島根県立

津和野高等学校
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の魅力

津和野高校の “ 今 ” を表す４つのサイクル。 ツコウから溢れる魅力に触れてみよう！

たくさん、学ぶ

見つけて、挑戦

⦿それぞれの選択に合わせた少人数指導
⦿生徒一人ひとりのやる気に応える添削
指導・個別指導
⦿“自ら学び、自らの可能性を広げる”
高校併設の町営英語塾 HAN-KOH

P7-8
放課後、職員室前での個別指導

⦿カラフルな部活動

⦿進路希望に合わせたコース選択
＞文系／理系コース
＞ビジネスコース
⦿一足早く自立へ向かう寮生活

P8・P9-10・P14・P15-16
希望の進路によって 2 年生からコースを選択

～総合的な探究の時間
⦿課外で取り組む、個人やグループでの
プロジェクトの応援
⦿挑戦しながら、成長できる環境

あなたの
一歩に
寄りそう学校

自分で、選ぶ

1

⦿自分だけのやりたいに出会う、T-PLAN

⦿工夫しながら楽しむ、学校行事

P5-6・P11-12

「総合的な探究の時間」

出会って、つながる
⦿高校に常駐している、魅力化コーディネー
ターによる充実のサポート
⦿地域の多様で面白い、大人との出会い
⦿国際交流などグローバルなつながり

P5-6・P13
トークフォークダンスの 1 コマ
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はこんな学校
池本 次朗

いけもと じろう

3 年生

日々の密度の濃さにきっと驚く
「自分から考えて行動する」ことを受け入れてくれます。
自分から行動すれば、コーディネーターが、地域の魅力的な
人たちと繋げてくれます。総合的な探究の時間【以下、総合
探究】や学校行事でも、自分たちで考えて動く場面が多くあ
ります。津和野高校（ツコウ）に来れば、日々の密度の濃さ
に驚くはずです。

齋藤 陽

さいとう ひなた

3 年生

どんな時でも力になってくれる
県外からも生徒が来ていたり、コーディネーターの方がいた
りするので、他の学校とは違う魅力があります。先生方もと
ても親切で、困った時はもちろん、どんな時でも力になって
くださいます。ぜひツコウに来てください！

桐山 桜

きりやま さくら

2 年生

たくさんの人が寄りそってくれる
自分の「あんなことやってみたい」や「こんなことしてみた
い」に挑戦できる学校です。コーディネーターの方をはじめ、

“ 津和野高校ってどんな学校なんだろう？ ”
先生と先輩たちに聞いてみよう！

宮島 忠史

みやじま ただし

多くの方々が寄りそってくれます。そこから大きなつながり
を築くことができます。ツコウだからこそできる事・学べる
事が、自分にとって貴重な体験になると思います。

校長

豊かで多様な人の厚みが魅力
私たちは、西周や森鷗外をはじめ近代日本の土台づくりに貢献し
た人々が育った町で学べることを誇りに思っています。 この町
の学びの象徴は、江戸時代、四万三千石にすぎない小さな津和野
藩が、大飢饉で厳しい財政状況にあったにもかかわらず、多額の
費用を投じて創設した藩校「養老館」です。 創立から 110 年
を超える歴史を刻んできた津和野高校は、藩校「養老館」の開明
的で好学の気風を、若者の才能と情熱を発掘し、応援する学校の
校風として現代に受け継いでいます。 学校と一体となってあな
たを支える津和野の町と人、公営塾「HAN-KOH」のスタッフや
教育魅力化コーディネーター、そして全国から学びを求めて津和
野高校に集まった仲間など、豊かで多様な人の厚みが津和野高校
の魅力だと自負しています。
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4

藤原 弘行

で見つける

ふじはら ひろゆき

教諭

人と出会い、そして新たな自分と出会う
魅力化コーディネーターと教員がタッグを組み、地域も巻き込みながら進化して
きた総合探究。生徒は体験を通して多様な大人達と対話をしながら、自分の新た
な一面に気付いていきます。さらに“地域の大人達”と“津和野”と繋がり続け
ていく生徒も近年増えています。そんな進化を続けるツコウの総合探究で一緒に
成長していきましょう。

