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教育みらい科 教育の“みらい”を創造しよう！

生徒一人一人が興
味・関心を持った
教育課題について
調べ、発表会ではポ
スターセッション
形式で発表します。

教育課題探究は連携大学のご協力のもとで行っています。
大学を訪問し、探究の方法や実際について、大学の先生方
からご講義・ご助言を頂きます。

先生への夢を現実的なものと捉える機会として、近隣の
祥栄小学校のご協力により、学習指導案を作り、グループ
単位で授業を体験します。

その他の主な専門科目：「人間論」（2年）・「言語技術」（1・2年）・「数学リテラシー」（1年）・「自然科学リテラシー」（1年）　　　　

専門学科科目　文27　理27
注：トライアル科目・マインドアップ科目は専門学科設定科目「教育みらい学」です。

自然科学
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「教育みらい科」は夢へのチャレンジの第一歩です。
将来、「先生」になる人に高校段階から高めていってほしい知性・志・実践力をしっかり育てています。

学び続ける！ 思い続ける！ 走り続ける！
先生として教える内容に応じた
知識や思考力を養います

先生に必要な「子ども達と共に学ぼう、
育てよう」という意欲や志を高めます

人間関係形成力、リーダーとしての
行動特性を高める学習を行います

自然科学A＝(前)物理基礎、(後)物理【理】・自然科学B＝(前)生物基礎、(後)生物【理】・自然科学C＝地学基礎②＋生物基礎②【文】

自然科学Ｂ

自然科学研究ＡＢ（Ａ＝物理　B＝生物）
歴史研究ＡＢ（Ａ＝世界史　B＝日本史）

自然科学演習（化学の演習）
自然科学基礎演習（自然科学Ｃの演習）

教育みらい科専門科目

連携大学教授講演会 

学校現場実習 教育課題探究大学訪問

タイの公立小学校
を訪問して海外の
教育事情に触れた
り、タイの高校生
に日本文化を教え
るなど、貴重な経
験をします。

海外研修旅行教育課題探究発表会

ワークショップ・体験活動を通して、「人の発達」「教育と
生活」「個人と集団の関係」「集団のまとめ方」などを学習
し、人間関係形成力を養います。

人と子どもを知ろう！「人間学」（1・2年）
ワークショップ・体験活動を通して、先生の仕事を知り、
教育に関わるさまざまな課題を探究し、先生になるため
の基本的な姿勢を学びます。

先生を知ろう！「教育チャレンジ」（1・2年）　

塔南高校教育みらい科で学ぶ 教育系大学へ進む 憧れの教員になる

知　性 志 実践力
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人間学Ⅰ研究発表会
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教育チャ
レンジ Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅱ

コミュニケーション
英語Ⅲ

人間学Ⅰ言語技術Ⅰ
家庭基礎
代替科目（（ ） ）

倫理
代替科目（ ）

政治・経済
代替科目（ ）

社会と情報
代替科目（ ）

神戸大学　　　　　　　
京都教育大学　　　　　
大阪教育大学　　　　　
京都府立大学　　　　　
京都工芸繊維大学　　　
奈良教育大学　　　　　
奈良女子大学　　　　　
滋賀大学　　　　　　　
滋賀県立大学
大阪市立大学
兵庫県立大学　　　　　
　　　　　

北海道教育大学　　　　　　　
筑波大学　　　　　　　
静岡大学　　　　　　　
信州大学　　　　　　　
愛知教育大学　　　　　
福井県立大学
山口大学
島根大学
県立広島大学
同志社大学　　　　　　
京都女子大学　　　　　

佛教大学
立命館大学　　　　　　
龍谷大学
京都産業大学　　　　　
同志社女子大学
京都外国語大学　　　　
関西大学　　　　　　　
近畿大学　　　　　　　
武庫川女子大学　　　　
関西外国語大学
京都橘大学　　　　

教育みらい科

1
　
年

2
　
年

3
　
年

京都教育大学・京都女子大学・同志社大学・佛教大学
（上記4大学で教育みらい科の取組協力をお願いしています。）

京都女子大学・同志社大学・佛教大学 計8名（昨年度実績）
（上記3大学で教育みらい科の連携校推薦枠があります。）

平成27年度 1年生用　教育課程ブロック表

1～6期生（246名）の内、約21%が国公立大学に進学しています。
また、大学進学者の内、約45%が教育学部・学科へ進学しています。
教育学部以外の学部・学科においても多くの卒業生が教員免許取
得を目指しています。
6期生は京都教育大学5名を含め、9名が国公立大学に合格しました。

教育みらい科　進路実績（1～6期生）

教育みらい科　主な進路実績（１～6期生）

連携協力大学 （五十音順）

連携推薦校枠 （五十音順）

京都教育大学の上記推薦入試の受験枠が3名あります。
（他校からは1名のみですが、塔南からは3名が受験可能です。）

京都教育大学・地域指定推薦受験枠

計 246人

私立大学
113人

国公立大学
51人

私立大学
連携校
42人

私立大学
113人

国公立大学
51人

私立大学
連携校
42人

短大 7人
専門学校
19人

就職 3人
その他
11人



①小学4年生のとき、担任の先生に憧れたことがきっかけです。先生としては
もちろんですが、人としてとても素敵な先生で、私もこんな大人になりたい
と思い、その思いが「学校の先生になりたい!」という夢に繋がりました。

