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校長 小 川 雅 史

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嵯峨

野高等女学校として創立されました。公立高校でありながら創立者と「和敬清寂」という

茶道の心を建学の精神にもつ稀有な高等学校で、今年は創立80年の歴史のある高等学校で

す。

これからの時代においては、物事を地球規模で考え、公に生き公に貢献できる真のリー

ダーが求められており、リーダーには高い「志」と「主体的」な行動が必要です。建学の

精神と校昰（和敬、自彊、飛翔）を大切にしながら、新しい時代の教育に積極的に取り組

んでいます。

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、あるいは傷つ

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、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。

「常識」を学び、そして「常識を越える」力をはぐくむ

高い「志」と「主体的」な生き方を大切に

嵯峨野高校では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。ラボ活動では「洞察する力」「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」などを身につけるとともに、部活動や特別活動も奨励し、人としての深み、利他の心や情操を養っ

ています。社会に貢献する人でありたいという高い「志」を育む教育活動を支えるのは、それらを自分事として捉える生

徒の意識の高さと教職員の熱意、保護者の皆様の御理解と御支援、ＳＳＨ等による文部科学省や京都府の支援です。国連

機関からはユネスコスクールに指定され、持続可能な社会の構築のための教育にも力を入れており、シンガポール、アメ

リカ、カナダなど世界各国の高校とも連携を図りながら、グローバルに活躍するための資質を身につける教育（ＧＬＩ）

にも取り組んでいます。

嵯峨野高校には仲間とともに「挑戦」する風土があり、生徒は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。

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、例年とは異なる中学校生活を送っておられる皆さんにとって、こ

の嵯峨野高校のパンフレットが高校入学への希望の光となり、皆さんの学びや日々の生活はもちろん、中学校生活が充実

し輝くものになればこれほど嬉しいことはありません。皆さんの夢と希望の実現を心から応援しています。

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。私利私欲ではない高い「志」をも

ち、自ら苦労を厭わず「主体的」に生きること、そして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

事に育てて参ります。

＊文部科学省研究指定「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）（平成24年度～）」・「科学技術人材育成重点枠

（平成25年度～）」

グローバル人材育成のための先進的な本校の取り組み「グローバル・リーダーシップ・イニシアティブ（ＧＬＩ）」
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「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

京
都
こ
す
も
す
科

※３年間一貫の理数教育を行うコース

専
修
コ
ー
ス

１年

文理共通の
カリキュラム

教育システム

共
修
コ
ー
ス

京都こすもす科に
準じた教育内容

普
通
科

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]

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。
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グローバル・リーダーシップ・イニシアティブ（GLI）

地域連携・海外コラボ型

京都グローバルスタディーズ スーパーサイエンスハイスクール

SSH

教育目標

教育プログラム

校 是

和敬
和をもって

互いに敬うこと

わ けい

自彊
自ら努めて
励むこと

じ きょう

飛翔
新たな世界に
飛び立つこと

ひ しょう

KGS

問題を解決するための計画立案／問題解決に向けた新たな実践



嵯峨野生の一日

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

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
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十分に勉強できる
環境が整っています

嵯峨野高校の一番の良さは、十分に勉強できる環境が整っていることだと思います。実
際に入学して、勉強に対する意識の高い人がたくさんいることがわかりました。定期テス
トや模試はもちろん、日々の小テストでさえも競い合える人が周りにいる環境は自分の勉
強のモチベーションを上げてくれます。また、私は嵯峨野高校の授業がとても質の高いも
のであると実感しています。内容は徐々に難しくなっていきますが、先生方の解説が非常
にわかりやすいので、毎回授業に引き込まれ、集中できています。
また、嵯峨野高校は部活動も盛んです。私は最初部活動に所属するか迷いましたが、仲

の良い友達ができたので、今では入って良かったと思っています。私の部活では山に登り
ます。山には「山頂」というわかりやすい目標があります。私はその目標を目指して、文
字通りどんなに険しく困難な道も乗り越えて登頂してきました。この経験を通して、私は
忍耐力を高め、達成感を得ることができました。この達成までの流れは万事に通じること
だと思います。
皆さんも嵯峨野高校で努力して自分の目標を達成しましょう！

