年次は論理的思考力の育成（ロジカルサイエンス）と、取
り組む研究テーマや仮説の設定を行います。２年次にはクラスの枠を超えた少人数の研究集
団（ラボ）で実際に研究を進めます。３年次には研究内容をまとめて論文を書いたり、ポスター
やスライドを用いて発表したりするなど、段階を経て探究活動を進めていきます。 
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研究テーマ例 
「炭酸水中での音の伝わり方」「水力発電における水車形状と起電力の関係について」 
「土壌侵食と雨滴強度」「校有林への動物侵入の影響」「蜃気楼の再現」 
「公共交通機関と人口推移の相関」「アルコール vs 食塩～水をめぐる闘い」 

 大学、研究所、博物館、民間企業などで活躍されている研究者を
本校にお招きし、最先端の研究内容だけでなく、研究者としての在り
方や生き方、使命感、倫理観などについてもお話をいただきます。生
徒の興味関心のある分野だけではなく、様々な分野の研究や学問に
触れることを通して、進路開拓の可能性を広げることや、卒業後の進
路計画にもつながります。 

 物理、化学、生物、地学の各領域別のアプローチに加えて、自然現象を物理、化学、生物、
地学の横断的な観点から多面的な視点で捉え、基本的な概念や原理･法則への見解を深める
学習を行います。また、その内容をＳＳＬⅠにおける課題設定や２年次のＳＳＬⅡの課題探究
活動につなげ、ラボ活動を充実させます。 

◎他校生との合同研究や成果の発信 

 京都府下の高校生と合同研究発表会を行い、スーパーサイエンス
ラボの成果やサイエンス部の成果を発表します。また、小中学生向
けのワークショップを開催し、子どもたちに科学の面白さを伝えます。 

◎海外の高校とのワークショップ 

 シンガポールの理数系トップ校と相互訪問（１年次11月本校、１月
シンガポール、２年次８月シンガポール）し、ワークショップや共同研
究を行います。平成30年度からはカナダのコンパニョン校を訪れ、森
林に関する研究交流を行います。 

 嵯峨野高校の自然科学系統では専門科目に特化したカリ
キュラム編成やサイエンスラボ、サイエンスフィールドワー
ク、サイエンスレクチャーといった専門分野に対する関心が
さらに伸ばせる教育環境が整っていると思います。 
 中でもサイエンスラボでは、自分たちで研究テーマや研究
計画を自由に決められるようになっており、普段の授業の中
では絶対に経験できない貴重な機会となりました。私は酵母
菌を用いた実験をしていましたが、実験がうまくいかなくて
も試行錯誤を繰り返し、自分たちで問題を解決していくこと
にはとてもやりがいを感じました。そしてこういった経験は、
今の私の大学院での研究活動にも大きく役立っています。 
 現在、私は大学院で地学を専攻しており、生命の起源とそ
の進化を探る研究をしています。数十億年前の岩石から生命
の痕跡を見つけることはとても難しく、柔軟な発想や新しい
手法が求められていきますが、高校時代のサイエンスラボで
のさまざまな経験が、今の私の新たなチャレンジを後押しし
てくれています。 
 嵯峨野高校で過ごした特別な三年間は、確実に今の私の研
究活動の糧となっていると思います。ぜひみなさんも嵯峨野
高校に入学して、有意義な高校生活を送ってください。 

平成25年度卒業生 大里 武   

京都こすもす科自然科学系統卒業
東北大学大学院理学研究科 
久御山町立久御山中学校出身 

サイエンスラボの経験が 
 大学院での研究活動に 
  大きく役立っています 



カリキュラム （予定） 

■１年次は文理共通のカリキュラムのもとで、自然科学、人文・社会科学、国際文化に共通する教養教育を
受けながら、幅広い知識と科学的なものの見方・考え方を身につけ、自己の適性や能力に応じた進路を
じっくり選択できるコースです。 

■２年次から「自然科学系統」と「人間科学系統」に分かれ、それぞれの専門性を生かした授業展開のもとに
質の高い学力を養成します。 

■海外の高校生との交流の機会も多く、高いレベルでの英語力を身につけることができます。 

１年次に国語・数学・英語を重点的に学習するなかでしっかりとした土台を築き、２年次から自然科学系統では
理系の、人間科学系統では文系の高度な専門教育を受けることができます。 

共修コース 自然科学系統・人間科学系統 

GI：グローバルインタラクション LS：ロジカルサイエンス HR：ホームルーム  ：総合的な学習の時間 [領域B]における選択は、[領域A]と異なる科目とする。  

京都こすもす科（共修コース） 

自然科学系統 
 自然科学を系統的に深く学び、科学的、数学的に考察し表現する能力や態度を育て、グローバル社
会にふさわしい知性、豊かな感性や国際性を身につけたリーダーを育てます。理系科目をより多く、よ
り深く学び、医学、薬学、理学、工学、農学、生命科学などの学問分野へつながる学習をします。 

人間科学系統 
 人文・社会科学、国際文化の領域を深く学び、幅広い学問的素養を養います。言語力や思考力を育
み、グローバル社会にふさわしい知性、豊かな感性や国際性を身につけたリーダーを育てます。また、
グローバルなものの見方・考え方を身につけるともに、実践的な英語運用能力を育成します。 
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 僕が嵯峨野高校に入って感じていることは「幸せな忙しさ」です。 
 嵯峨野高校の授業はスピードが速く、さらに小テストに向けた勉強、
課題や予習・復習などやるべきことは山ほどあります。さらに部活動
まであれば、かなり忙しいと感じると思います。僕自身は家が遠いこ
ともあり、部活動がある日は家に着くのが遅くなることもあります。  
 それでも、なぜ僕がそんな日常を幸せだと感じるかというと、それ
はやはり友達の存在だと思います。なんでも相談できる、なんでも一
緒に楽しめる、なんでも一緒に頑張れる、そんなかけがえのない仲間
がいるからです。例えば、部活動では、サッカー部の個性豊かな仲間
達と、どうしたらより強くなれるのか真剣に語り合っています。また、
１年時のシンガポールでの研修旅行では、クラスの仲間と協力して市
内フィールドワークを行い、一生忘れることのない思い出となりまし
た。 
 このように、嵯峨野での生活は実際忙しく大変ですが、それ以上に
楽しいと思うことばかりです。みなさんも嵯峨野高校で「幸せな忙し
さ」を感じてみませんか。 