②高校では3年間同じクラスで過ごすので、毎日が良い思い出になっていま
す。中でも3年生の時の文化祭と体育祭は、受験勉強で各々ががんばって
いる忙しさの中で準備をしたのがとても楽しかったことを覚えています。大
学で主に学んだのは、授業づくりです。一つの授業を作るだけでも多角的
な視点を持たねばならないことを学びました。高校時代や大学時代の友人
は今年から先生として働いている人も多く、日頃の悩みや喜びを分け合っ
たり、一緒に息抜きをしたりと、今の私の支えとなっています。

③夢に見た「自分のクラス」を持つことができ、とても楽しく充実した日々を送
っています。それと同時に責任の重さも実感しています。「教育は一瞬にし
て一生なり。」今は子どもたちと過ごす一分一秒が本当に大切な時間だと
感じています。

④中学生の皆さんには「伸びしろ」がたくさんあると思います。芯をしっかり真
っ直ぐ持てば、なりたい自分になれます。私の場合、それは「先生になりた
い」という強い思いでした。教師を目指す皆さんといつか共に働けたら嬉し
いです。

Ｑ１：大学で学んでいることは？
Ａ：１，２回生の早い段階から小学校教員免許取得をめざして算数や国語などの科目ごとに教
科指導法を学びます。少人数制で５分模擬授業をローテーションしたり、授業に活用できるパ
ワーポイントの提示の仕方を練習したり、パソコンを使って保護者向けのお知らせ文書を作
成する練習をしたり学校現場ですぐに役立つ内容です。その後２回生の終わりから介護等体
験、３，４回生で小学校、幼稚園での教育実習があります。また、大学の近くの児童館、小学校、盲
学校などとの連携も多く、佛大の学生は地域との共生の精神が、自然に培われています。

Ｑ２：みらい科に来て良かったことは？
Ａ：校長リレー講演が印象に残っています。小学校や中学校の現職の校長先生から教育現場の
生の経験談が聴ける有益な時間でした。あとはやはり学校現場実習ですね。高校生が小学校で
授業をすることは他ではできない経験ですし、その経験が大学での学びにつながり、自信を持
って授業にのぞむことができました。高校時代の実習ノートや教育チャレンジで学んだ資料
は大学に入ってから見返すとさらに理解が深まりました。

Ｑ３：どんな先生になりたいですか？
Ａ：１つは、児童の話を聴き通すことのできる先生、最後まで話をさせてあげられる先生にな
ることではじめて子どもたちから信頼されると思っています。２つ目に、「一時に一事」、子ど
もたちに何か指示する場合に１回につき１つの事に絞ること。それは障害のある子への配慮
であったり、１つの事を大事にしないと他の事がおろそかになると思うからです。

PROFILE （うえなか　はなみ）
教育みらい科３期生。久世中学校出
身。塔南では、学業・みらい科・バレ
ーボール部の３つに全力で取り組み、
文武一貫を見事に実践。大学でもバ
レーボールサークル。将来は、子ども
と共に毎日楽しく時には厳しく指導
できる教員を目指す。

①先生になろうと思ったきっかけは？  
②高校や大学で学んだことや一番の思い出は何
　ですか？ 
③教壇に立って今思うことは？
④中学生の皆さんへのメッセージ 

夢にまで見た自分のクラスと

①小学校の頃に憧れの先生に出会ったからです。

②高校では、現場実習で本格的な指導案を作らせてもらって、現場の先生に
見ていただいて勉強になりました。３年間同じクラスなので最後の文化祭
はマイケルジャクソンのスリラーを踊り、とても印象に残っています。大学
では同じ夢を持つ仲間と教育について深く考えたり実習をする中で、教員
の責任の大きさや教育の重要性・すばらしさを感じました。また学生ボラン
ティアとして学校現場で子どもたちの様子をたくさん知れたことは、貴重
な経験になりました。教員採用試験対策では、模擬授業や集団討論の練習
をみらい科の仲間や同じ大学の仲間と一緒に何度も練習して突破すること
ができました。

③毎日子どもたちの笑顔に囲まれて幸せです。もちろん楽しいことばかりで
はありませんが、「子どもたちと一緒に学び続ける先生でありたい！」と思っ
て日々がんばっています。

④中学３年生の時に教育みらい科を志望して本当に良かったです。中学でも
高校でも大学でも悩んだことがたくさんありましたが、全て今の自分に繋
がっています。中学生の皆さんも、全力で悩んで全力で努力して自分の信
じる道を切り拓いてください。卒業後も先生方はずっと応援してくださるの
で心強いですよ。

子どもたちとともに成長したい

塔南高校教育みらい科で学ぶ 教育系大学へ進む塔南高校教育みらい科で学ぶ 憧れの教員になる
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教育系大学へ進む 憧れの教員になる