小杉 里紗

こすぎ りさ

2 年生

トークフォークダンスでの出会いがきっかけ
トークフォークダンスの時にもっと話したいと思う方がいて、思いきって後日、
個人的に連絡をとりました。すると、その方を通していろいろな活動や体験をす
ることができ、地域との新たなつながりができました。あの時、思いきって行動
して本当に良かったと感じています。

林 菜生輝

はやし なおき

3 年生

自分で考え、行動するようになった
総合探究で「行動力」を得ることができました。自分がやりたいプロジェクトを
選択し、実行するという仕組みにより、自分で考え、行動するようになりました。

生徒と同じ人数の大人がツコウに来校。やりたいこと、将来のことについて１対１で語り合ったトークフォークダンス。

そしてこれは、僕が個人的に進めている「石見神楽の英訳プロジェクト」にも役
立っています。総合探究は、いろいろなことに挑戦できる場であり、たくさんの
得られるものがあります。ここで得たものを、これからの進路や将来に向けて役

T-PLAN では、自分がワクワクできる様々な体験をして振り返ります。
このサイクルを繰り返す中で、自分を理解し、新たな可能性を広げていきます。
ツコウであなただけの “ やってみたい ” に出会いませんか！？

T-PLAN ～総合的な探究の時間～
〇地域の資源・人材を活かした選択制体験講座
〇大人と 1 対１の対話体験
〇個々の興味・関心のあるテーマについての探究活動
〇ふりかえりの蓄積
〇学びの表現と自己理解
▼ツル科の植物でカゴ編み

▼韓国語を学ぶプロジェクト

立てていきたいと思います。

自分で取り組むプロジェクト活動
「総合的な探究の時間」などで発見した “ やりたい ” や “ 問題意識 ” から、
課外の時間を使って生徒自身がさまざまな実践を行っています。

▼牛に会いにいこう

ほりた ゆいこ

堀田 結子（3 年生）

やまもと は る と

山本 遥斗（3 年生）

源氏巻マップの作成
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私たちは、津和野の活性化を目的に“源氏巻マップ”を
作成しました。源氏巻の魅力を手描きのマップでアピール
するとともに、私たち高
校生や学生に限らず、地
域の方々や 観 光客を繋
げるきっかけを作りたい
と考えています。

いけだ しおり

池田 詩織（3 年生）

しみず

み

か

清水 美夏（3 年生）

アスギミックプロジェクト
「明日の私たちが挑戦するきっかけをしかける」という
思いを込めて活動しています。活動内容は、オトナと
ツコウ生が対話する場をつくることです。実社会で生
活するオトナと出会い、様々なことについて考えるきっ
かけとなる場です。
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左側面

の学びスタイル

ハ

ン

コ

ウ

町営英語塾 HAN-KOH
島根県立津和野高等学校後援会
右側面

島根県立津和野高等学校後援会

町営英語塾 HAN-KOH は津和野町が運営する創設 7 年目の公営塾です。津和野高校の生徒と町内２つの中学校の生徒
を対象に講座を実施しています。英語学習にとどまらず、留学支援、総合型選抜入試・学校推薦型選抜入試、マイプロジェ
クトへの協力など高校とタッグを組んで皆さんの「やりたい・なりたい」を支援して多くの実績をあげています。最近
ではオンラインによる大学生交流、様々なワークショップへの参加のほか、町内有志によるワークショップの会場利用
など、塾活用の幅も広がって多くの出会いの場とＩＣＴ活用体験の場となっています。

学びのスタイルは一人ひとり違ってあたりまえ。
多様な学びのスタイルや、どんなサポートがあるのかを見てみよう。

多久和 恵美子

たくわ えみこ

教諭

津和野ならではの学びの機会「鷗外学習」
明治を代表する文豪森鷗外は、津和野の大先輩であり校歌にも名前
が出てきます。津和野高校では国語の授業で「鷗外学習」として地
元の森鷗外記念館を見学したり、記念館から講師を招き、鷗外作品
の魅力を歴史的背景とともに学んだりします。教科書の一部だった
文豪や文学作品が、学習を通して身近に感じられる、津和野ならで
はの貴重な機会です。