3年 藤井 康暉
普通科自然科学コース
京都市立梅津中学校出身



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：総合的な探究の時間

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。

私は嵯峨野高校の温かい雰囲気に魅力を感じて入学をしました。自分
と同じような志を持つ仲間ばかりで、勉強や部活動が大変な時には仲間
が自然と前へ前へ引っ張ってくれます。勉強と部活を両立することは大
変ですが、その為の工夫をしっかりできる人たちばかりです。
また、嵯峨野高校は私たちにたくさんのチャンスを与えてくれます。

どれも簡単に乗り越えられるものではありませんが、自分のものにすれ
ばとても強い武器になること間違いなしです。私にとってそれはラボ活
動でした。自分でテーマを設定し、自分で解決方法を模索します。これ
は想像以上に大変でした。たくさんの壁にぶつかりました。しかしそれ
を乗り越えた先にあった達成感は何物にも代えられないものであり、自
分の成長を感じさせてくれるものでもありました。
このように一緒に切磋琢磨できる仲間も、成長するための環境も嵯峨

野高校には揃っています。みなさんも私たちと一緒に有意義で充実した
学校生活を送りませんか？

ラボ活動は、自分の成長を
感じさせてくれるもの

３年 林 彩乃
京都こすもす科専修コース
向日市立寺戸中学校出身

友人や先生方、周りの環境に恵まれた3年間でした。先生方は、授
業で高校の範囲外のことまで嬉しそうに話してくださり、受けてい
て楽しかったです。また、質問に行くと一緒に真剣に考えてくださ
いました。私は塾には行かず学校の授業と補習だけで受験を乗り越
えました。特に3年生の補習は各大学に合った問題演習ができる質の
高いものでした。
日々の授業以外にも学びの場がありました。その一つにイギリス

への短期留学があります。ホームステイや現地の大学の授業、街中
での買い物など約1カ月でとても貴重な経験ができました。またラボ
活動では、一からの実験は大変でしたが結果の正確性や仮説から考
察までの考え方など、研究で大切なことを学べました。
行事では、各クラスらしさがよく表れる文化祭が一番好きでした。

クラスメイトの意外な一面を見られて、良い意味で個性的な生徒が
最終的には一致団結して取り組めるのが嵯峨野高校の良さだと思い
ました。嵯峨野高校で過ごした3年間は私の宝物です。

令和元年度卒業生 田中 百音
京都こすもす科専修コース卒業
京都大学理学部進学
南丹市立殿田中学校出身

人や環境に恵まれた３年間
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理数物理
理数生物
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表現

(2) (2)

3 自然科学
現代文

B
古典B 地理B

世界史
A

理数数学B
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B
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理数数学A 理数理科
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京都こすもす科（専修コース）

◆平成２９～令和３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。

＜研究テーマ例＞
「自作ゲーム『Rem』を先手必勝かつ先手必敗のゲームにする」 「媒染剤と繊維の関係」 「緑茶葉のアミノ酸に関する実験」
「プラナリアの生殖方法と学習能力」 「粘菌の餌に対する誘引性」 「緑のダムの貯水能を探る～森林における斜面崩壊と土壌
物理性の関係～」 「地理院地図と測量データの比較～嵯峨野高校校有林を例として～」

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、２年次11月本校）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っています。

僕が最も印象に残っている授業は、スーパーサイエンスラ
ボでの活動です。僕のグループは、電磁誘導を用いた発電装
置を作り、様々な実験を行いました。この活動を通して、発
電やエネルギーに関する基礎知識やプレゼンテーションの方
法、物事の論理的な考え方などを学びました。また、課題に
根気強く向き合う力が身につきました。そして、ラボ活動を
通して勉強の意欲も向上しました。特に僕のグループの研究
内容と重なる、物理のコイルの分野には身が入り、その分野
が得意になりました。
嵯峨野高校には魅力的な授業がたくさんあります。皆さん

もぜひ嵯峨野高校で学びを深めてほしいです。

令和元年度卒業生 藤居 大和
京都こすもす科専修コース卒業
大阪大学工学部進学
京都市立松尾中学校出身

最も印象に残っている
授業はSSLでの活動です
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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：総合的な探究の時間 [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。

嵯峨野高校は「文系理系・受験勉強を超えた多面的な学び」が可能
な場所だと思います。
まず、本校の教育課程は非常に綿密に練られており、難関大学を志

望したとしても、誰でも3年間で受験に必要な力をバランス良く身につ
けられるようになっています。また、文理を問わず、今活躍されてい
る研究者や学者の講演を聴く機会も多く、様々な学問分野への視野を
広げることができます。例えば、本校卒業生で、生物学者・歌人の永
田和宏さんのお話は、非常に興味深いものでした。
さらに、本校には京都府全域に加えて、国外からも優秀な生徒が集