内訳は、国公立大学へ約21%、私立連携大学への推薦(佛教大学、京都女子大学、同志社大学)で約16%、その他私立大学で教員免許取得を
めざす卒業生が約20%程度です。         

多くの教育みらい科卒業生が、塔南高校卒業後、国公立・私立有名大学の教育学部などへ進学しています。 

教育系大学で学びを深める

教員としてさらにパワーアップ

教育みらい科１期生２期生、教壇で活躍中！！教育みらい科１期生２期生、教壇で活躍中！！
塔南を卒業して４年後、１期生２期生合わせて２３名が「先生」として、
小さい頃から夢見ていた学校現場へデビューしています。
上記以外にも教員採用内定者２名が大学院に進学しました。
大学院で学んでから教壇に立ちます。

PROFILE（たかお  ゆい）
京都市立岩倉北小学校教諭、
１年生担任。修学院中学校出
身。塔南高校教育みらい科2
期生。高校卒業後、京都教育
大学教育学部家庭領域専攻
に進学。塔南では新体操部で
文武一貫を実践。大学では学
園祭実行委員として活躍。

PROFILE（やぶうち  まほ）
京都市立百々小学校教諭。４年
生担任。洛東中学校（現開晴中）
出身。塔南高校教育みらい科2
期生。高校卒業後、佛教大学教
育学部教育学科に進学。塔南で
は、吹奏楽部に所属し３年連続
全国大会に出場。大学では、よ
さこいサークル，小中学校での
学生ボランティア等で活躍。

私は陸上競技を本格的に続けるため、教師になる
ために塔南高校教育みらい科に入学しました。部
活動の練習が厳しく、しんどい時もありましたが、

チームメートが精神的にも体力的にも助けてくれ、乗り越えるこ
とができました。また、部活動を引退してからの受験勉強では、ク
ラスメートが助けになり、支えになり、時にはライバルとなって
くれたおかげで第一志望の国公立大学に合格できました。みなさ
んも塔南高校教育みらい科で素晴らしい仲間と一緒に頑張りま
せんか？

京都教育大学 教育学部

片山  武海（向島東中学校出身）

今春大学に合格した6期生からのメッセージ 

僕は教育みらい科の6期生で、入学したときには、
先生になった教育みらい科卒業生はいませんでし
たが、いま、1、2期生の先輩方の多くが教壇に立た

れ、確かな実績を示してくださいました。教育みらい科に用意され
た様々なプログラムは、きっと皆さんの先生になりたいという願
いを叶えてくれるでしょう。他の高校ではできない「人間学」の授
業や「学校現場実習」は、僕にとって大きな経験・財産になりました。
教師を目指しているみなさん、塔南高校教育みらい科でその第一
歩を踏み出してはどうでしょうか。

京都教育大学 教育学部

春名  透（城陽中学校出身）

教育みらい科に入学した当初は部活動との両立が
難しく、テストでも点数がとれませんでした。しか
し、スポーツなど、活動系の取組が好きだった私は、

勉強では一番になれない分、みらい科独自の様々な取組を通して
リーダーシップを発揮したり、3年間体育委員を務めて生徒と先
生で楽しい授業を作ったりしました。教育みらい科には何にでも
全力で取り組む人が多く、体育大会や球技大会でも表彰台常連で
した。心配していた勉強も、仲間達が理解できるまで熱心に教えて
くれたこともあり、進級するにつれて成績も上がっていき、全ての
面で充実した高校3年間を過ごすことができました。

佛教大学 教育学部

二宮  菜穂（四条中学校出身）
私が塔南高校の教育みらい科で学んだことは、教
育現場を教師の立場から見るという視点です。中
学までは、教師がどのようなことを考え、私たちの

ためにどのような仕事をしているのかあまり考えたことがなく、
将来教師になりたいと思っていましたが具体的に何をすればいい
のか分かりませんでした。塔南高校の教育みらい科は、学校に実際
に行く現場実習や、教育に関して独自の視点から探究を進めて行
く課題探究などがあります。その取り組みは私が教師という夢に
向かって進んでいくために新たな視点、具体的な課題を明らかに
してくれました。私は今年の春から京都女子大学に入学しました。
授業は教育みらい科での取り組みと似たものが多く、とても役に
立っています。教育みらい科で学んだことを忘れず、理想の教師に
向かって勉学に励んでいきたいと思います。

京都女子大学 発達教育学部

野村  彩萌（岡崎中学校出身）

インタビュー
項  目

＊昨年度実績で、私立連携大学への推薦枠は8名あります。(佛教大学教育学部5名、京都女子大学発達教育学部2名、同志社大学
社会学部1名)また、2015年度入試から、京都教育大学の「地域指定推薦入試」では、計3名の推薦受験が可能となっています。

佛教大学教育
学部４回生

上仲 花実さんの
場合

大学でイン
タビュー

京都市立岩
倉北小学校

教諭

髙尾  結さん
　　

職場でイン
タビュー

京都市立百
々小学校教

諭

藪内  真帆さ
ん　　

職場でイン
タビュー



普  通  科 難関大学進学をめざした学習と部活動、
文武一貫でどちらもがんばれる

平成27年度 1年生用　教育課程ブロック表
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全てのクラスで毎日7限授業！