河内 径

こうち こみち

青木 えみ

あおき えみ

に追加問題をもらい、添削指導を受けることで学力の向上に励んで

さくらい はるな

2 年生

勉強する習慣が身につく

私は HAN-KOH で、人と関わる機会が多くなりまし

HAN-KOH の先生は、様々な経験がある方ばかりなの

た。たくさんの人と関わっていく中で、自分の興味の

で、仲良くなることが HAN-KOH を有効に活用できる

あるところへ踏み出す勇気が出るようになりました。

方法だと思います。また、ほぼ毎日通うことによって、

HAN-KOH は“学習する場”であると同時に、“人と

勉強する習慣が身につきました。
「英語」というもの

つながり、自分の可能性を広げられる場”でもあると

に苦手意識を持っている人でも楽しめるような講座も

思います。

あります。ぜひ HAN-KOH へ！

希望の進路によって２年生からコースを選択。
３年次の選択授業も多彩で、就職から国公立大学への進学まで、

自分のスタイルで勉強を進められる
や放課後も納得のいくまで丁寧に教えてくださいます。僕は、個別

櫻井 晴菜

自分の可能性を広げられる場

2 年生

授業が少人数で行われるため、気軽に先生へ質問ができ、休み時間

2 年生

選択
コース

どんな進路にも対応しています。
１年次

います。先生との距離が近く、自分のスタイルで勉強を進められます。
共通

２年・３年次

卒業後

ビジネス

就職・専門学校等

文系

文系大学・短大・専門学校
（医療系を含む）等

理系

理系大学

※各学年８０名の定員を３クラスに編制して、少人数指導に力を入れています。
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のソノサキ

生徒が目標を達成するための徹底した指導体制。
生徒のやる気にとことん付き合う教師陣！

進

平成 30 年度～令和元年度

ツコウで学んだ先輩たち。
どんな経験や成長をしたのか、じっくり読んでみよう！
長田 輪

ながた りん

1.
2.
3.
4.
5.

学

入試方法に合わせた少人数での講座の実施
今、求められる力の向上を目指す総合的な探究の時間
町営英語塾 HAN-KOH との連携によるきめ細かな指導
大学の出前講座などで進路意欲の向上
生徒一人ひとりのやる気に応える添削指導
大学・立命館アジア太平洋大学など

進路先

［国公立大学］東京大学・和歌山大学・島根大学・岡山大学・

［短期大学］東京立正短期大学・美作大学短期大学部・

山口大学・高知大学・九州大学・長崎大学・宮崎大学・

広島文化学園短期大学・山口学芸短期大学・山口短期大

島根県立大学・下関市立大学など

学・香蘭女子短期大学・福岡こども短期大学など

［私立大学］中央学院大学・和洋女子大学・國學院大学・

［専門学校・大学校］浜田医療センター附属看護学校・

中央大学・法政大学・東洋大学・立教大学・新潟医療福

石見高等看護学院・島根県歯科技術専門学校・リハビリ

祉大学・人間環境大学・大谷大学・京都産業大学・京都

テーションカレッジ島根・出雲医療専門学校・浜田准看

女子大学・京都精華大学・京都橘大学・立命館大学・龍

護学校・島根県立東部高等技術校・山口コアカレッジ・

谷大学・近畿大学・大阪国際大学・阪南大学・関西福祉

山口コ・メディカル学院・山口理容美容専修学校・山口

大学・神戸学院大学・奈良大学・吉備国際大学・倉敷芸

調理製菓専門学校・YIC 公務員専門学校・公務員ゼミナー

術科学大学・美作大学・広島工業大学・広島経済大学・

ル山口校など

広島修道大学・広島文教大学・安田女子大学・九州共立

（和歌山大学観光学部 2 年生）：平成 30 年度卒業

挑戦することで自分自身に自信を持てた

その他
就職 2％
16％

Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？
私は、ツコウ生活や部活動を通して、興味を持ったことや、やりたいと思ったことには挑戦す
るようにしていました。その経験から、自分の強み・弱みや興味のある分野などを知り、自分