まっており、地域的・文化的に多様性に富んでいます。そのため、
「嵯峨野」という山紫水明の地に居ながら、京都府の多種多様な特質
や美点を、友人とのコミュニケーションを通じて感じることができま
す。
以上のように、嵯峨野高校は、文理を超えた学び、受験のためだけ

ではない本質的な学びの場を提供してくれる場所だと思います。みな
さんも是非、嵯峨野高校で本物の「学び」を経験してみてください。

本質的な学びの場を
提供してくれる場所

２年 君島 周
京都こすもす科共修コース人間科学系統
京都教育大学附属京都小中学校出身

僕が思う嵯峨野高校の一番の魅力は、とても良い人間関係を築ける
ことです。自分にはない能力を持った人にたくさん出会いました。ア
クティブで、自分のやりたいことに全力を尽くしている人がたくさん
いました。そして何より良かったことは、そのような様々な能力や志
を持った人が、互いに認め合い、尊敬しあっていた、ということです。
そんな素直で個性豊かな友人たちから僕はたくさんの良い刺激を受け
ました。勉強や部活でうまくいかず、苦しかったときも、周りで同じ
ように頑張っている友人の存在が、自分を奮い立たせる原動力となり
ました。周りに尊敬できる人がたくさんいるというのは、本当に恵ま
れた環境だったと思います。この環境の中で三年間の高校生活を過ご
し、僕は人として大きく成長することができました。
いま三年間を振り返ると、楽しかったことはもちろん、つらかった

ことも大切な思い出になっていることに気づきます。皆さんにも、苦
楽を共にする仲間とともに、色々なことに挑戦し、この嵯峨野高校で
充実した高校生活を送ってほしいと思います。

令和元年度卒業生 吉田 頼人
京都こすもす科共修コース自然科学系統卒業
京都大学工学部進学
京都市立音羽中学校出身

尊敬できる仲間に出会え、
成長しました
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京都こすもす科（共修コース）･普通科

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をしたり、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。

令和２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、地域とスポーツ）
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）

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 SDGｓ 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

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、ナンチアウハイスクールとは相
互交流を行って、交流を深めています。

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等を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。
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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

嵯峨野高校はたくさんのチャンスにあふれた高校であることを3年間を
通じて体感しました。私はJRC（青少年赤十字）部に所属し、生徒会副
会長や体育祭団長も経験しました。嵯峨野高校では、自分の興味がある
ことに深く熱中することができ、有意義な時間を過ごすことができます。
勉学に励む中でも嵯峨野高校でしか経験できないことがたくさんあり

ます。シンガポール研修、海外の高校生との定期的な交流会、ラボ活動
など国際的かつ探究的な活動は、勉強へのモチベーションが高まるだけ
でなく自分自身を高める絶好のチャンスです。私自身、入学当初は発言
すること自体を億劫に感じていましたが、これらの活動を通して物事を
様々な観点から捉え、自分の考えを明確に伝える力が身に付きました。
また、嵯峨野高校は共に過ごす人々に恵まれている場です。分からな

いことがあればどれだけ時間をかけてでもサポートしてくださる先生方、
定期テストや模試の度に切磋琢磨し、勉強に対する不安を一緒に乗り越
えることのできる仲間、私にとってこれらの存在は学業と課外活動を両
立するためになくてはならない存在でした。
このように主体的な人間になるための環境は整っています。しかし一

番大事なのはその環境の中でどれだけ自分が進んで学びを追い求めるか
です。 ぜひこの素晴らしい嵯峨野高校に入学し、充実した生活の中で自
分の可能性を広げてください。

たくさんのチャンスにあふれた高校

令和元年度卒業生 濵野 瑠南
普通科人間科学コース卒業
京都府立大学公共政策学部進学
京都市立桂川中学校出身
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２年 山田 麻裕
普通科人間科学コース
亀岡市立詳徳中学校出身

私が思う嵯峨野高校の魅力は自分のやりたいことに全力で取
り組めることです。私自身も今、勉強、部活、習い事、趣味な
どの様々なことを両立しています。多くのことを両立すること
は難しいですが、勉強面では先生方がサポートしてくださるた
め自分のやりたいことに挑戦し続けることができます。そして
何よりもお互いに切磋琢磨し合える仲間がいることは、自分に
とって大きな支えとなっています。そのような志の高い生徒が
多いことも嵯峨野高校の魅力の一つです。
また、とこのは祭や校外学習などの学校行事は、生徒が一致