塔南では、全員に毎日7限までの授業を行っています（1限45分）。年間の総授業時間は大幅にアップ！

妙心寺花園会館にて

「みやこめっせ」での分野別ガイダンス（2年生）

普通科

普通進学

共　　通

特進文系

特進理系

普通進学

特進文系

特進理系

１ 

年

２　
年

3　
年

選択科目

選択科目

選択科目（生物以外はすべて2単位）：世界史特講、日本史特講、数学演習、生物（4単位）、化学基礎演習、生物基礎演習、芸術Ⅱ・Ⅲ、フードデザイン、子どもの発達と保育、ソーイングスキル、
情報特講、企画発表演習、経済実務

選択科目（生物以外はすべて2単位）：政治・経済、倫理特講、数学演習β、生物（4単位）、化学基礎演習、生物基礎演習、地学基礎演習、子どもの発達と保育

国語総合 現代社会 数学Ⅰ 芸術Ⅰ 家庭基礎 社会と情報総合LHR英語表現Ⅰコミュニケーション
英語Ⅰ数学A 化学基礎生物基礎 体育 保健

⑤ ② ④ ② ② ② ② ② ②③ ③ ③① ① ①

総合生活学保健 英語表現Ⅱ芸術Ⅰ・Ⅱ体育地学基礎数学Ⅱ古典B 日本史A②
世界史A②日本史B④

世界史B④

日本史A②
世界史A②日本史B④

世界史B④

日本史研究③
世界史研究③

日本史研究③
世界史研究③

物理⑥
生物⑥

国語演習α②

現代社会特講③
地理演習③ 数学演習②

英語演習②国語演習②数学研究③
数学Ⅲ⑤

国語演習β②

コミュニケーション英語Ⅱ LHR
①① ②②②②②③

現代文B
③ ⑤ ⑤ ①

総合保健体育地学基礎数学B数学Ⅱ倫理古典B LHR
①

英語表現Ⅱコミュニケーション英語Ⅱ
②②② ②③③

現代文B
③ ④ ⑤① ①

総合英語表現Ⅱ保健体育化学物理基礎数学Ⅱ地理B 数学B コミュニケーション英語Ⅱ LHR
①②⑤①②④③④④ ③

古典B
③

現代文B
② ①

総合英語表現Ⅱ体育 英語演習政治・経済 現代社会特講

世界史特講②
日本史特講②

コミュニケーション英語Ⅲ LHR

総合英語演習体育数学演習α国語演習 コミュニケーション英語Ⅲ 英語表現Ⅱ LHR

①⑥② ②④③②
古典B
③

現代文B

古典B現代文B

③ ③ ①

①④②④ ②②③
現代社会特講

③②③③ ①

総合英語表現Ⅱ体育 コミュニケーション英語Ⅲ LHR
①②②

化学
③

古典B 世界史A現代文B
② ②② ④ ①

高校生活、
「はじめの一歩」

そして、揃って部活動へ

今春3年生普通科の進路実績

平成26年度 卒業生からのメッセージ 

京都府立医大 看護学科
森田  有紀（伏見中学校出身）
私が塔南高校で過ごした三年間で得たものは共に頑張ることのできる仲間です。私は女子バスケットボール部に所属
していました。信頼できる仲間とお互いを高め合うことで、技術面でも精神面でも成長することができました。受験の
学年となり、今まであまり勉強に打ち込んでいなかった私にとって、受験勉強は楽しいものではありませんでした。で
も、クラスの仲間と夜遅くまで自習したり、模擬試験に挑戦したりして、一緒に乗り越えてきました。そのおかげで私
は第一志望の大学に合格することができました。是非、この塔南高校で仲間と一緒に目標へと突き進んでください。

徳島大学 工学部
嶋津  雄仁（寺戸中学校出身）
私が過ごした塔南高校での三年間はとても素晴らしいものでした。最初はうまく馴染めずにいた私でしたが、仲間と
過ごすうちに友達が増え、学校生活がとても楽しくなりました。体育祭や文化祭、遠足などといった様々な行事を通
して仲間との絆が深まりました。楽しむ時は楽しみ、やるときはやる。そんな仲間がたくさんいました。また、先生方
とも仲良くなりました。しかし、全てが楽しかったという訳ではありません。受験シーズンは大変でした。ですが「も
っと頑張っている仲間がいる」と思うことで自分もなんとか乗りきり、合格を勝ち取ることができました。そんな素
晴らしい仲間と出会えたこの塔南高校で学んでみませんか？

立命館大学 文学部
井口  美咲（洛南中学校出身）
私は高校生活で毎日の授業を真剣に受け、地道に努力してきました。共に勉強する友達がいたからお互いをいい意味
で刺激し、高め合うことができました。また部活動と勉強の両方に力を入れる人が多く、生徒も先生も本気なので、自
分達がやりたいことを全力で行うことができます。高校三年間はあっという間に過ぎてしまいます。高校に入学した
時から自分の将来というものをしっかりと見据えて過ごしてください。当たり前ですが、頑張るときは頑張り、楽し
む時には思いっきり楽しんで充実した学校生活を送って欲しいと思います。