専門学校
29％

自身に自信を持てるようになったことが成長したところだと思います。
Ｑ．ツコウで得られた学びや経験の中で、進路先で役立っていることを教えてください。
大学では、観光業や地域活性化について学んでいます。ツコウは地域に開かれた学校なので、

大学
46％

短期大学
7％

町内外の様々な人との交流を通して視野が広がり、たくさんの経験から自信がつきました。こ
のことに加えて、実際に地方の観光地である津和野で過ごした経験も、大学での学びを深める
時に役立っています。

平成３０年度～令和元年度

栗田 雅也

（株式会社ユニクロ

くりた まさや

：平成 30 年度卒業
カスタマーセンター）

ビジネスコースで、就職希望の生徒は 100％の就職実績！

「挑戦＝失敗」ではなく、「挑戦＝学び」と考え方が変化
Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？

挑戦でしか学ぶことができないことがある、ということを知ることができました。元々マイナ

進路先の割合

就

1. “津高生は真面目である”と、企業からの厚い信頼がある
2. 就職に有利な資格を取得している
3. 偏りのない幅広い職種・業種から多数の求人があり、自分の適性

職

ス思考だった私は「挑戦＝失敗」と考えてしまい、なかなか一歩が踏み出せずにいました。学

や希望に合わせて出願できる

校行事・部活動での三年間を通して、
「挑戦＝学び」と取り組みへの考え方が変わったことが
私の成長です。
Ｑ．ツコウで得られた学びや経験の中で、進路先で役立っていることを教えてください。
先生方やコーディネーターの方々から思いやりの心を学んだことが、勤務先で役立っています。
津和野で育んだ思いやりの心が、カスタマーセンターの一員としてお客様に寄り添った対応を
心がけることや、
「お客様に感動を与えること」という目標に繋がっていると思います。日々
の業務の中でも、津和野でお世話になった方々に感謝しています。
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平成 30 年度～令和元年度

就職先

［官公庁］海上自衛隊・航空自衛隊・陸上自衛隊・大田市役所・益田市広域消防・山口市環境衛生整備員など
［企業］大見工業株式会社・企業警備保障株式会社・株式会社内村電機工務店・美容室フィッシャーマン・株
式会社萩城観光ホテル・株式会社ユニクロ・株式会社タカキベーカリー・株式会社ヤマダ電機・日本郵政株式
会社・養老乃瀧株式会社など
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の学校行事

鍛錬行事

津和野高校には、めずらしい学校行事がたくさんある。
楽しんでいるツコウ生の姿を見てみよう！

津高祭
津和野高校最大のイベントである津高祭は、文化祭
と体育祭を連日開催する学校行事です。

鍛錬行事 〈萩から津和野を歩く〉

年間行事

津和野高校の大きなイベントの一つ。
“学び”と“歩き”を２

4月

●始業式 ●入学式 ●宿泊研修（1 年生）
＊流鏑馬神事

5月

●生徒総会 ●中間考査 ●総体壮行式
●県総合体育大会
＊お田植え祭

6月

●県総合体育大会 ● JAM ●期末考査

7月

●球技大会 ●終業式 ●夏期補習
＊鷺舞神事 ＊つわの鯉・恋・来いまつり

8月

●オープンスクール ●始業式
●津高祭

9月

●津高祭 ●鷗外講座 ●中間考査

10 月

●鍛錬行事 ●オープンスクール

11 月

●期末考査

12 月

●期末考査 ●冬期補習（1・2 年生）
●終業式

日に分けて開催し、萩から津和野までの約 47.5 ｋｍの道のり
を歩きます。
正直とてもキツいですが、保護者や先生方、地域の方々への感
謝、そして一緒に歩く仲間たちとの絆を感じられる、津高生イ
チオシの行事となっています。

文化部合同公演 JAM
合唱部、吹奏楽部、美術部が合同で開催する音楽イベント。
地域の人との交流の場にもなっています。

球技大会 （年 2 回開催）
バレーボールやバスケットボールなどをクラス対抗戦
で行います。各クラスが一丸となり、熱戦を繰り広げ
ます。ツコウが歓声と歓喜に包まれるアツイ一日とな
ります。