団結し全力で取り組むため、高校生活でのかけがえのない思い
出になると思います。
その他にも、アカデミックラボやサマーセミナーなど、自分

の視野を広げたり思考を豊かにすることができる活動がたくさ
んあります。皆さんも嵯峨野高校で高い志を持った仲間たちと
やりたいことに挑戦してみませんか。

自分のやりたいことに
全力で取り組める

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：総合的な探究の時間 [領域B]における選択は、[領域A]と異なる科目とする。
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嵯峨野高校の豊かな学び

サマーセミナー (令和元年度実施例）
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

ここで日々を送りたい
と思える場所です

３年 安部 希美
京都こすもす科共修コース

自然科学系統
京都市立樫原中学校出身

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。

嵯峨野高校の魅力は、挑戦が異端視されない自由な校風だ
と思います。私はフロリダ研修という、学校独自の短期留学
プログラムに参加し、部活動としても、個人としてもコンテ
ストなどに何度か参加しています。それらは、自分の主体的
な行動ではありますが、周囲の環境に大きく影響されたもの
です。一緒にコンテストに参加しようと、ごく普通に誘って
くれる友人の存在がどれだけありがたいか、この学校で気付
かされたような気がします。
私には、校内に大好きな場所があります。図書室です。明

るい雰囲気で、静かだけど活気がある。そして豊富で幅広い
蔵書。嵯峨野の設備の整った図書室は、まだ見ぬ世界に触れ
るきっかけに溢れていて、本好きたちの憩いの場にもなって
います。
今、こんな嵯峨野高校で毎日を過ごして、私が常々思うの

は、嵯峨野高校を進学先に選んだ、中学時代の決断は正し
かった、ということです。皆さんも、嵯峨野高校で三年間を
すごしませんか。

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、11,500校
以上の学校とつながり、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。
令和元年度はシンガポールから５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・アメリカで12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16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、オーストラリアに２～４ヵ
月、２名の生徒が中期留学に参加しました。
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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

・みやこ
サイエンスフェスタ

・演劇団体鑑賞
・英語による課題研究

発表会 -SGP-
・京都マス・スプラウト

・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
リサーチプロジェクト

in シンガポール/
マレーシア

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（令和２年度当初予定）

創造性とリーダーシップを育む体験へのチャレンジ

11

とこのは祭（体育祭）

・高校総体
・中間テスト
・ＳＳＨ課題研究

校内発表会

研修旅行 １年生全員がシンガポール共和国に行きます。異文化と出合い、自らの英語力を試す４泊５日の旅です。
「現地校との交流」「ガイドに頼らず生徒だけで市内をめぐるフィールドワーク」「市内観光」「セントーサ
島研修」「ナイトサファリ」など日ごろ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。

入学式

とこのは祭（文化祭）

野外活動

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

第１回京都サイエンスフェスタ

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



10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
・中間テスト ・球技大会

・みやび
サイエンスフェスタ

・アジアサイエンス
リサーチプロジェクト

in京都
・京都マス・ガーデン

・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
・アメリカ・

フロリダ研修

・国公立大
２次対策補習

・アカデミックラボ
課題研究発表会

・卒業式
・学年末テスト
・春季補習

チャレンジセミナー

嵯峨野高校で過ごした3年間は本当に充実したものでした。普段の勉強や部活動、
とこのは祭を通して友達や先生方に支えられながらさまざまな経験をしました。
そんな3年間のなかでも2年次に経験した5ヶ月間のフロリダへの留学は特に印象

深いものでした。そもそも僕が嵯峨野高校に進学したいと考えたのも留学のプログ
ラムが充実していたことがきっかけだったので、先生方のサポートを受けて留学が
実現できたことは今でも本当に嬉しく思っています。5ヶ月の留学期間では現地の
高校に通い、特に環境科学について学びました。僕は嵯峨野高校では文系選択だっ
たので理系科目に、さらに英語を通して触れられたことはその後の進路決定にも大
きく影響していると思います。
このように嵯峨野高校は、自分から動き出せば周りに助けてくれたり応援してく