関西大学 理工学部
安藤  翔生（洛南中学校出身）
塔南高校の良いところは、先生が生徒に対して親しみ深く接してくれるため、壁がないところだと思います。先生は皆親
切で、生徒に合わせて丁寧に接してくれます。そのため、例えば授業でわからないところがあれば気楽に尋ねられたり、
進路について安心して相談したりできます。もちろん生徒同士も仲が良く、クラスはいつも和やかな雰囲気に包まれて
います。中学に比べて、高校は自分で考えて行動しなければならないことが多いです。それは難しいことですが、そんな
時に頼れる人がいるのはとても心強く思えます。仲間と助け合えば、きっと高校生活は楽しいものになると思います。

株式会社フクナガ
眞島  藍美（洛南中学校出身）
私は、高校入学当初から調理師の専門学校に行くと決めていましたが、経済的な理由で専門学校には行けず、急に就職
へと進路を変更しました。就職に向けて私は、気になる企業の求人情報を進路部の先生に聞いて詳しくチェックしたり、
夏休みには担任の先生と一緒に企業訪問にも行きました。そういった進路部の先生や、担任の先生、友達などからのサ
ポートもあり、無事に第一希望の企業に就職することが出来ました。一つの進路が閉ざされても、やりたいことは他の
方法で出来ることがあります。進路選択において、上手くいかないこともあると思いますが、諦めず頑張ってください！

総合的な学習の時間では、自ら進路を切り拓くための力
を身につけます。1年生では、英数国の基礎学力を中学の
内容からふり返ります。2年生では、社会人の外部講師を
招いて進路アドバイスを受けるなど、卒業後の方向性を
見すえた取組をおこないます。

土曜塾ではストリーミング配信による外部講師の
講義などを利用して自学自習を進めます。指定講
座を受講した後、振り返りテストを実施、学校の授
業内容に進度が合っているため、学力の基礎を固
めることができます（特別進学コースの生徒は全
員受講します）。
部活動に力を入れる生徒に対しても「夜塾」での
学習支援に取り組む部が増えています。部活動と
学習の両立が「文武一貫」の究極の理想です。

特色ある取組

特別進学コースの生徒は、入学後すぐ、外部で合宿があり、
卒業生や外部講師に
よる講演会、教科の
学習方法を学びます。
友情も深まります。

1年生の７月に、国公
立大や有名私大を訪
問し、大学の雰囲気を
感じ、各自の夢を膨ら
ませます。

1年生は職業理解ガイダンス、2年生は分野別ガイダンス、
3年生は学校別ガイダンスとして、毎年大学・専門学校の
スタッフからそれぞれの専門分野につ
いての説明を受けます。
3回のガイダンスを通して自分の進み
たい進路が明確になっていきます。

各種進路ガイダンスオリエンテーション合宿

大学見学会

基礎力充実でホップ・ステップ・ジャンプ！

難関大学進学に対応したカリキュラム編成と充実した授
業により、国公立大学や難関私立大学進学を目指します。

特別進学コース
基礎学力の充実をはかるとともに、中堅私立大学への進
路希望の実現を目指します。

普通進学コース

土曜塾・夜塾  ～自学自習を支援します！～ めざせ、
自分流の学習法

進路実現のため、
いざ始動!