嵯峨野高校で 
「幸せな忙しさ」を感じています 

２年 北村 柊真 
京都こすもす科共修コース人間科学系統 
木津川市立木津南中学校出身 

 私が嵯峨野高校を選んだ理由は、以前通っていた兄を見て、勉強だ
けでなく部活や行事なども楽しめる学校だと思ったからです。実際３
年間通って、本当に充実した時間を過ごせました。 
 その理由の１つは、友達や先生に恵まれていたことだと思います。
嵯峨野には色々な生徒がいて性格もバラバラでおもしろかったし、ど
んな人もお互いに認め合って受け入れてくれる人が多かったです。ま
た、先生方には、特に受験前など勉強面でも生活面でもたくさん支え
てもらいました。 
 もう１つの理由は、アカデミックラボです。私は源氏物語と京漬物
の文化を共に広めて京都の発展につなげるというテーマで、実際に京
漬物を販売されている会社に行ってプレゼンをさせていただきました。
会議に参加できたことで普段知ることのない裏側を見られて、嵯峨野
高校にいたからこそできた貴重な経験だったと思います。 
 嵯峨野で出会った友達や貴重な経験は、これからもずっと残る大切
なものだと思います。ぜひ嵯峨野高校で充実した３年間を送ってくだ
さい。 

平成29年度卒業生 島田 美緒 
京都こすもす科共修コース自然科学系統卒業 
京都大学薬学部進学 
京都市立大原野中学校出身 

貴重な経験ができた 
     アカデミックラボ 
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京都こすもす科（共修コース）･普通科 

◆平成２６～３０年度指定SGH（スーパーグローバルハイスクール） 

地域連携・海外コラボ型「京都グローバルスタディーズ (KGS)」によるリーダー育成を目指します 

ＫＧＳⅠ １年次 
◎グローバルインタラクション（ＧＩ） 

 英語によるポスターセッションや、スライドプレゼンテーション、Show&Tell、Conversation Test 
等のコミュニケーションタスクを活用しながら、英語・異文化コミュニケーション能力の基礎を育
成します。ＡＬＴや外国人留学生のティーチングアシスタント（ＴＡ）を交えて実践力を養い、本校
を訪問した海外交流校の生徒たちともコミュニケーションをとることで、シンガポール研修旅行で
の交流に向けてモチベーションを上げていきます。 

◎情報の科学 

  ＩＣＴ関連の技術・手法と課題探究の基礎を学び、２年次に行う「アカデミックラボ」の課題研究
に備えます。 

◎ロジカルサイエンス（ＳＳＨ指定科目） 

  言語運用能力を支える論理的思考・表現力を養成します。既成の知識や理論・常識を批判的
に検討し、問題の発見と解決を図る力を育てます。また、プレゼンテーション能力の向上も目指
します。 

ＫＧＳⅡ ２年次 
◎アカデミックラボ 

 人文科学、社会科学、国際関係・英語、自然科学の４つの領域から興味関心に応じて希望
するラボを選択します。現在17のラボが開講されており、生徒自身が課題を設定し、その課題
の解決を目指して探究活動を行います。その成果についてはポスター発表したり、論文にまと
めたりします。次世代のグローバルリーダーに求められる「課題設定・解決力」「地球規模で考
える力」等を探究活動を通して育成します。 

Ｈ30年度開講ラボ 
①人文科学（京・平安文化論、日本文学から見る近・現代、 
                         躍動する時代ｰ中・近世ｰの文芸、京の文化財） 
②社会科学（法学ラボ、ソーシャルビジネスラボ） 
③国際関係・英語（国際関係ラボ、グローバル環境、Global Issues） 
④自然科学（数学活用ラボＡ、数学活用ラボＢ、理科ラボＡ、理科ラボＢ、理科ラボＣ、 
                            京の食文化、芸術工学、地域とスポーツ） 

ＫＧＳⅢ ３年次 

◎課題錬成 

 アカデミックラボで行った課題研究の内容を英語でまとめ、「英語による課題研究発表会 
- SAGANO GLOBAL PRESENTATION - 」で、口頭発表・質疑応答を行います。 

地域連携 海外コラボ 
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  アメリカフロリダ州ジュピター高校への
短期生徒派遣及び受け入れを行っていま
す。また、シンガポールのハイシンカトリッ
クスクール、イーシュンタウンセカンダリー
スクールとは相互交流を行って、交流を深
めています。夏季休業中には、アメリカ
ハーバード大学等の学生（HLAB）とのコラ
ボレーションワークショップを行い、世界に
視野を広げます。 

  アカデミックラボにおいて、京都大学や
大阪大学、立命館大学等の大学、京都弁
護士事務所や日本政策金融公庫、嵐山保
勝会などの関係機関と連携し研究を進め
ています。また、グローバルインタラクショ
ン等英語の授業や各種行事において、京
都の大学で学ぶ外国人留学生をTAとして
迎え入れ、生徒の活動を支援していただ
いています。 



教育内容は京都こすもす科共修コースに準じています。１年次は文理共通のカリキュラムのもとで、自然
科学、人文・社会科学、国際文化について幅広い知識と科学的なものの見方・考え方を身につけます。２年
次から自己の適性や能力に応じて「自然科学コース」と「人間科学コース」に分かれて学習します。 

■自然科学について深く学び、科学的・
数学的に考察し表現する能力や態度
を育てます。 

自然科学コース 
■人文・社会科学、国際文化について深

く学び、幅広い学問的素養を養います。 

人間科学コース 

京都こすもす科共修コースに準じた構成になっており、３年間で高度な学力を身につけることができます。１年次には
国語・数学・英語を重点的に学習するなかでしっかりとした土台を築くとともに、将来の方向性についてじっくり考えること
ができます。２年次から自然科学コースでは理系の、人間科学コースでは文系の高度な教育を受けることができます。 

普通科 共修 

カリキュラム （予定） 

普通科 
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 嵯峨野高校の魅力の一つは、学習環境が整っているということです。
毎日のハイレベルな授業に加えて、放課後にはセンター対策や志望校別
の講座が、長期休暇中には補習が開講されます。質問があれば、職員室
前のスペースで先生にわかるまで対応してもらえます。このような万全
の受験対策のおかげで、私は、塾や予備校に通わずに、志望校に合格す
ることができました。周囲の友達の影響も大きかったです。時には教え
あい、時には模擬試験のライバルとして、お互いに切磋琢磨して高めあ
いました。友達が頑張っている姿に刺激され、最後まで受験勉強をやり
遂げることができました。  
 受験対策以外では、アカデミックラボが印象に残っています。授業で
学んだことを生かし、課題設定から問題解決に至るまでを生徒だけで行
いました。他にも、シンガポールへの研修旅行、海外の提携校生徒の来
校など、生きた英語に触れる機会も多数あります。このように、単に受
験のための勉強だけではなく、それを使える機会が多いのも嵯峨野高校
の魅力だと思います。  
 私は嵯峨野高校で「学びの楽しさ」を知ることができました。皆さん
も、嵯峨野高校で真の学びを得てみませんか。 

「学びの楽しさ」を 
     知ることができました 

平成29年度卒業生 北川 周歩 
普通科自然科学コース卒業 
大阪大学工学部進学 
京都市立蜂ヶ岡中学校出身 

35

数
学
Ⅱ

保
健

L
S

H
R

(1) (1) (1) (1)