れる人がたくさんいて、自分にとって意義のある時間を生み出せるような場所だと、
今、3年間の高校生活を振り返って改めて実感しています。

令和元年度卒業生

北村 柊真
京都こすもす科共修コース

人間科学系統卒業
京都大学総合人間学部進学
木津川市立木津南中学校出身

自分にとって意義のある時間を
生み出せる場所です

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。

アカデミックラボ
課題研究発表会

シンガポール研修旅行

アメリカ・フロリダ研修
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スクールライフ

海外の学校との交流も豊富です（令和元年度実績）

球技大会

卒業式

ビクトリアジュニアカレッジ

アングロチャイニーズスクール

第２回京都サイエンスフェスタ

ナンチアウハイスクール

チュンチェンハイスクール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



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

（◎令和元年度 ☆平成30年度）
ラグビー ◎近畿高等学校少人数校生大会 京都府代表（2名）

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

陸上競技
◎全日本競歩輪島大会女子ジュニア10㎞競歩 第６位
◎京都府高校陸上選手権大会 女子5000mW 優勝 ＆ 男子走高跳 第６位（近畿大会出場）

軽音楽 ◎京都府高等学校軽音楽連盟新人大会準グランプリ

茶道 ◎☆近畿高等学校総合文化祭茶道部門出場
◎全国高等学校総合文化祭茶道部門出場

剣道 ◎近畿高等学校剣道大会男子団体の部 出場(３年連続)
◎近畿高等学校剣道大会女子団体の部 出場

水泳 ◎近畿高等学校選手権水泳競技大会 ５種目出場
◎近畿高等学校選手権新人水泳競技大会 ５種目出場

卓球 ◎公立高等学校卓球大会（団体の部）男子第３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 ☆女子優勝 ◎☆男子出場

主な活動実績

女子ソフトテニス

硬式野球

男子ソフトテニス

女子バスケットボール

コンピュータ

華道

美術

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
● ESS
● 狂言

● JRC（青少年赤十字）
● 小倉百人一首かるた

体育系

文化系

バドミントン

13

剣道

狂言

ソフトボール



14

頑張りたいことができる
環境とチャンスがあります

吹奏楽 ◎京都府吹奏楽コンクール 高等学校Ａの部金賞

サイエンス ☆京都府高等学校総合文化祭自然科学部門 最優秀賞
（全国高等学校総合文化祭進出）

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
☆近畿高等学校総合文化祭 男子個人A級 出場

美術 ◎令和２年度近畿高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 京都府代表内定

☆全国高等学校総合文化祭美術工芸部門 出品

私は嵯峨野高校での３年間を、「山」に費やしたといっても過言
ではありません。
ワンダーフォーゲル部の活動で山に登り、サイエンス部の活動で

森林の下層植生を研究し、校有林調査ラボで登山道の整備について
研究しました。さらにはケベックでの研修旅行に参加し、メープル
林で環境調査をしたり、英語で自分の研究を発表したりしました。
しかし、私は嵯峨野に入学した段階で、この山だらけの高校生活

を思い描いていたわけではありません。嵯峨野では本当にいろいろ
な事ができます。勉強はもちろんですが、部活動は数が多く活発で、
ラボ活動では自由にテーマを選択して研究ができます。生徒が活動
する場も、研究機関や大学、さらには学会や、海外にまで広がって
います。その結果、私は自分の興味があるものを見つけ、とことん
まで追求する事ができたのだと思います。
きっとあなたも、ここ嵯峨野高校で、夢中になれる何かが見つか

るはずです。

自分の興味があるものを
見つけ、追求できました

令和元年度卒業生 佐山 葉
京都こすもす科専修コース卒業
京都大学農学部進学
京都市立双ヶ丘中学校出身

ESS(ディベート)

デザイン工芸 ◎令和２年度近畿高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 京都府代表内定

☆帯留めコンテスト高校生奨励賞

狂言 ☆主催公演：嵯峨野高校狂言の会
☆外部出演：全国高校生伝統文化フェスティバルほか多数

ＪＲＣ ◎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
☆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

ＥＳＳ ◎PＤＡ 高校生即興型英語ディベート全国大会出場

コンピュータ ◎パソコン甲子園2019 本選出場
◎日本情報オリンピック予選 敢闘賞 2名

放送

デザイン工芸

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

卓球

将棋

JRC（青少年赤十字）

ESS(イベント)