1月

●始業式 ●学年末考査（3 年生）

2月

●学年末考査（1・2 年生）

3月

●卒業式 ●球技大会●終業式
●入学予定者登校日
津高祭での生徒による石見神楽の公演
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＊は地域行事
注）新型コロナウイルスの影響により、すでに変更されたものも掲載しています。今後も行事予定・地域行事の変更の可能性があります。
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セカイとつながる

の寮生活

〇アメリカの高校生と交流
昨年７月に、アメリカのケンタッキー州にあるバラード高校の生徒 9 名が津和野町へやって来ました。
津和野高校には２日間来校し、校内球技大会でのバレーボールのエキシビジョンマッチや、折り紙な
どを通して交流しました。最初はお互いに緊張した様子でしたが、言葉以外のコミュニケーションツー
ルもフル活用して交流する中で、笑顔が溢れる楽しい時間となりました。

ひとつひとつの出会いから、
新たなつながりと交流が生まれています。
〇中国の高校生と交流
昨年 12 月に、日中植林・植樹国際連帯事業と
して、中国の四川省・重慶から 30 名の高校生
が来校しました。中庭に月桂樹を植樹し、授業
や部活動、茶道体験などを通して交流しました。

村田 真生 むらた まさき 2 年生

異文化交流で生まれた絆
中国の高校生と交流している時に、文化の違いや感覚の違いに気づく瞬間がいくつかあ
り、これが異文化交流なのだと肌で感じました。交流した時間は決して長くはありませ
んが、私たちの間には確かに絆が生まれていました。今でも SNS で繋がっている高校生
もいます。この絆がこれからも続いていけば良いなと心から思います。

全国から集まる、
個性豊かな生徒が暮らす
「つわぶき寮」
。
寮生活を、感じてみて！

高校から徒歩 1 分のつわぶき寮では、島根県出身者 32 名、県外出身者 34 名、計 66 名の津高生が生活してい
ます（2020 年 4 月現在）
。進学に向けて学業に励む生徒、地域の社会活動に参加する生徒、甲子園を目指す生徒、
春高バレー出場を目指す生徒等、それぞれが自分の夢に向かって、互いを認め合い、協力しあいながら自立した
生活を送っています。
また、バーベキューなどのさまざまなイベントも行い、寮生同士の親睦や地域との交流を深めています。
寮で仲間と出会い、自分を磨き、感謝する気持ちを育てながら、充実した「ツワノ暮らし」をしてみませんか。

○施設（定員：男子 36 名、女子 36 名、計 72 名）
居室

池田 理葵 いけだ りき 2 年生
フィンランドへ留学（2019 年 8 月～ 2020 年 3 月）

日本や世界を新しい目線で見れた
フィンランドでは学校のシステムが日本と大きく異なり、大学のように授業を自分で選
ぶことができ、パソコンを使って授業を受けられたり宿題を出したりします。その分、
自由で自主性が重要になると気付きました。また普段の暮らしの中では良い面ばかりが
見えるわけではなく、その国の問題点を知ることで、日本や世界を新しい目線で見るこ
とができました。そして、普段身近にあるものがないと感じた時に、日本が恵まれてい
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ることを改めて実感しました。だからこそ留学はとても良い経験になると思います。

定員 - １部屋４名

全室冷暖房完備

個別学習机・ベッド・本棚・収納棚あり
○寮費
入寮時：5,000 円

毎月寮費：35,000 円

○寮のイベント
球技大会、バーベキュー（地元の人と実施）
、天文台見学、
クリスマス会、映画鑑賞ツアー、津和野町内の美術館見学、
地元のほたる祭りに参加 など
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バレーボール部

の部活動

目指せ全国大会！
私たちと一緒に充実し
た高校生活を！

し ま だ さき

島田 咲

部活動に全力で取り組むツコウ生たち。
放課後、どんな活動が行われているのか
イメージしてみてください。

野球部

合唱部

陸上競技部

きついこともありますが
その分やりがいのある部
活です。一緒に甲子園を
目指しましょう！

美術部

一緒に楽しく
歌いましょう !
音楽が好きな人は
ぜひ !!