◎国立大学6名合格
　 京都府立医科大学 2名、徳島大学 2名、島根大学 1名、
　 釧路公立大学1名

◎関関同立 17名、産近佛龍 50名合格
　 上記以外に京都女子大、 同志社女子大、 京都外国語大、
　  関西外国語大、 甲南大、 摂南大などに多数合格

◎看護医療系の大学17名、
　専門学校12名合格



スクールライフ

・入学式
・１学期始業式
・新入生歓迎行事　　　　　　　　　
・スタディサポート
・オリエンテーション合宿

・クラス遠足
・高校総体
・前期生徒会長選挙
・生徒総会
・吹奏楽部演奏会
・１学期中間テスト

・３年入試対策特別講座
・球技大会
・保護者懇談会

・1学期期末テスト
・1学期終業式
・１、２年夏期集中学習会
　（夏休み）

・３年進学補習（Ⅰ）
・３年進学補習（Ⅱ）
・１年大学訪問
・２学期始業式

・学園祭
・スタディサポート
・教育課題探究発表会
　（2年生教育みらい科）

・２学期中間テスト
・体育大会
・後期生徒会長選挙

・創立記念日
・人権学習
・学校現場実習
　（2年生教育みらい科）

・２学期期末テスト
・冬期集中学習会（冬休み）
・２学期終業式

・３学期始業式
・センターシミュレー
ション（校外）（冬休み）
・大学入試センター試験
・研修旅行
　（1年生教育みらい科）

・研修旅行
　（1年生普通科）
・生徒総会
・国公立二次対策補習

・卒業式
・学年末テスト
・３学期終業式
・春期補習

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

1学期 夏休み 冬休み2学期 3学期

私たち陸上競技部は、男女87名がそれぞれの目標に
向かって日々の練習に励んでいます。昨年度は全国
ＩＨ（インターハイ）出場３種目、全国選抜出場２種

目、近畿ＩＨ出場８種目、近畿ユース出場12種目を輩出し、また京
都府高校駅伝で女子が７位・男子が９位に入賞し、男女アベックで
近畿駅伝に出場を果たしました。塔南高校の陸上競技部は「競技力
の向上」だけでなく、「人間力の向上」を目指す部活です。またほとん
どの先輩が部活をしながら希望の進路を実現させ、塔南の校訓であ
る「文武一貫」を果たしています。みなさんも私たちと充実した高校
生活を送りましょう。

陸上競技部　主将

細見  彩華（勝山中学校出身）
私たち生徒会は、塔南高校の生徒が楽しく、より充実
した毎日を送れるように日々活動しています。主な
活動内容は、文化祭や体育大会などの行事の企画・

運営、街頭での募金活動や清掃などのボランティア活動です。生徒
会の活動は大変な時もありますが、生徒の意見を取り入れられるよ
う努力しています。行事などを成功させることには、大きなやりが
いを感じることもできます。ぜひ、塔南高校に入学して共に学校生
活を盛り上げましょう。

生徒会長

堀井  柚希（勝山中学校出身）

私たちは、総勢81名で全国大会出場を目指して活動
しています。マーチングでは、みんなで一つのショウ
を作ります。自分のポジションに責任を持ち、信頼し

合って、初めて感動できるショウが完成します。部員の大半は初心
者ですが、本気で練習に取り組めば、全国大会に出ても恥ずかしく
ない技術が身につきます。「毎日がステージだ」を合言葉に、充実し
た高校生活を送っています。「高校でなにしよかなー。」と思ってい
る、そこのあなた！そう！あなたです！
見ている人も自分も感動できる。そんなマーチングに、私たちと一
緒に挑戦してみませんか？

吹奏楽部　部長

兼松  和音（凌風中学校出身）
塔南高校硬式野球部は、“全員で”をチームモットー
に、部員全員が日々の練習に一生懸命取り組んでい
ます。野球部では技術の向上だけではなく、「社会に

通用する人間形成」も重要視し、「日々の学校生活」「挨拶」「言葉遣
い」など、意識してするのではなく、自然に出来ることを徹底事項に
置き、部員一人ひとりが、「責任感」をもって学校生活を送っていま
す。この素晴らしいグラウンド設備、規律のある学校、素晴らしい先
生方に囲まれた野球部で活動する三年間はとても貴重で、今後の人
生にとって大きな財産になることは間違いありません。ぜひ一緒に
野球をしましょう。

硬式野球部　主将

松山  皓多（大成中学校出身）

私たち剣道部は、恵まれた環境に感謝し、“一心精進”
「心を一つにして物事に精進する」をスローガンに仲
間と日々稽古に励んでいます。剣道だけではなく、社

会に出てから特に大切な、挨拶や身だしなみなど当たり前のことを
当たり前にできるように常に心がけています。剣道をしたことのな
い人や、経験が浅い人でも三年間真剣にやれば強くなれます。高校
三年間といえば長いようで短いものです。その間に何か一つ、得意
なものを見つけて下さい。社会に出てからきっと役立つでしょう。

剣道部　主将

三輪  達也（長岡第三中学校出身）
私たち弓道部は、塔南高校の理想「文武一貫」を心が
け、日々の練習に励んでいます。弓道は、一見堅苦し
いというイメージがありますが、決してそんなこと

はありません。私たちは、男女共に仲が良く、協力して、明るく楽し
く弓道に取り組んでいます。部員全員が高校から弓道を始めました
が、「全国大会出場」という目標を掲げています。過去には、多数の先
輩が、近畿大会、全国大会への出場を果たしています。また土日の練
習は基本的にオフとなっているので、勉強と両立しながら部活に励
むことができます。私たちと一緒に充実した新しい学校生活をおく
りましょう。

弓道部　主将

川村  祐人（東城陽中学校出身）

私たちサッカー部は、「臥薪嘗胆」～将来の成功のた
めに苦労に耐える～というスローガンのもと、日々
練習に励んでいます。サッカー部では、技術を高める

ことももちろんですが、将来社会に出て活躍できるような人作りを
目指して活動しています。その例として、挨拶をする、身だしなみを
整えるなど、当たり前のことを当たり前にするということを常に心
がけています。サッカー部で学んだことは、今後の人生に良い影響
を与えるはずです。みなさんも私たちと一緒に充実した高校生活を
送りましょう。

サッカー部　主将

新宮  航祐（西京極中学校出身）
私たち女子バスケットボール部は、京都府ベスト8
という目標に向かって日々練習に励んでいます。個
人のレベルを上げるのは無論のこと、チーム力を上

