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さらなる飛躍、輝く未来へ。

吹奏楽 日本管楽合奏コンテスト　　 最優秀賞　ブレーン賞
全日本ポップス＆ジャズバンド

グランプリ大会

審査委員長賞

高校部門第２位

吹奏楽部チェコ・ドイツ修学旅行
ベルリンフィルハーモ

ニーホール単独公演

関西マーチングコンテスト　 金賞

硬式テニス 全国選抜高校テニス大会 女子団体出場
全国選抜高校テニス大会

近畿予選
女子団体　６位

全国選抜高校テニス大会

京都府予選
男子団体　３位

女子団体　２位

インターハイ京都府予選 男子団体　３位

女子団体　８位

バドミントン インターハイ出場
男子
ダブルス＆シングルス

全国選抜近畿予選 男子シングルス　第３位

近畿高等学校バドミントン選手権

京都府予選
男子シングルス　優勝

女子硬式野球
全国高等学校女子硬式野球
選抜大会

ベスト４

全日本女子硬式野球

ユース選手権大会
ベスト８

JABA子規記念杯女子硬式野球大会 優勝

女子相撲 国際女子相撲選抜堺大会 中量級　　第３位
全日本女子相撲選手権大会 超軽量級　準優勝

軽量級　　第３位

全国女子相撲選抜ひめじ大会 超軽量級　準優勝　

軽量級　　第３位　

中量級　　準優勝　

京都新聞ジュニア・スポーツ賞 ４名受賞

京都市スポーツ大賞 受賞

柔道 インターハイ出場 女子＋７８ｋｇ級
近畿新人大会京都府予選

　男子－100㎏級 第３位

　女子－63㎏級 第３位

　女子＋78㎏級 優勝　

水泳 近畿大会出場
近畿大会京都府予選

　男子 ２００ｍ 個人メドレー 第３位

　女子 ４００ｍ 個人メドレー 第３位

　女子 ２００ｍ 個人メドレー 第４位

陸上競技 全国高校選抜大会出場 女子三段跳
インターハイ京都府予選

　男子４００ｍＨ 第５位

　女子走高跳 第５位

　女子８００ｍ 第５位

近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

　１年女子走高跳 第２位

女子バレー
ボール 全国私立高等学校選手権大会 全国大会出場

近畿私立高等学校選手権大会 2部　準優勝

女子バスケッ
トボール 京都府高等学校新人大会 第３位

空手道 インターハイ出場 男子個人形
インターハイ京都府予選

　男子団体組手 第３位

　女子団体組手 準優勝

　女子個人形／個人組手 ベスト８

ダンス
第9回日本高校ダンス部選手権
DANCE STADIUM

全国大会出場

平成２８年度クラブ実績平成２８年度クラブ実績

創部初

硬式テニス部　女子団体　全国高校選抜テニス大会　初出場

　第39回全国選抜高校テニス大会（3月 20日～25日／博多の森テニ
ス競技場／団体戦）にテニス部が初出場。女子12名が夢の大舞台に立ち
ました。現地では本番前に、北海道、東北、九州、北信越、近畿の代表校
と試合を行い、真剣勝負をするだけでなく、親睦を深めて「つながり」を
持てたのも生徒の財産となりました。結果は上位進出となりませんでした

が、これまでに大勢の方に応援していただき、ベストを尽くすことができました。
この場をおかりし、御礼申し上げます。
　次の目標は男女アベックで全国上位進出です。応援、よろしくお願いいたし
ます！

１４種目

20年連続



進 路 実 績進 路 実 績

　男子硬式野球部専用の室
内練習場が完成しました。
全国でも数少ない３階建て
の練習場です。１・２階の
フロアは全面人工芝が敷か
れ、ピッチングマシンによ
る打撃練習や、様々なト
レーニングなど幅広い利用が可能です。また、３階のフロアでは投
手４名によるピッチング練習が可能なマウンドを設置し、黒土は夢
の舞台「甲子園」と同じものを鹿児島から取り寄せました。この室
内練習場と滋賀県大津市にある南郷グラウンドを併用することで、
効率的で充実した練習を行っています。「甲子園」を目指し、常に「感
謝」の気持ちを忘れず、皆さまから応援される野球部として全力で
プレーします。