嵯峨野高校には一人一人の頑張りたいことができる環境やたくさんの
挑戦のチャンスがあります。
例えば勉強面では、学習のレベルがより高くなり、大変だと感じるこ

とが多くなりますが、先生が熱心に教えてくださったり、ともに頑張る
仲間がいたり、様々な取り組みや工夫がされていたりと、勉強を頑張る
自分を支えてくれる環境があるので、塾へ行っていない僕でも十分な学
力がついていると感じます。
また、部活動では、僕の場合コンピュータ部に所属したのですが、あ

る日顧問の先生からプログラミングコンテストへの参加を勧められまし
た。当時そのような大会があるとは知りませんでしたが、挑戦してみる
と、なんと予選を突破し、全国大会へ行くことができて、僕の中でとて
も貴重な経験になりました。
このほかにも、とこのは祭や修学旅行で楽しい思い出を作ったり、ラ

ボ活動に打ち込んだりと、一人一人の「やりたいこと」ができる環境、
チャンスがあると思います。
皆さんもぜひ嵯峨野高校で充実した高校生活を送ってみませんか？

２年 祐樹
京都こすもす科専修コース
宇治市立西小倉中学校出身

サイエンス

部活動

ラグビー

男子バスケットボール

ワンダーフォーゲル



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。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。

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
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います。面
談週間以外でも、常時面談が行われています。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。

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。
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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
後期 ：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

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 大学入学共通テスト試験直前対策講座

夏
季
休
業
中

冬
季
休
業
中

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。

２
月
～
３
月

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

春
季
休
業
中



◆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

嵯峨野には「みんなで頑張る」
雰囲気がありました

令和元年度卒業生 今井 音峰
普通科自然科学コース卒業
京都大学農学部進学
京都市立松原中学校出身

勉強ばかりの日々でもつらくなかったのは友達や先生のおかげで
した。嵯峨野には「みんなで頑張る」雰囲気があったと感じていま
す。
友達は優しくて面白くて、休み時間は笑いが絶えなかった一方で、

勉強にも熱心に取り組んでいました。特に受験期は皆が志望を高く
持って、最後まで一途に努力していて、その姿を見て私も頑張れま
した。
先生方は、日々の授業はもちろん、放課後や休業中の補習、時に

は私達が苦手としている分野で特別補習を開いてくださいました。
質問に何度行っても分かるまで丁寧に教えてくださり、勉強以外の
相談、雑談も優しく聴いてくださいました。
私は、何事も「何をするか」と同じくらい「誰とするか」が重要

だと思っています。私は、一生に一度の高校生活を嵯峨野で過ごせ
て幸せだったし、この時間を誇りに思います。ぜひ皆さんも、嵯峨
野の仲間と充実した高校生活を送ってください。

嵯峨野高校は人に恵まれた
学校だと思います

令和元年度卒業生 古牧 里菜
京都こすもす科共修コース

人間科学系統卒業
大阪大学人間科学部進学
長岡京市立長岡第四中学校出身

私は、嵯峨野高校は人に恵まれた学校だと思います。
そう思う一つの理由は先生方です。私は入学前、授業についていけ

るかが不安でしたが、先生方の授業は、その熱弁により興味を惹きつ
けられたり、感動する程分かりやすいというものが多いため、不安ど
ころかだんだん楽しむようになっていきました。また、受験に向けた
志望校別過去問演習や放課後の補習では、質問するとどんなに時間が
かかっても私達がわかるまで解説してくださったり、個別採点もして
いただいたりして生徒の希望を一緒に叶えるよう、熱心に指導してい
ただきました。
そしてもう一つの理由は友達です。嵯峨野高校に来る友達には努力

家が多く、尊敬する友達が沢山いてお互い良い刺激になります。勉強
がしんどい時でも同じ状況で頑張る友達がいることで自分も頑張れた
ということが何度もありました。
このように、嵯峨野高校で自分の背中を押してくれる素晴らしい