自由に
活動しています。
誰でも歓迎です！

切磋琢磨しながら
日々目標に向かって
頑張っています！
お

だ

なのは

かくの

小田 夏 羽

吹奏楽部
みやじま た け し

ほりた

宮島 孟 史

ソフトテニス部

卓球部

ぜひツコウに来て
一緒にテニスを
しましょう！

ゆいこ

堀田 結 子

グローカルラボ

私たちと一緒に
音楽を楽しもう !!
初心者大歓迎です !

み

り

角野 未莉

地域の中で多彩な
活動ができます！

～卓球旋風～
一緒に楽しく卓球
しましょう！

いとが はなみ

いけもと じ ろ う

糸賀 花実

池本 次 朗

※野球部、バレーボール部は、津和野高校のシンボルスポーツとして位置づけています。
ふじい

けんと

むらた かづき

藤井 健 人

村田 香月

弓道部

空手の活動もあるよ！
初心者大歓迎です !!
少しでも興味のある方
はぜひ来てね！

（社会体育）

【全国大会出場の記録】
【野球部】
第７２回全国高等学校野球選手権大会
（夏・甲子園）出場（平成 2 年）
【弓道部】
全国高校弓道選抜大会（平成 3 年）
全国高校弓道選抜大会（平成 24 年）
【合唱部】
全国合唱コンクール第 3 位（平成 2 年）
第 11 回国民文化祭とやま ’96（平成 8 年）
全国高校総文祭福岡大会（平成 13 年）
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わたなべ

渡辺 あん

全国高校総文祭青森大会（平成 17 年）

全国高校総文祭島根大会（平成 19 年）
全国高校総文祭長野大会（平成 30 年）
【空手】
全国高等学校総合体育大会
（平成29年～令和元年）
全国高校空手道選抜大会（平成 27 年・令和元年）
【かるた】
全国高校総文祭（平成 22 年〜 24 年）
【将棋】
全国高校総文祭三重大会（平成 21 年）
全国高文連将棋新人大会（平成 23 年）

【囲碁】
全国高等学校囲碁選抜大会（平成 29 年）
【ビブリオバトル】
全国高校ビブリオバトル 2017 ゲスト特別賞・
3 位相当（平成 29 年）
【マイプロジェクトアワード】
全国高校生マイプロジェクトアワード 2017

全国

Summit ベストラーニングアワード（平成 30 年）
【弁論】
全国高校総文祭長野大会（平成 30 年）

全国高等学校将棋選手権大会（平成 23 年）
全国高等学校将棋竜王戦（平成 23 年）
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基礎情報

【学費について】（令和元年度入学生のものを参考として掲載しています）
島根県津和野町

項目		
入学

費用

備考

		 ¥5,650

授業料				

¥118,800

教科書			

保護者の収入状況によっては納入不要 ( 月割 )

¥21,419

文教の郷で学ぶ。

学生服タイプ			

¥39,580		

中学時代の学生服が適合、使用できれば不要

セーラー服タイプ			

¥38,980		

卒業生から譲り受け使用できれば不要

石見の小藩・津和野藩は人材づくりこそ周囲の諸藩に対

学生服附属品 ( 学生服タイプ )

¥1,800

抗する術と考え、藩校・養老館を置き、近代日本の各方

学生服附属品 ( セーラー服タイプ )

¥2,980

面で先駆的な人々を輩出しました。

上履き 			

¥1,300

にし

津和野高校の前身であるこの養老館で学んだ森鷗外や西

体操服 				

あまね

周の高潔な意志と情熱は、今もその後輩である津高生の

昨年度の入試日程
募集要項発表

令和２年 1 月 9 日㊍～ 15 日㊌
令和 2 年 1 月 21 日㊋推薦選抜

※１参照
推薦選抜願書受付
※２参照

令和 2 年 1 月 30 日㊍～ 2 月 4 日㊋一般選抜願書受付
令和2年2月12日㊌～2月14日㊎一般選抜出願先の変更受付
令和 2 年 3 月 5 日㊍・6 ㊎