卒業生インタビュー

就　職専門学校

髙
たかぎ

木華
か ほ

穂さん Ｈ29 年3月卒業（栗陵中学校出身）
本家 八ッ橋 西尾 株式会社　勤務

Ｈ29 年3月卒業（四条中学校出身）
早稲田大学教育学部　在籍

京都府医師会看護専門学校 /

京都中央看護専門学校 /

京都医健専門学校 /大原簿記法律専門学校 /

京都建築大学校 /日産京都自動車専門学校 /

京都理容美容専修学校 /京都調理師専門学校 /

京都栄養医療専門学校 /京都コンピュータ学院 /

他

山崎製パン㈱ /コカ・コーラウエスト㈱ /

㈱DNPテクノパック /佐川印刷㈱ /

日本メンテナンスエンジニアリング㈱ /

㈱西利 /京福電気鉄道㈱ /

本家八ッ橋西尾㈱ /かつらぎ瓦斯器具㈱ /

㈱ワールドストアパートナーズ /（福）清和園 /

公務員 /他

　私が高校生活で意識的に取り
組んできたのは、日常の学習を
欠かさないということです。休
日でも自習室が開放され、いつ
でも担任の先生がそばについて
くれていたので、安心して勉強
に集中することができました。
早稲田大学の受験を決意した

きっかけも、担任の先生でした。先生のすすめで、夏
のオープンキャンパスに参加し、大学教授のお話を直
接聴くことができたことは貴重で忘れがたい体験でし
た。これが後の、「絶対に合格したい」というモチベー
ションにもなりました。

　私は現在「本家八ッ橋西尾株
式会社」に勤務しています。八ッ
橋という京都を代表する銘菓を
扱っており、毎日責任感を持っ
て、お客様の喜ぶ顔を思い浮か
べながら仕事をしています。高
校ではバレーボールが中心の生
活でした。部活の引退と同時に

始めた就職活動には不安がありました。でも、学校で実施している
「キャリアアップ講座」を受講し、就職活動に対する心構えや面接
の練習を何度も繰り返ししてもらいました。何回も先生の所に行っ
て練習をするうちに、不安が自信に変わっていった事を思い出しま
す。また、部活動で培った挨拶・礼儀と共に「ビジネスマナー」の
授業で学んだことは、社会に出てからも大いに役立っています。

Ｈ２８年度卒業生Ｈ２9年度入試

１３名国公立
６名早慶上理

１１１名難関私大
４３７名産佛龍近レベル

国公立
　京都大学  　　1名
　大阪大学  　　1名
　東北大学  　　1名
　信州大学  　　2名
　滋賀大学  　　2名
　京都教育大学 　　2名
　愛媛大学  　　1名
　横浜市立大学 　　1名
　静岡県立大学 　　1名
　名桜大学  　　1名

早慶上理
　早稲田大学 　　2名
　慶應義塾大学　 　　3名
　上智大学  　　1名

難関私大
　明治大学  　　1名
　中央大学  　　3名
　法政大学  　　2名
　関西大学  　　8名
　関西学院大学   　　11名
　同志社大学 　 19名
　立命館大学  　67名 

産佛龍近レベル
　京都女子大学    　7名
　同志社女子大学    　4名
　京都産業大学 　124名
　佛教大学  　109名
　龍谷大学  　 81名
　近畿大学  　 18名
　関西外国語大学 　 22名
　京都外国語大学 　 28名
　京都橘大学 　 26名

摂神追桃レベル
　摂南大学  　 27名
　神戸学院大学 　　5名
　追手門学院大学 　　80名
　桃山学院大学   　2名
　大谷大学  　 74名
　京都文教大学 　 28名 
　大阪体育大学 　 11名
　大阪産業大学  　 40名

進 路 実 績進 路 実 績

　3月12日、江戸川女子高校にて行われた「TWICE AWARD」人間ドキュ
メンタリーワーク部門において、本校K特進コースのチームが準グランプ
リを獲得しました。人間ドキュメンタリーワークとは、様々な分野で活躍
した人物の人生を題材に、チームで協力してドキュメンタリーを作成する
プロジェクトです。本校K特進コースでは、4月から「キャリア探究」の
授業の中で4～5人のチームを結成し、ワークに取り組んできました。

「TWICE AWARD」　人間ドキュメンタリーワーク部門　準グランプリ受賞!!

　準グランプリに輝いたのは、アウンサンスーチーについて発表したチー
ム「TYPE A」。チームの代表として発表を行った香

こうやま

山友
とも か

郁さんは、その演
説の巧みさが審査員の方々から絶賛されました。
　人間ドキュメンタリーワークを通して、問題解決力・情報活用力・プレ
ゼンテーション力を養うとともに、歴史に名を残す人物の人生を追うこと
で、自らの進路について考える契機となりました。

阿
あ べ

部力
りき と

斗くん Ｈ29 年3月卒業（四条中学校出身）
早稲田大学教育学部　在籍

　私が高校生活で意識的に取り
組んできたのは、日常の学習を
欠かさないということです。休
日でも自習室が開放され、いつ
でも担任の先生がそばについて
くれていたので、安心して勉強
に集中することができました。
早稲田大学の受験を決意した

きっかけも、担任の先生でした。先生のすすめで、夏
のオープンキャンパスに参加し、大学教授のお話を直
接聴くことができたことは貴重で忘れがたい体験でし
た。これが後の、「絶対に合格したい」というモチベー
ションにもなりました。

Ｈ２７～Ｈ２９年度入試