げることに重点をおいています。そのために、「自分自身で考え、言
葉で伝え、行動に移す」ということをやり続け、一人ひとりが、自立
して、部活動で得たものを活かし、社会に出ても貢献できる人にな
ることを目指しています。部活動と勉強を両立するのは難しいと
思っている人は多いと思います。しかし、部活動を通して得られる
ものはたくさんあります。目標を達成するために、チームの一員と
して一緒に活動しませんか。

女子バスケットボール部　主将

佐々木  愛香（洛南中学校出身）

部活動・生徒会紹介

the Evolution of Tohnan7 8

研修旅行…普通科、教育みらい科
ともに一大イベントです。普通科
はスキー研修中心となります。教
育みらい科は、海外で異国文化を
体験します。

球技大会…学年ごとにバレーボールやフットサル・バスケットボール等に取り組みます。クラスの団結力が高まります。

学園祭…舞台発表や展示が
あります。みんなで力を合
わせてつくる学園祭は、一
生の思い出になります。

遠足…クラスごとに自然の中で
バーべキューをしたり、大阪や神
戸の市内散策をしたりします。
クラスのみんなと楽しむうちに、
クラスの絆も深まります。



〈硬式野球部〉
‘10 秋季京都府高等学校野球大会  優勝
‘11 春季京都府高等学校野球大会  第３位
‘11  プロ野球ドラフト会議にて、駒月仁人が埼玉西武ライオンズより
 ３位指名を受け、入団
’14 春季京都府高等学校野球大会 ベスト8　
 選手権大会京都府予選シード権獲得
’14 秋季京都府高等学校野球大会　ベスト16
’15 春季京都府高等学校野球大会　ベスト8
 選手権大会京都府予選シード権獲得

〈陸上競技部〉
’14　京都府高校総体
　　　　（団体） 男子総合 3年2位　女子総合 1年2位・2年3位
　　　　（個人） 優勝 5種目　2位 7種目　3位 6種目
　インターハイ京都府予選会　女子走高跳優勝、4種目入賞

　　　　（団体）　男子総合 7位　女子総合 8位
　インターハイ近畿地区予選会　11種目出場
　山梨インターハイ女子100m・200m・7種競技出場
　全国選抜大会　男子8種競技出場　　
　近畿ユース陸上（学年別）大会　13種目出場
　近畿高校駅伝　男女アベック出場

’15　春季大会　男子円盤投、女子走高跳優勝
　京都府高校総体

　　　　（団体）　男子総合 1年 4位 2年 3位　
　　　　（個人）　女子総合 1年 5位 2年 4位 3年 3位
　　　　（個人）　優勝 3種目 2位 2種目 3位 2種目
　　　　（個人）　インターハイ京都府予選会2位 2種目 3位 3種目
　　　　（個人）　インターハイ近畿地区予選会 7種目出場　

〈水泳部〉
‘13 京都府高校選手権 水泳競技大会
 　200m自由形  6位
 　100m自由形  8位
 近畿大会出場（自由形100m・200m）

〈女子バレーボール部〉
’13 京都市立高校大会  準優勝

〈新体操部〉
‘13 全国高等学校総合体育大会  京都府予選会出場
’14 全国高等学校総合体育大会  京都府予選会出場

〈バドミントン部〉
‘14 京都市立高等学校　バドミントンリーグ戦大会
 　団体の部  女子第3位
‘14　京都府高等学校バドミントン新人大会
　　　　（個人戦）　女子シングルス2名  女子ダブルス2組  府下大会出場
’15 全国高等学校バドミントン選手権大会  京都府予選
　　　　（個人戦）　女子シングルス1名  女子ダブルス5組  府下大会出場
　　　　（学校対抗戦）　女子  京都府ベスト16

〈サッカー部〉
‘11 京都府高校サッカー新人大会  ベスト8
‘13 京都府高校総体  ブロック優勝

〈女子バスケットボール部〉　　　
‘13 京都市立高等学校バスケットボール大会  夏季  準優勝
‘13 京都市立高等学校バスケットボール大会  冬季  準優勝
’14　インターハイ予選  ベスト16
’14　全国高校選手権京都府予選・近畿高校選手権京都府予選　ベスト16
 京都市立高等学校夏季バスケットボール大会準優勝
 京都市立高等学校冬季バスケットボール大会準優勝

〈吹奏楽部〉
‘13　マーチングバンド関西大会  金賞 ・ １位
‘13　マーチングバンド全国大会  金賞 ・ ６位（10年連続全国大会出場）
’14　マーチングバンド関西大会　一般の部　金賞・第1位　関西代表
 マーチングバンド・カラーガード全国大会　一般の部　銀賞・第7位

〈その他の部活動〉
体育系クラブ…男子バスケットボール部・ソフトテニス部
文化系クラブ…茶道部・美術部・地学部・新聞部・演劇研究部・書道部・放送部・華道部

部活動成績個性を発揮する部活動　

　

‘13 京都府高等学校水泳競技新人大会
　 　男子100m平泳ぎ  8位
 　女子50m自由形  6位  
 　女子100m自由形  2位
‘13 京都府国公立高等学校水泳競技大会
 　女子50m自由形  1位 
 　女子100m自由形  1位
’14　京都府国公立高等学校水泳競技大会　
 　女子50m自由形2位・100m自由形1位
 京都府高等学校水泳競技大会京都府予選
 　女子50m自由形8位、100m自由形7位　　