保
健

H
R

(1) (1)

保
健

H
R

(1) (1)

(1)

H
R

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

コミュニケーション
英語Ⅲ

課題
錬成

(2) (3) (2) (2) (5)

化学
物理
生物

(5) (2)

自然科学
現代文

B
古典B 地理B

世界史
A

数学Ⅲ
数学
特論

体育

課題
錬成

H
R

倫理
(2)

政治・
経済(2)

発展地学
(2)(5) (2) (3)

世界史B
日本史B

[領域B]　（4） 数学研究
発展
生物

発展化学
(2) 体育

コミュニケーション
英語Ⅲ

3

人間科学
現代文

B
古典B

国語
特論

世界史B
日本史B

(2) (3) (2) [領域A]　　(4)

化学
物理
生物

体育
コミュニケーション

英語Ⅱ

(2) (2) (2) (3) (3) (2)(2) (3) (3) (3)

数学B
化学
基礎

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

自然科学
現代文

B
古典B 地理B 数学Ⅱ 数学Ⅲ

アカデ
ミック
ラボ

(2)

(2)

英語
表現

(4) (2)

(3) (3) (4) (4) (4)

数学Ⅱ 数学B
化学基礎
地学基礎 体育

コミュニケーション
英語Ⅱ

英語
表現

(5) (2) (2) (2)

2

人間科学
現代文B 古典B 世界史B 日本史B

家庭
基礎

情報の
科学

(5) (2) (3) (2) (2) (2) (2) (2)

物理
基礎

生物
基礎

体育
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
工芸Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

GI
1

人間科学
自然科学

国語総合
現代
社会

数学Ⅰ 数学A

20 25 30年次
コース
系   統

単位数 5 10 15

３年 片淵 友美 
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 私が嵯峨野高校を志望した理由は、自分の将来の夢を広げるため
にも様々なことに挑戦できる環境で高校生活を送りたいと思ったか
らです。入学してみると、とても充実していて私に最適の学校でし
た。 
 しばらく慣れるまでは通学が大変で、部活と勉強の両立が難し
かったのですが、周りの友達が頑張っている姿を見ると自分も頑張
れました。皆、予習・授業・復習のサイクルを身につけて努力して
います。授業は高度で、学ぶ意欲さえあれば、得られるものは大き
いです。先生方はとても親身で、分からない部分を丁寧に教えてく
ださったり、勉強を進めていく方向性についてアドバイスしてくだ
さったりします。また、嵯峨野高校では海外留学やラボ活動など
様々なことに挑戦できる機会が多くあります。シンガポール研修旅
行では海外の方と交流し、異文化に触れられて、非常に良い経験と
なりました。 
 高校生活を謳歌したいと思っている中学生のみなさん、嵯峨野高
校はあなたの将来の夢や目標に一歩近づける環境が整っています。
是非、楽しい毎日を嵯峨野高校で過ごしてください。 

様々なことに 
    挑戦できる環境です 

GI：グローバルインタラクション LS：ロジカルサイエンス HR：ホームルーム  ：総合的な学習の時間 [領域B]における選択は、[領域A]と異なる科目とする。  



嵯峨野高校の豊かな学び 

サマーセミナー 
  １年次の夏休みに行われる行事で、「人文科学フィールドワーク」「社会科学フィールドワーク」「自然科学フィールドワーク」
「英語集中合宿」から各自の興味関心に応じて選択します。 

◎人文科学フィールドワーク 

◎社会科学フィールドワーク 

 茶道や狂言といった日本の伝統文化について講義を受けたり、実際に体験したりします。
自国の伝統文化やそれが育まれた歴史について理解を深めることで、グローバル化が進む
社会で求められる、広い視野や、異文化を理解しそれを尊重する態度、異なる文化を持った
人々と共に生きていく態度などを育成します。 

 京都地方裁判所を訪問し法廷見学や裁判員裁判体験をします。また、グループに分かれ、
弁護士との懇談・事務所見学なども行います。弁護士の仕事内容ややりがい、弁護士になる
までの過程などインタビュー形式で直接話を聞くことで、職業に対する意識を高めていきます。 

◎自然科学フィールドワーク 

◎英語集中合宿 

 京都大学をはじめとする各大学の研究室や、施設を訪問します。研究施設を見学したり、
講義を受けたりする中で、最先端の科学や技術についての理解を深め、研究者や開発者と
しての将来の自分を、具体的にイメージしていきます。 

 日本語の使用は禁止し、英語のみで１泊２日を過ごします。「聞く」「話す」「読む」「書く」の４
技能を本校独自のプログラムの中で集中的に鍛えていきます。話す言葉も聞く言葉も英語の
みという環境に身を置く中で、英語に対する抵抗感が薄れていき、自然と英語が出てくるよう
になります。これまでの自身の英語学習を振り返り、今後の英語学習に対する意識を高める
きっかけになります。 

国際交流・海外留学 
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海外の同世代の若者との 
 交流が良い刺激となりました 

平成29年度卒業生 神矢 良樹 
京都こすもす科専修コース卒業 
神戸大学農学部進学 
向日市立寺戸中学校出身 

レクチャーシリーズ 
 多彩な講師を学外から迎え、先端研究や学問に対する知識を深化させるとともに社会貢献
の精神を育みます。大学や企業で活躍される講師の先生方のレクチャーは「本物の学問」に
触れる貴重な機会であり、将来自分が進む方向性について考える良いきっかけになります。 

 私が思う嵯峨野の良いところは、自分を成長させる・新しい自分
を見つけられる環境が整っていることです。 
 その一つが、ラボ活動です。専門的な知識を持った先生方がいて、
充実した設備が備わっている嵯峨野高校では、レベルの高い研究を
行えます。このラボ活動を通して、自分の探究心を深め、新たな発
見をすることができます。実際に僕が進路を決めたのにはラボ活動
が大きく影響しています。 
 もう一つは国際交流です。嵯峨野高校では主にシンガポールの学
生と交流する機会が多数あります。英語でコミュニケーションを取
る力や異文化理解を深めるだけでなく、友達を作ることも出来ます。
私自身、夏休みに行われた研修に参加して、シンガポール人の友達
が出来、今でもやり取りをしています。実際に海外へ行くことや、
海外の同世代の若者との交流を通して良い刺激を受け、とても視野
が広くなりました。 
 これらのことは、ほんの一例にすぎません。人それぞれ、感じる
嵯峨野高校の良さは違うと思いますが、３年間を通して必ず自分を
成長させてくれます。皆さんも未来へ歩みだす一歩を、嵯峨野高校
で踏み出してみませんか。 

世界とつながる「ユネスコスクール」 

 本校は、パリのユネスコ本部から「ユネスコスクール」に
認定されています。加盟している世界182か国、約10,000
の学校とつながり、持続可能な社会の発展のための国際
教育をし、さらに実践的な英語力と豊かな国際性の育成を
図っていきたいと考えます。 