人々に出会ってみませんか？
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進路指導

令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

北海道大学 5〔2〕 7〔3〕 6〔2〕

東北大学 1 1 2

筑波大学 4〔1〕 2〔1〕

東京大学 3〔1〕 3〔1〕

東京外国語大学 2 2 2

東京農工大 1〔1〕 1 1

横浜国立大 1 1 1 1

金沢大学 1 1 4〔1〕 2〔1〕

名古屋大学 2 2

滋賀大学 8〔1〕 13〔2〕 10〔1〕 9

滋賀医科大学 3〔2〕 2 1

京都大学 25〔11〕 21〔7〕 25〔6〕 15〔6〕

京都教育大学 6 4 8〔2〕 4

京都工芸繊維大学 17〔5〕 12〔2〕 33〔8〕 16〔5〕

京都府立大学 8〔1〕 14〔1〕 17〔2〕 16〔2〕

京都府立医科大学 3 7 4 2

大阪大学 21〔6〕 21〔7〕 19〔8〕 18〔4〕

大阪教育大学 1 1 1

大阪市立大学 9〔2〕 8 9〔2〕 10〔1〕

大阪府立大学 3〔1〕 3〔2〕 10〔5〕 4〔1〕

神戸大学 19〔3〕 22〔6〕 26〔4〕 26〔6〕

奈良女子大学 5 4〔1〕 6〔3〕 12〔2〕

岡山大学 1 3 2 1〔1〕

広島大学 3 1 3 5

九州大学 1〔1〕 1〔1〕 2 4〔2〕

194〔46〕 199〔41〕 245〔75〕 220〔46〕

早稲田大学 3〔1〕 7〔2〕 6〔2〕 2〔2〕

慶応義塾大学 6〔3〕 2〔1〕

同志社大学 148〔64〕 110〔37〕 118〔33〕 126〔52〕

立命館大学 244〔70〕 227〔53〕 259〔83〕 214〔56〕

関西大学 74〔9〕 79〔29〕 69〔33〕 62〔9〕

関西学院大学 19〔2〕 9〔3〕 14〔2〕 23〔7〕

882〔225〕 778〔198〕 828〔274〕 679〔162〕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



自分の目標とし続けられる
仲間と出会えたこと

平成30年度卒業生 竹村 育真
京都こすもす科共修コース

人間科学系統卒業
東京大学文科一類進学
京田辺市立大住中学校出身

私が嵯峨野高校で得た大きな財産は、心から尊敬できる仲間
の存在です。彼らは自分にはないものをたくさん持っていまし
た。テストで突出した成績を収める人、どんなスポーツも華麗
にこなす人、海外で貴重な経験をたくさん積んだ人、自分の好
きな分野で信じられないほどの知識を蓄えている人、皆が個性
的で私の憧れでした。また、彼らは能力の面だけでなく、精神
の面でも強さを持っていました。彼らは高い志を持ち、それに
向かって努力することを忘れず、またそれに耐えうるだけの強
靭な精神力と体力を備え、１日１日立ち止まることなく前進し
続け、そして同時に、謙虚で、他者への思慮も決して忘れない
人たちでした。彼らが己との約束に背かず、互いに競い合い、
支え合いながら毎日を真剣に生きている様子を見て、自分も頑
張らないといけないと幾度も思わされました。
高校を卒業した今になっても、そのことは変わらないように

思います。できないことに立ち向かわなければいけない時、受
け入れ難い現実から逃げ出したくなった時、私は、決して何事
からも逃げなかった嵯峨野高校の同級生の存在を思い浮かべ、
そして１歩踏み出す勇気をもらっています。この先の人生にお
いても自分の目標とし続けられるような清々しい仲間に出会え
たこと、私は嵯峨野高校に入学するという自分の選択が正しい
ものであったと確信しています。

僕は嵯峨野で、まず学力を大きく伸ばせました。学校での学習
を大切にし、それを軸としたことが効率的な学習につながったと
思います。学習内容の質問や添削指導でたくさんお世話になった
先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。勉強以外の面でも、僕
は嵯峨野で多くのものを得ることができました。僕は部活動では
剣道部に所属していました。メリハリのある良い環境で剣道がで
き、高校から剣道を始めた僕でも強くなれました。行事では、文
化祭が1番印象に残っています。劇や舞台パフォーマンスでは生
徒たちだけで脚本を書いたり、道具を作ったり、練習方法を考え
たりして、生徒一人一人が自由に輝ける場だと思います。文化祭
活動の中で、クラス全体で達成感を味わえた事は良い思い出に
なっています。勉強も部活動も、うまくいかずしんどい時がたく
さんありましたが、良い成果をあげることができたときの喜びは
非常に大きかったです。