一般選抜学力検査等

令和２年 3 月 12 日㊍合格発表
※ 1 今年度の入試日程や入試の詳細に関しては、11 月頃
に発表される募集要項をご覧ください。ホームページなどに
も掲載の予定です。
※ 2 学業や部活動等の実績や社会活動への意欲をもと
に選抜します。

【身元引受人について】
県外から島根県の公立高校を受検する場合、島根県内に
居住している身元引受人が必要です。津和野高校の場合は、
学校側で地域の方に身元引受人をお願いしておりますが、
必ず事前に本校に来ていただく必要があります。まずはご
相談ください。

【説明会等の日程】
・令和 2 年８月 20 日㊍

第 1 回オープンスクール

・令和 2 年 10 月 17 日㊏ 第 2 回オープンスクール
・令和 2 年 7 月頃

		

		
・令和 2 年秋頃

		

		

¥135,003 		

科目選択により、1,000 〜 2,000 円の差があります

【アクセス】

【入試について（参考）】
令和元年 11 月

¥18,460

PTA 会費他諸会費 		

心に受け継がれています。

地域みらい留学フェスタ
（オンライン開催予定）
地域みらい留学フェスタ
（形式未定）

※新 型コロナウイルスの影 響により日程等が 変更となる
可能性があります。
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分割納金

Q1

バス

島根県外の公立高校との併願ができますか？

▶▶ 島根県の公立高校に出願するにあたっては、島根県
外の公立高校に出願していないことが条件となります。島
根県の公立高校への出願が推薦選抜だけで内定が得られ
なかった場合は、日程によっては島根県外の公立高校への
進学も可能です。
Q2

飛行機

JR

【よくあるお問い合わせ】

津和野高校のカリキュラムの特色は何ですか ?

▶▶ 多様な進路に対応したカリキュラムである他、
「総合的
な探究の時間」では、地域の方など学校外の方を講師に
招いて「煎茶道体験」
「ドローン×プログラミング」
「鋳物づ
くり体験」など多様な体験や大人との出会いを通して、自
分の可能性を広げてくれる材料がたくさんあることを体感し
ていきます。
Q3 県外生の場合、年間で何回くらい保護者の来校が必
要になりますか？
▶▶ 出願前は、少なくとも一度、津和野にお越しいただき、
学校や寮の様子をご自分の目で見てください。合格発表以
降は、
3 月下旬の入学予定者登校日、
4 月の入学式
（入寮式）、
7 月と 12 月の保護者面談にお越しいただくことになります。

❶東京駅

松江駅
2 時間 50 分

❷新大阪駅
❸博多駅
新山口駅
1 時間

津和野

浜田駅
1 時間 10 分

益田駅
40 分

津和野

羽田空港

東京駅

1 時間半

萩・石見空港

❶大阪
（梅田）
❷神戸
（三宮）

13 時間

15 分

益田駅
40 分

津和野

湯田温泉

8 時間

50 分

津和野
●津和野駅から津和野高校まで徒歩約 20 分

【町営英語塾 HAN-KOH】
津和野藩が幾多の人材を輩出した藩校養老館の精神を現
代に受け継ごうと、津和野町が高校敷地内に開設している
塾です。高校生をはじめ、町内の中学生を中心に英語の他、
海外留学の支援、国際交流、地域貢献活動など幅広い活
動を支援しています。
詳しくは HAN-KOH のホームページをご覧ください。
▶▶ http://hankoh-tsuwano.com/
▲令和元年 4 月に完成した津和野高校の新職員室「センセイオフィス」。先生同士はもちろん、生徒のみなさんとのコミュニケー
ションを円滑にするための工夫がいっぱいです。ぜひ積極的に活用してください。
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津和野高校オープンスクール日程

第1回
第2回

8 月 20 日㊍
令和 2 年 10 月 17 日㊏
令和 2 年

※新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。

島根県立 津和野高等学校
〒 699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ハ 12-3
☎ 0 8 5 6 - 7 2-0 1 0 6

f ax 0 8 5 6 -7 2 -0 3 2 9

www.tsuwano.ed.jp