 本校では、多くの国際交流・海外留学のチャンスがあります。  
 平成29年度はシンガポール・韓国・台湾から６校の来校があ
り、英語の授業を中心に合同授業を行いました。また、研修旅
行ではシンガポールの４校を訪問し、学校交流を行いました。
また、SSH・SGH事業の一環としてシンガポール・アメリカ・カナ
ダで16名が海外短期研修をするとともに、府のグローバル
チャレンジ事業として、イギリスのエディンバラや、オーストラリ
アのアデレード等への短期留学に20名の生徒が挑戦しました。
さらに、府立高校海外サテライト校事業の一環で、アメリカとカ
ナダに８月から12月にかけてそれぞれ１名の生徒が中期留学
に参加しました。 



   嵯峨野高校では様々な行事・取組を実施しています。その中には嵯峨野高校でしか体験できないような活動も数多くあり
ます。行事に対して積極的に取り組む。リーダーとして行事を運営する。高みを目指してハイレベルな取組にチャレンジする。
これらの経験が生徒一人一人にとって人生の糧となり、大きな成長につながっていきます。 

・入学式 
・ステップアップ 
     プログラム 
・野外活動 

・第１回京都 
 サイエンスフェスタ 
・ＳＧＨ英語による 
   課題研究発表会 
   -SAGANO GLOBAL  
       PRESENTATION- 

・期末テスト 
・夏季補習（前期） 
・サマーセミナー 
・アジアサイエンス 
    ワークショップ 
      in シンガポール 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
・夏季補習（後期） ・とこのは祭 

 （文化祭･体育祭） 

主な行事（平成30年度） 

創造性とリーダーシップを育む体験へのチャレンジ 

 私は嵯峨野高校でたくさんの尊敬できる友人に出会いました。個性豊かな友人と真面目に将来
について語ったり、些細なことで笑い合ったりしたことは大切な思い出です。勉強と部活を両立
しているたくさんの仲間に囲まれることでモチベーションが上がりました。ライバルとしての友
人の存在、先生方の熱意ある授業、校舎周辺の落ち着いた環境から習慣的に勉強に取り組む姿勢
が自然と身につきました。 
  入学当初の私は英語でのコミュニケーションに自信がありませんでしたが、授業で英語での
プレゼンや海外の高校生との交流をする中で英語力が伸びたと感じます。交流を通してシンガ
ポールやアメリカ、韓国など海外にも友達ができました。世界の同年代の人の価値観に触れるこ
とで視野が広がりました。 
 他にも英語集中合宿の劇で熱演して賞をもらったこと、アカデミックラボで研究活動をしたこ
と、とこのは祭でクラスパフォーマンスの監督をしたことなど嵯峨野高校での経験一つ一つが私
を大きく成長させてくれました。また、３年間を通して高校生活を全力でやりきったという達成
感が自信に繋がりました。嵯峨野高校で過ごした時間は私の人生の宝物です。皆さんも嵯峨野高
校の恵まれた環境で様々なことに積極的に挑戦して自分の可能性を広げてみませんか？ 

嵯峨野高校での経験一つ一つが 
 私を大きく成長させてくれました 
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とこのは祭（体育祭） 

・高校総体 
・中間テスト 
・演劇団体鑑賞 
・ＳＳＨ課題研究 
    校内発表会 
 

平成29年度卒業生 

   末益 夏花 
京都こすもす科 
共修コース 
  人間科学系統卒業 
京都大学経済学部進学
京田辺市立 
   培良中学校出身 

野外活動 

英語による課題研究発表会 
-SAGANO GLOBAL PRESENTATION- 

第１回京都サイエンスフェスタ 

アジアサイエンスワークショップ 
in シンガポール 

サマーセミナー 

入学式 

とこのは祭（文化祭） 



10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
・中間テスト ・球技大会 

・第２回京都 
 サイエンスフェスタ 
・アジアサイエンス 
  ワークショップ 
      in京都 

・期末テスト 
・チャレンジセミナー 
・冬季補習 

・古典芸能鑑賞 
・シンガポール 
      研修旅行 
・ＳＧＨアメリカ・ 
   フロリダ研修 

・国公立大 
   ２次対策補習 
・ＳＧＨ 
 アカデミックラボ 
  課題研究発表会 

・卒業式 
・学年末テスト 
・ SＳHカナダ･ 
  ケベック研修 
・春季補習 
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チャレンジセミナー 

 僕が嵯峨野高校で３年間過ごして良かったことの１つは、クラスや学校全体の雰囲気です。
クラスはみんな仲が良く、勉強や行事にもしっかり取り組みます。頑張る人の邪魔をするよ
うな雰囲気はなく、真っ直ぐ自分のやりたい事に向き合える学校だと思っています。文化祭
や体育祭といったイベントでは、やるときはやり、楽しむときは楽しみ、１人１人が自分の
個性を発揮していたと思います。勉学面でも、頑張っている姿を見たら自分も頑張ろうと思
えるような、お互いを高め合える良い仲間たちに出会えました。 
 もう１つは、学習面の環境です。嵯峨野高校では、自分から進んで学習する人のための環
境が整っていると思います。特に大学受験勉強の時期には、様々なものが利用できます。３
年時には受験対策の補習が設けられます。また、自習室は誰でも利用でき、受験期に関わら
ず定期テストの勉強などに多くの人が利用します。これらのおかげで僕は勉学に向かう姿勢
を維持することができ、目標に向かって計画的に進んでいくことができました。 
 このような、自分を高めることのできる嵯峨野高校で３年間を過ごすことができて本当に
良かったです。 

平成29年度卒業生 

    角田 日維      
京都こすもす科 
   専修コース卒業   
京都大学工学部進学  
亀岡市立 
   亀岡中学校出身 

１人１人が自分の個性を発揮する 
        文化祭・体育祭 

とこのは祭（文化祭・体育祭） 
 

 文化祭の部では１年次はコモンホールパフォーマンス、２年次には演劇、
３年次はステージパフォーマンスを行います。よりよい作品を作り上げると
いう目標に向かって努力することや、仲間と協力し団結することの大切さを
感じることが人間力を高めていきます。体育祭の部では、３学年を４団に分
け、学年やクラスの枠を超えて競技や応援に取り組みます。 

研修旅行 
 

 １年生全員がシンガポール共和国に行きます。異文化
と出会い、自らの英語力を試す４泊５日の旅です。現地
校との交流や、ガイドに頼らず生徒だけで市内を巡る
フィールドワークなど日頃は経験できない時間を過ごす
ことで、視野を拡げ新たな価値観を築いていきます。 