学校生活を通じて
得られたもの

令和元年度卒業生 榎木 敦也
京都こすもす科共修コース

人間科学系統卒業
京都大学法学部進学
宇治市立東宇治中学校出身

私がこの嵯峨野高校での3年間で最も印象に残っているのは部
活動です。私は3年間ラグビー部に所属していました。授業が７
限まであるうえ少人数の部活だったので練習を短時間で効率よく
行う工夫をした結果、合同チームではあるものの春季大会ではベ
スト８を果たし、私ともうひとりの3年生は近畿代表にも選ばれ
ました。もちろん嵯峨野高校生である以上、勉強にも一切手抜き
はできません。一見、文武両道は大変そうに感じられますが、部
活動は勉強の息抜きや、「部活を続けたいから勉強を頑張ろう」
というモチベーションアップにもなります。何より、学校生活が
充実し、やり遂げて得られる達成感は何物にも代えがたいです。
私はこの3年間で、集団に対して自分の行動に責任を持つこと

や何事にも本気で取り組むことの大切さを学びました。最後に、
嵯峨野高校は「ワンランク上の文武両道」を実現できる場です。
皆さんの人生で一度しかない高校生活がより充実したものになる
ことを心より願っています。

令和元年度卒業生 池田 達朗
普通科人間科学コース卒業
神戸大学経営学部進学
京都市立神川中学校出身

高いレベルでの
文武両道にチャレンジ

京都各地から優秀な生徒が集まる嵯峨野高校で質の高い学習環境
に身を置けたことで、私はとても濃密な3年間を過ごすことができ
ました。
嵯峨野高校の生徒は皆真面目で、自分の学力を過信せず、努力を

惜しむことがありません。自分に甘く怠けがちな私でしたが、たく
さんの友達が日々勉学に励んでいる様子を見て、自身を鼓舞し、見
事第一志望への合格を掴み取ることができました。
勉強に重きを置く嵯峨野高校ですが、文化祭や体育祭などの行事、

シンガポール等との国際交流、部活動やラボ活動など、楽しい事が
目白押しです。何より、一生ものの大切な仲間と出会えます。尊敬
できる先生方の指導を仰ぐことができます。
私は嵯峨野高校出身であることに誇りを持っていますし、将来入

学する皆さんにもそうであってほしいです。ぜひここで、充実した
3年間を過ごして下さい。

一緒に切磋琢磨した
仲間がいます

令和元年度卒業生 石井 莉湖
普通科人間科学系統卒業

東京外国語大学言語文化学部進学
京都市立西院中学校出身

卒業生からのメッセージ
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僕が思う嵯峨野高校のいいところは、一番は勉強面での環境
の良さだと思います。志望の高い仲間たちをはじめ、わからな
いところを聞くとわかるまで丁寧に対応してくださる先生方、
意識が高まる自習室や設備など、恵まれた環境があります。僕
自身もモチベーション維持するのはそれらのおかげで難しくな
かったです。
勉強に対するモチベーションだけでなく、ラボ活動での実験

や考察を通して、または海外留学プログラムを通して、自分の
将来の方向も見据えることができることもあります。また、勉
強以外でも部活動もみんな精力的に活動しています。座学では
得られない達成感や協調性など多くのことが得られる上、いろ
んな面でのライバルもできるので、部活動にはなるべく参加す
るのがおすすめです。
最後に、嵯峨野高校への進学を考えている皆様、僕はこれま

で自分が成長できるための外的な要因を述べてきましたが、結
局一番大事なのは自分から進んで“学修“することです。恵まれ
た環境を生かすも殺すも皆様次第ということです。自分を強く
持ってがんばってください。高校に来てたくさんの出会いを見
つけてください！！

平成30年度卒業生 池本 凌
京都こすもす科専修コース卒業
福井大学医学部進学
京丹後市立網野中学校出身

大事なのは、自分から
進んで“学修”すること



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
正式には令和２年９月上旬頃公表予定の令和３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

令和 ３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（令和元年度）

入学料 5,650 円 制服 約35,000 円
授業料 118,800 円 体育用品 約16,000 円
学校諸費 約60,000 円 研修旅行費用
教科書等 約35,000 円 約150,000 円など

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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嵯峨野高校 検索Sagano Blog 日々更新中！

京都市右京区常盤段ノ上町１５

TEL：075(871)0723

FAX：075(871)0724

www.kyoto-be.ne.jp/sagano-hs/

アクセス
◆J R 嵯峨野線「太秦」徒歩５分（ 300 m）
◆京福電鉄北野線「常盤」下車すぐ
◆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

京都府立嵯峨野高等学校
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