〈弓道部〉
‘13 近畿高等学校弓道大会京都府予選（近畿大会出場）
 京都府高等学校秋季弓道大会  女子団体2位
   京都府公立高等学校弓道大会  女子団体優勝・女子個人2位・6位
’14 京都府高校総体　弓道の部
 　男子個人の部　準優勝　　女子個人の部　4位入賞
’14 京都府全国高校総体予選
 　女子 個人7位 ・ 男子 総合8位（近畿大会出場）
’14 京都府高校総体　男子個人 準優勝　女子個人 4位入賞

〈剣道部〉
‘12 京都府高校総体  男子上級の部  第３位
‘13 インターハイ予選  ベスト８
‘13 近畿高等学校剣道大会出場

〈テニス部〉
‘11 京都府高校総体女子ブロック  第３位（インターハイ予選ベスト１６）
’14 京都府高校総体男子ブロック  第3位（インターハイ予選ベスト16）

〈男子バレーボール部〉
‘13 京都府高等学校総合体育大会  バレーボール競技　
 男子の部  ブロック  ３位
‘13 京都市立高等学校  バレーボール男女選手権大会  
 男子の部  第３位

陸上競技部は、①社会に出て活躍出来る人間の育成、②体力・精神力の
向上、③競技力の向上を活動理念として掲げています。また、大切にし
ているのが「心・技・体・生活・学習」で、競技力向上のためにはよく言

われる「心・技・体」に加え、それを支えるしっかりとした「生活」・「学習」の充実が必
要であると考えています。この理念に賛同し、近畿・全国大会での活躍としっかりと
した高校生活・学習活動を行え学校生活の中心となる生徒を募集しています。　

陸上競技部顧問　田中  文明

塔南高校野球部は全人教育、高校野球を通じて将来、社会に出て、たく
ましく生きていく力を身に付けることを指導の大きな柱としていま
す。そして目標は当然甲子園出場、甲子園で校歌を歌うことです。まず

はこの目標を一日でも早く達成できるよう、日々充実した練習に取り組んでいます。

硬式野球部監督　奥本  保昭

吹奏楽部・Gryphonsは、「見ている人も、演じている自分たちも感動
できるショウ」作りを目的として、全国大会へチャレンジを続けてい
ます。マーチングをするには、特別な技術や才能は必要ありません。

メンバーとして求められるのは「自分のベストをつくす」こと、そして「他人のベスト
を信じる」ことです。STAFFのアドバイスを信じて練習に取り組めば、すばらしいス
テージと感動が待っています。高校生活とショウ作りに真剣に取り組み、みんなと感
動をともにできるあなたをお待ちしています。

吹奏楽部顧問　髙橋  亮
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陸上競技部 剣道部 ソフトテニス部 演劇研究部

放送部

新聞部 書道部 水泳部

硬式野球部地学部

テニス部

新体操部

女子バレーボール部

男子バレーボール部

吹奏楽部弓道部バトミントン部

女子バスケットボール部 男子バスケットボール部 美術部 華道部・茶道部サッカー部



◎市バス 「塔南高校前」から 西へ徒歩1分
 「吉祥院池田町」から 北へ徒歩3分
 「吉祥院長田町」から 東へ徒歩8分
◎JR西大路駅から 自転車10分（徒歩20分）
◎近鉄上鳥羽口駅から 自転車10分（徒歩20分）
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・ご不明の点については、
　本校企画推進部まで直接
　お問い合わせください。

京都市立 塔南高等学校
〒601-8348　京都市南区吉祥院観音堂町41番地
電話 075-681-0701（代表）   ＦＡＸ 075-682-7107

創　　立　昭和37年11月14日
設置学科　教育みらい科
　　　　　普通科…特別進学コース・普通進学コース

URL http://cms.edu.city.kyoto.jp/tounan/
e-mail tounan@edu.city.kyoto.jp

文武一貫

▲

第1回  学校説明会 ・・・・・・・・・・・・・・・6月13日（土）

▲

オープンスクール ・・・・7月22日（水）～24日（金）
 8月17日（月）～18日（火）

学科の説明／部活動紹介と見学

▲

第2回  学校説明会 ・・・・・・・・・・・・・・・9月19日（土）

▲

部活動体験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月19日（水）

学科の説明／部活動体験または見学／個別相談

▲
教育みらい科授業体験 ・・・・・・・・・・10月10日（土）
教育みらい科独自科目の紹介および授業体験／個別相談　

部活動紹介 
部活動紹介と見学

▲

第3回  学校説明会 ・・・・・・・・・・・・・・11月14日（土）
学科の説明／入試の説明／施設見学／部活見学／個別相談

▲

個別相談会  ・・・・・・・・・・・12月5日（土）・12日（土）

学科の説明／学校生活の紹介／施設見学／部活動見学／
個別相談

Information

平成27年度 学校説明会の日程