スクールライフ 

11月 
イーシュンタウンセカンダリースクール 

国際交流の機会も豊富です！（29年度実績） 

 ４月 
台北市立建国高級中学校 

６月 
ハイシンカトリックスクール 

アカデミックラボ 
 課題研究発表会 

10月  
韓一（ハンイル）高校 

シンガポール研修旅行 

球技大会 

11月 
ナンチアウハイスクール 

11月 
アングロチャイニーズスクール 

卒業式 

第２回京都サイエンスフェスタ 

アメリカ・フロリダ研修 
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   嵯峨野高校では、90％を超える生徒が部活動に加入しています。部活動を通して豊かな人間性を育むとともに、学習と部活
動の両立を目指しています。 

女子バレーボール 

水泳 

精一杯部活動をやって、最高の進路結果も達成する 

☆平成30年度（６月10日現在） 
○平成29年度 バトントワリング 

○近畿高等学校総合文化祭マーチングバンド・バトントワリング部門 出場            
○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グランプリ・バトンの部金賞 
 

陸上競技 
☆京都府高校陸上競技対校選手権大会 女子5000mW 第２位（近畿大会出場） 
☆京都府高校春季陸上競技大会 男子800m 第４位 
 

ワンダーフォーゲル 
☆全国高等学校登山大会（インターハイ） 女子出場  
☆○近畿高等学校登山大会 男子出場 女子出場 

剣道 ☆○近畿高等学校剣道大会 男子団体の部 出場  
   ○京都大学主催高等学校招待試合 男子団体の部 第３位    
 

水泳 ○近畿高等学校選手権水泳競技大会 ４種目出場 
 

卓球 ○公立高等学校卓球大会   
    個人の部男子シングルス優勝 団体の部男子第３位 
 

ソフトテニス   
○近畿高等学校ソフトテニス選手権大会 個人戦男子の部 出場 

主な活動実績 

ソフトボール 女子ソフトテニス 

剣道 

硬式野球 

男子ソフトテニス 

ワンダーフォーゲル 

女子バスケットボール 

コンピュータ 

華道 

美術 

狂言 

茶道 

軽音楽 

写真 

文芸 

演劇 

吹奏楽 

● 剣道 
● 硬式野球 
● サッカー 

● 水泳 
● 卓球 
● ソフトテニス 

● バスケットボール 
● バドミントン 
● バトントワリング 

● 女子バレーボール 
● ラグビー 
● 陸上競技 

● ソフトボール 
● ワンダーフォーゲル 

● 演劇 
● 華道 
● 軽音楽 

● 茶道 
● 写真 
● 吹奏楽 

● サイエンス 
● デザイン工芸 
● 美術 

● 文芸 
● 放送 
● コンピュータ 

● 将棋 
● ディスカッション 
● 狂言 

● JRC（青少年赤十字） 
● 小倉百人一首かるた 
● ディベート同好会 

体育系 

文化系 



部活動 
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非常に高いレベルでの 
      文武両道を行える環境 

 私は剣道部に所属しています。仲間と共に日々鍛錬し、三年
連続での近畿大会出場を決めることができました。 
 入学当初はハイレベルな授業と部活動に追われ苦しい日々を
過ごしましたが、志高いクラスメイトとの生活や、学年・部活
動の先生方の指導や励ましにより、絶対に文武両道を貫くとい
う目標が自然と生まれていきました。剣道があるからこそ学習
の時間が貴重に思えたし、学習の厳しさがあるからこそ、剣道
の時間を貴重に思うことができました。その結果、入学時の自
分では考えられないような肉体的、精神的な成長を今はっきり
と実感できます。私は部活動で得た、集中力、粘り強さを今後
の目標達成に活かしていきたいと思っています。 
 形だけの文武両道ではなく、非常に高いレベルでの文武両道
を行える環境がこの嵯峨野高校にはあります。ぜひ、この嵯峨
野高校の一員として、楽しく充実した生活を送ってください。 

軽音楽 ○全国高等学校軽音楽コンテスト 出場 
    ○京都府高等学校軽音楽コンテスト  グランプリ受賞 
 

茶道 ☆近畿高等学校総合文化祭 出場 
 

吹奏楽 ○京都府吹奏楽コンクール 高等学校Ａの部 銀賞 
 

デザイン工芸 ○工芸甲子園 入選 京都伝統工芸館にて展示 
 

美術  ☆全国高等学校総合文化祭美術工芸部門 出品 
    ○近畿高等学校総合文化祭美術工芸部門 出品 
     

３年 加来 建之 
京都こすもす科共修コース 
      自然科学系統 
京都市立修学院中学校出身 

 嵯峨野高校には多くのチャンスが転がっています。勉強はもちろんですが、
それ以外にも部活動に熱中することも、海外の高校が来校したり自分が留学
したりして交流することも、ラボで自分のしたいことを思いきり研究するこ
ともできます。どのチャンスを拾って活用するかは自分次第です。それって
とてもわくわくしませんか？ 
 私が拾ったチャンスは部活動でした。７限の授業が終わるとグラウンドに
ダッシュして７時の完全下校まで部活動に励んでいました。30～40分間ほ
ど自転車に乗って登下校していたこともあり、家に帰るともうクタクタです。
でも本当に充実した毎日で、かけがえのない仲間にも出会えました。こう書
くといつ勉強していたのだと思われるかもしれませんが、勉強と部活動の両
立は可能です。親身になって相談にのってくださる担任の先生、どんな初歩
的な質問にも分かるまで付き合ってくださる教科の先生、切磋琢磨できる仲
間など、周りにいる人の力を借りれば困難は乗り越えられます。 
 さあ、あなたも嵯峨野高校に入学して充実した毎日を送ってみませんか？ 

部活動に熱中し 
    本当に充実した毎日でした 

平成29年度卒業生  山田 さと 
京都こすもす科専修コース卒業 
北海道大学獣医学部進学 
京都市立下鴨中学校出身 

ディベート同好会 

放送 ☆○全国高等学校総合文化祭放送部門 出場 
   ☆○ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 出場 
 

将棋 ☆全国高等学校将棋選手権大会 男子個人 出場 
   ○全国高等学校文化連盟将棋新人大会 女子の部 出場 
 

狂言 ○主催公演：嵯峨野高校狂言の会 
   ○外部出演：全国高校生茶道フェスティバル歓迎公演ほか多数 
 

ＪＲＣ ☆近畿ブロック合同青少年赤十字国際交流マレーシア派遣 京都府代表 
    ○近畿ブロック合同青少年赤十字国際交流会プログラム 京都府代表 

放送 

デザイン工芸 

男子バスケットボール 

バトントワリング 
サッカー 

陸上競技 

小倉百人一首かるた 

バドミントン 

卓球 

ラグビー 

将棋 
サイエンス 

JRC（青少年赤十字） 

ディスカッション 



志を高く掲げ、未来を切り拓く 

 嵯峨野高校が目指しているのは、揺るぎない知識に裏付けられた論理的思考力や表現力など質の高い学力を育むこ
と、そして、大学進学後や社会に出た後も旺盛な探究心と知的好奇心をもって学び続けようとする意欲や態度を養うこと
です。そのため、将来の学問研究に対する志と高みに挑むチャレンジ精神を育むことに力を入れています。 
  「〇〇を研究したい」「海外で活躍したい」「とにかく□□大学に入りたい」という生徒一人一人の思いを大切にすること
から本校のキャリア教育・進路指導は始まります。定期的な進路希望調査から「今の志望」を把握し、日々の授業を展
開していきます。合格できそうな大学を探すのではなく、一人一人が設定した高い目標に向け挑戦する姿勢を育てるこ
とを大切にしています。 

個々の進路希望を達成する、きめ細やかな進学指導 

授業・補習 
 授業は基礎基本の定着を大切にするだけでなく、大学入試にも直結した内容で行われています。授業は50分７コマで
週35時間実施します。 
 

 ３年次においては、京都大学・大阪大学などの難関大学対策から専門分野の補強まで、生徒一人一人が希望進路や
レベルに応じてプログラムできるよう多様な講座を平常補習として開講します。 

 平常補習の他、下記の期間にも補習を実施します。 
    ○夏季休業中 
      １年 国語・数学・英語の講義・演習 
      ２年 前期 ： 国語・数学・英語の講義・演習 
        後期 ： 人間科学系統・コース  国語・数学・英語の講義・演習 
                自然科学系統・コース  数学・英語・理科の講義・演習  
      ３年  国語・数学・英語・地歴公民・理科の講義・演習 
   ○冬季休業中 
      １年 国語・数学・英語の講義・演習 
      ２年 チャレンジセミナー 
            国語・数学・英語の特別講義に加え、自学自習の長時間学習に挑戦することで、真の受験生に 
          切り替わります。  
      ３年  センター試験直前対策講座 
   ○２月～３月 
      ３年  国公立大２次対策補習 
                        国公立大学２次試験対策として、「京大数学」・「阪大英語」など様々な講座を開講します。１コマ 
          110分の講義を毎日４コマ、国公立大学後期日程まで実施します。英作文や小論文、面接について 
          は、個別指導も行います。 
   ○春季休業中 
      １年 国語・数学・英語の講義・演習 
      ２年 国語・数学・英語・地歴公民・理科の講義・演習 

模擬試験 
 基礎学力を測り、学習習慣を検証する診断テストや全国規模の実力テストに加え、駿台予備学校・河合塾などが実施
する難関大学希望者向け模擬試験を１年次から計画的に受験します。合格可能性を判断するためだけに利用するので
はなく、その後の学習計画の見直しや、弱点補強にも役立てます。復習方法についても丁寧に指導します。 

進路ガイダンス 
 日々変化する大学入試はもちろんのこと、学部学科ごとの研究内容、その背景に
ある社会の変化、大学卒業後の状況など最新の情報を伝え、それを基に進路学習
が展開されます。３年間を見通し、計画的に実施されます。 

面談 
 本校は面談週間が少ない？その理由は常時面談が行われているために、そのよ
うな期間を設定する必要が無いのです。疑問点や悩みが生じたら、即面談。職員
室横のコーナーなど校舎内には面談用スペースが多数設けられています。問いか
けてアドバイスをもらう、するとまた新たな疑問が生じる。先生とのやりとりを繰り返
すことで自分自身についての理解が深まります。 
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保護者説明会 
  お子様と情報を共有していただくため、年に数回開催します。生徒対象の進路ガイダンスの内容や、入試に関する最
新の情報などをお伝えします。 



進路指導 

平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度

北海道大学 7〔3〕 6〔2〕 4〔2〕 1

東北大学 1 2 1〔1〕

東京大学 3〔1〕

東京工業大学 1

お茶の水女子大学 1〔1〕 1

一橋大学 1〔1〕

金沢大学 4〔1〕 2〔1〕 2 1

名古屋大学 1〔1〕

滋賀大学 10〔1〕 9 10 26

滋賀医科大学 1 1〔1〕 1

京都大学 25〔6〕 15〔6〕 12〔6〕 19〔8〕

京都教育大学 8〔2〕 4 14〔2〕 9

京都工芸繊維大学 33〔8〕 16〔5〕 8〔3〕 8〔2〕

京都府立大学 17〔2〕 16〔2〕 23〔2〕 13〔1〕

京都府立医科大学 4 2 2〔1〕 3

大阪大学 19〔8〕 18〔4〕 32〔4〕 20〔8〕

大阪教育大学 1 1 3〔1〕 1

大阪市立大学 9〔2〕 10〔1〕 11〔2〕 11〔4〕

大阪府立大学 10〔5〕 4〔1〕 4〔2〕 5〔1〕

神戸大学 26〔4〕 26〔6〕 22〔5〕 13〔2〕

奈良女子大学 6〔3〕 12〔2〕 6 2

岡山大学 2 1〔1〕

広島大学 3 5 3 2〔1〕

九州大学 2 4〔2〕

245〔75〕 220〔46〕 197〔43〕 186〔38〕

早稲田大学 6〔2〕 2〔2〕 8〔4〕 8〔4〕

慶応義塾大学 2〔1〕 4〔2〕 2〔2〕

同志社大学 118〔33〕 126〔52〕 113〔30〕 117〔43〕

立命館大学 259〔83〕 214〔56〕 201〔61〕 171〔44〕

関西大学 69〔33〕 62〔9〕 107〔23〕 95〔10〕

関西学院大学 14〔2〕 23〔7〕 23〔4〕 15〔4〕

828〔274〕 679〔162〕 793〔188〕 730〔175〕私立大学　　計

主な大学合格者数推移 ＜過去４年分＞

大学名

国
公
立
大
学

国公立大学　　計

私
立
大
学

◆よりよい進路選択・進路実現に 
  向け大切にしたいこと 

○自律した学習者となること 
 

   高校の授業では多くの課題が課されます。そ
れは基礎学力をしっかり身につけるためのもの
です。しかし、与えられる課題を待つのみではな
く、自分で考え行動することが大切です。進路を
自ら切り拓くことができるよう、自律的に学習を
進める人であってほしいと願っています。 
 

○高い目標を設定し、挑戦する心を持つこと 
 

 合格できる大学を探すのではなく、自分の興
味・関心から将来の姿を思い描き、その夢の実
現のため挑戦する心を育てることを最も大切にし
ます。高い壁、難関を突破する気概を持ってくれ
ることを期待します。 
 

○自分自身と向き合うこと 
 

 第一希望をどのように決めたか。なぜ、その大
学に進学したいのか。その学部で何を学ぼうと
思っているのか。などを日々問いかけることで、
自分自身について考えが深まります。よりよい進
路選択に向けて自分自身と向き合うことが大切
です。 

※〔 〕表記は既卒生で内数 
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皆が切磋琢磨して 
   勉強している姿が 
       刺激・励ましに 

平成29年度卒業生 吉岡 奈保 
京都こすもす科共修コース 
      人間科学系統卒業 
大阪大学外国語学部進学 
精華町立精華西中学校出身 

 私が嵯峨野生でよかったなと思うことは大きく分けて３つあります。 
 １つ目は学習環境が整っていることです。理科の実験室や自習室などの設備
だけでなく、２年時にはハイレベル補習、３年時には大学別に対策された補習
が開講されており、志望校に合わせて受講できます。また、職員室前には先生
と話ができるスペースが用意されており、私自身何度も先生に質問したり、英
作文を添削していただいたりしました。 
 ２つ目は、国際交流の機会が多いことです。１年時のシンガポール研修では、
現地の高校の訪問や、自分達でフィールドワークを計画し、英語を駆使して現
地の人と交流しました。また、嵯峨野高校にも海外の高校生が来校し、お互い
の文化の紹介や、ゲームで交流を深めました。 
 ３つ目は、意識レベルの高い人たちが集まっていることです。文化祭や体育
祭などのクラス行事も一致団結して盛り上がり、ラボ活動でもお互いが意見を
出し合って研究を進めることができました。また、皆が部活と両立しつつ切磋
琢磨して自分の志望校に向けて勉強している姿が刺激になり、辛い時や苦しい
時も励ましになりました。 
 皆さんもぜひ嵯峨野高校に来て素晴らしい仲間と共に充実した高校生活を
送って下さい。 

補習や自習室など 
     整った学習環境 

平成29年度卒業生  

  笠川 未来翔 
普通科自然科学コース卒業 
大阪大学基礎工学部進学 
京都市立太秦中学校出身 

 嵯峨野高校の良いところの１つは、学習環境が整っている
ことです。平常補習、夏季補習や受験直前の国公立大２次対
策補習などが充実していて、３年間塾や予備校を利用しな
かった僕にとってはとても有り難かったです。また、自習室
は一席ずつ仕切られており、集中して勉強に取り組みやすい
環境でした。 
 また、学力レベルの高い人がたくさんいることも良いとこ
ろです。僕と同じ大学を目指す友達もクラスや部活動にたく
さんいました。自分と同じ進路の目標をもって日々勉強に取
り組む友達が身近にいるのは、互いに教えあったり、相談し
たり、競い合ったりできる点でとても良いことであり、それ
が刺激となり、勉強のモチベーションが上がります。僕は
サッカー部に所属していたのですが、そこには部活動面だけ
でなく勉強面でも意欲的な人がたくさんおり、良い影響と
なっていました。 
 これらの良いところがあるからこそ、僕は志望校合格とい
う目標を実現できたと思っています。 



在校生・卒業生からのメッセージ 
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先生方の厚いフォローが 
 嵯峨野の学びを支えています 

２年 永田 周慈 
京都こすもす科専修コース 
八幡市立男山第二中学校出身 

 入学してはやくも一年たちましたが、嵯峨野高校での生活は一日
一日が新しい試みの可能性であふれているというふうに感じます。
などとは言っても、入学当初、私は少なからず不安感を抱いていま
した。周りの友人たちと比べると遠いところから来ているので、十
分な勉強時間を確保するのは今でも難しいです。そんな状況下で嵯
峨野の授業についていけるのか、不安でいっぱいだったのを今でも
覚えています。そんなとき、一番ありがたかったのは先生方が親身
になって接してくださったことでした。嵯峨野高校の先生方は生徒
一人ひとりをよく見てくださっています。嵯峨野は先生と生徒の距
離が近いとよく言いますが、まさにその通りです。ある先生から頂
いた「自分のペースでいい」という言葉は、私の焦りと不安をかき
消して、私の心に少しの余裕を与えてくれました。そして、横には
頼りになる仲間がいること、自分の可能性を最大限に伸ばせる質の
高い授業が展開されていることを再認識しました。 
 先生方の厚いフォローが嵯峨野の学びを支えています。皆さんも
この恵まれた環境で高校三年間を過ごしてみてはいかがでしょうか。 

 私が嵯峨野高校でよかったと思うのは、嵯峨野が勉強を辛くない
ものにさせてくれたところです。専修コースでは毎週スーパーサイ
エンスラボがあり、そこでまず理科への探究心が刺激されます。ま
た先生方は授業などで、ただ何が起こるかなどの結果だけでなく、
その過程や理由までも教えてくださるので、さらに探究心がくすぐ
られます。その結果自ら学びたいという気持ちが引き出され、不思
議にも気づけば自分から望んで勉強するようになるのです。 
 望んでやる勉強とやらされる勉強の効率の差は歴然です。高校が
ゴールでないことを理解している人にとってこれ以上の学校はない
とおもいます。私自身も、中身のある望んだ勉強をすることができ
たので、第一志望の大学に合格することができました。嵯峨野高校
にきて勉強の楽しさを知ればきっと必ず自分の行きたい道につなが
ると思います。 

中身のある望んだ勉強で 
  第一志望の大学に合格しました 

平成29年度卒業生 河内 穂高 
京都こすもす科専修コース卒業 
大阪大学基礎工学部進学 
オランダ  
 International School Eindhoven出身 

 私が嵯峨野高校で三年間過ごして一番良かったと感じていることは、
整った学習環境です。 
 まず、授業の質が高く、授業後や長期休暇中の補習の内容も充実してい
ます。先生方のサポートはとても手厚く、わからないことがあると、基礎
的な所から丁寧に教えてくださいました。 
 また、尊敬できる仲間がたくさんいることも助けになりました。勉強が
嫌になったときでも、友達が努力を惜しまず頑張っている姿を見て、自分
もまた頑張ろうと思うことができました。 
 私はソフトボール部で主将を務め、部活漬けの毎日を過ごしていました。
６月に引退するまで部活動に重きを置いていたので、本格的に受験勉強を
始めたのはそれからでした。それでも塾に通わずに志望校に合格できたの
は、先生方のサポートや、目標に向かって一緒に努力できる仲間の存在の
お陰だと思っています。 
 自分から意欲的に行動すれば、手を差し伸べてくれるのが嵯峨野高校の
先生や仲間です。あなたも是非、嵯峨野高校で充実した三年間を過ごしま
せんか。 

平成29年度卒業生 木本 玲央 
普通科人間科学コース卒業 
京都教育大学教育学部進学 
京都市立嵯峨中学校出身 

自分から意欲的に行動すれば 
   手をさしのべてくれます 

 僕は嵯峨野高校で３年間を過ごすことができてよかったと思っています。
なぜなら、共に一生懸命勉強や部活に取り組める仲間が周りにたくさんい
たからです。それはとても恵まれたことだったと今感じています。落ち着
いた環境で勉強をすることができ、先生に分からないところは気軽に質問
できます。自習室はとても広く、僕もよく利用していました。また、授業
後や休業中の補習で、授業の復習はもちろん、大学受験対策もすることが
でき、塾に通わなくても良いと言えます。実際に僕も塾には通わず、志望
校合格をつかむことができました。 
 勉強だけでなく、嵯峨野高校生のほとんどが部活に加入しており、両立
を果たしていました。僕もサッカー部に所属し、引退までがんばりました。
他にも、研修旅行でシンガポールに行ったり、ラボ活動で自分たちで課題
を研究したりと、これからの人生で活かせる良い経験ばかりでした。とこ
のは祭は皆が一生懸命取り組み、舞台に立つ側も、鑑賞する側も楽しめて、
いい思い出になりました。 
 大学受験制度が変わるそうですが、嵯峨野の経験豊富な先生方なら心配
はいりません。是非、嵯峨野高校で青春の３年間を過ごしてみませんか？ 

平成29年度卒業生 森 洸樹 
普通科人間科学コース卒業 
神戸大学経営学部進学 
京都市立松尾中学校出身 

補習で授業の復習から 
  大学受験対策まで可能です 

 嵯峨野高校は、私が毎日通いたいと思える学校でした。それは、
友達に会えるのが、部活に行けるのが、そして授業を受けられるの
が、いつも楽しみだったからです。 
 私は放送部とディスカッション部に所属していて、１、２年生の
うちは勉強よりも部活に力を入れていました。部活では、みんなで
作った映像作品が入賞して全国大会に参加したり、本物のラジオ番
組を作ったり、たくさん貴重な経験をしました。大好きな友達や先
輩、後輩、顧問の先生。人前で話す力。私が部活を通して得たもの
はまだまだいっぱいあります。楽しかった部活の思い出は私の宝物
です。 
 嵯峨野高校では、長期休暇や放課後にさまざまな補習が用意され
ていて、自分がもっとしたいと思う勉強や、自分の志望校に合わせ
た勉強ができました。1、２年生の間は学校の勉強を面倒に感じる
こともありましたが、一人で受験勉強をするようになると、それが
恋しくなりました。受験勉強が嫌になった時も、学校に行って友達
が頑張る姿を見ると、自分も頑張らなきゃと思えました。 
 みなさんも、嵯峨野で素敵な高校生活を送ってください。 

毎日通いたいと思える 
        学校でした 

平成29年度卒業生     君島 静  
京都こすもす科共修コース 
                自然科学系統卒業 
京都府立医科大学医学部進学 
京都教育大学附属京都中学校出身 

 皆さんはどんな高校生活３年間を送りたいですか？私は、もっと英語を
勉強し、少しでも話せるようになりたいと思い嵯峨野高校に入学しました。 
 実際始まると、英語の授業をはじめ、ネイティブの先生方によるAll 
Englishの授業や１年生の夏休みに行われるサマーセミナーでの英語集中
合宿など魅力溢れる取組がたくさんありました。また、嵯峨野高校は国際
交流が活発で、たくさんの海外の高校生とも交流する機会があります。さ
らに、私はJRC（青少年赤十字）部に所属しているのですが、今年の夏休
みに青少年赤十字の国際交流としてマレーシアに行かせていただくことに
なりました。 
 しかし「高校の勉強って難しそう」とか「All Englishの授業についてい
けるかな」など不安に思っている方も多いと思います。確かに、難しくて
大変なことは多いです。ですが、ここで「逃げ出さないところ」が嵯峨野
高校のいいところだと思います。お互いに分からないところは教え合い、
考え、励まし合う姿が多く見られます。だから、心配はいりません！ 
 高校を卒業すれば、もう本格的に自分の道を歩いていきます。自身の進
路を決める大事な高校３年間をぜひ嵯峨野高校で一緒に送りましょう！ 

魅力溢れる英語の取組が 
        たくさんあります 

２年 桶谷 舞 
普通科自然科学コース 
京都市立春日丘中学校出身 



前期選抜（２月中旬） 

中期選抜（３月上旬） 

京都こすもす科＜前期選抜＞ 

普通科＜前期選抜＞ 

普通科＜中期選抜＞ 

※選抜方法については、昨年度と変更しない予定です。ただし
正式には平成30年９月上旬頃公表予定の平成31年度入学
者選抜要項ならびに前期選抜要項でお示しいたします。 

２月中旬 

募集定員の１００％ 

京都府内全域 

A方式 

〇独自学力検査 

    （国語、英語、数学、社会、理科） 

〇報告書 

〇面接 

「独自学力検査」：「報告書」：「面接」 

＝４００：１００：２５ 

国語 （ ５ ０ 分 ・ １ ０ ０ 点 ）  

英語 （ ５ ０ 分 ・ １ ０ ０ 点 ）  

数学 （ ５ ０ 分 ・ １ ０ ０ 点 ）  

社会 （ ４ ０ 分 ・  ５ ０ 点 ）  

理科 （ ４ ０ 分 ・  ５ ０ 点 ）  

３月初旬 

募集定員の７０％ 

京都市・乙訓地域 

〇学力検査 

 （国語、社会、数学、理科、英語） 

〇報告書 

「学力検査」：「報告書」＝２００：１９５ 

実施時期 ２月中旬 

募集定員の３０％ 

京都市・乙訓地域 

A方式 

〇共通学力検査（国語、数学、英語） 

〇報告書   

〇面接＋活動実績報告書 

「共通学力検査」：「報告書」：「面接＋活動実績報告書」 

＝１５０：１３５：５０ 

平成31年度入学者選抜（予定） 

募集人員 

通学区域 

選抜方法 

配点比率 

実施時期 

募集人員 

通学区域 

選抜方法 

配点比率 

実施時期 

募集人員 

通学区域 

選抜方法 

配点比率 

入学年次の諸費用（平成30年度） 
 

入学料     5,650 円  制服   約35,000 円 
授業料    118,800 円  体育用品 約15,000 円 
学校諸費 約60,000 円  研修旅行費用  
教科書等 約34,000 円          約140,000 円など 
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各独自学力検査の配点と検査時間 

◆JR嵯峨野線「太秦」徒歩５分 （京都駅から約20分） 
◆京福電鉄北野線「常盤」下車すぐ（西院駅から約20分） 
◆市バス75・91・93・特93系統 京都バス81系統  
  「常盤・嵯峨野高校前」下車すぐ 

嵯峨野高校 選抜の流れ 

京都こすもす科 
募集定員の１００％ 

普通科 

合格 不合格 

普通科 
募集定員の７０％ 

嵯峨野高校入学 
京都こすもす科・普通科 

募集定員の３０％ 

不合格 合格 

合格 

交通アクセス 

京都府立嵯峨野高等学校 
京都市右京区常盤段ノ上町１５ 

www.kyoto-be.ne.jp/sagano-hs/ 
TEL:075(871)0723 FAX:075(871)0724 
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