
津和野高等学校島根県立

学校案内 
2 0 2 2

〝やってみたい〟を〝やってみる〟にする学校



▲「トークフォークダンス」の 1 コマ

の魅力の魅力

▲「全国高校生マイプロジェクトアワード 2020 島根県 Summit」の様子

▲小学生対象イベント「喜多屋ウイーク」でのボランティア
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津和野には、好奇心のタネがたくさん。
出会いが心を変え、人生を変える。 
津和野高校で、知識、経験、創造力を、豊かに伸ばしませんか。
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あなたの一歩に
　　　　　   寄りそいます。



はこんな学校はこんな学校

宮島 忠史 みやじま ただし 校長
豊かで多様な人の厚みが魅力
私たちは、西

にしあまね

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、若者の才能を発掘し応援する校風と
して現代に受け継いでいます。新学習指導要領実施にともない、
本校の特色の１つである探究学習の成果を引き継ぎ、さらに発
展させるために「探究コース（仮）」を設けました。また、一般
財団法人「つわの学びみらい」が核となり、津和野の町や人が
学校と一体となって生徒一人ひとりを支えます。そのような豊
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。

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

藩校「養老館」とツコウ生
藩主亀井氏 8 代矩

のりかた

賢が、天明 6 年（1786）に創設した津和野藩の藩校「養老館」。
創設当初は儒学を主として漢学、医学、礼学、数学、兵学などの学科が設けられ
ました。その後、11 代茲

こ れ み

監は嘉永 2 年（1849）に新たに国学や蘭医学の学科を
設置。規模を拡大するともに人材育成に力を入れました。 3 



松浦 幸美 まつうらこうみ 3 年生
「やりたい！」が実現できる高校

津和野高校は、「やりたい！」が実現できる高校です。自分
のやりたいこと、挑戦したいことをぜひ誰かに伝えてくださ
い。そうすれば、必ず助けてくれるし、一緒に頑張ってくれ
る人がいます。私達と一緒に「やりたい！」を実現しませんか。

木原 雛子 きはらひなこ 2 年生
きっかけや刺激を与えてくれる
津和野高校では、授業で様々なことが体験でき、「これ面白い！」「興味あるか
も⁉︎」など、これからのきっかけをたくさん与えてくれます。授業以外でも、「自
分からやってみよう！」という生徒が多いので、周りの友達からも良い刺激が
もらえ、自分の「やりたい！」が見つかると思います。

佐藤 舞紘 さとうまひろ 2 年生
価値観を 180°変える３年間

「あたりまえ」を疑ったことはありますか？
今までの常識を更新し続ける毎日がツコウにはあります。全国各地からツコウ
へ進学してきた仲間たちと、時をともにする３年間を味わってみて下さい。振
り返ったときに確かな成長を感じることができるはずです。

▼藩校「養老館」前
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で見つけるで見つける

中島 結菜 なかしまゆいな 2 年生
地域の方と関わることで
新しい学びや発見が！
1 年生では、「ブリコラージュゼミ」
という地域の方に協力してもらう
選択制講座があり、普段の学校
の授業ではできないことを体験し
ました。地域の方と関わることに
よって新しい学びや発見があり、
私の学校生活の中で貴重な経験と
なりました。

T-PLAN（総合的な探究の時間）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！？

川上 春生 かわかみはるき 2 年生
様々なことにチャレンジ
するきっかけに
T-PLAN では、地域のいろいろな
方々と関わることができます。ブ
リコラージュゼミで、津和野町の
良いところや課題を見つけること
ができました。これをきっかけに
町のためにしてみたいことが見つ
かり、様々なことに挑戦していこ
うと思っています。

▲選択制講座ブリコラージュゼミ「牛に会いに行こう」

T-PLAN ②

大人と
１対１の
対話体験

T-PLAN　1 年生

地域の資源・
人材による選択制講座

T-PLAN　1 年生

大人と１対１の対話体験
トークフォークダンス
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山本 瞭世 やまもとあきよ 3 年生
フィールドワークと論文
執筆

「鷲原八幡宮に見る幕末と明治時代
の神社整理政策の影響」を研究しま
した。先行論文を読みこなすのは大
変でしたが、フィールドワークの結
果とともに論文をまとめ上げていく
のはとてもよい経験になりました。

原田 想太 はらだそうた 3 年生
町長の前でプレゼン発表
私が参加したプロジェクトでは、初
対面の地域の大人の方に相談・協力
してもらったり、町長の前でプレゼ
ンをしたり、貴重な体験ができまし
た。やりたいことに挑戦する中で、
話す力が自然とついたと思います。

廣瀬 彩菜 ひろせあやな 3 年生
居心地のよい空間づくり

「まちのオフィス Q+」という、高校
生やまちの人たちといった様々な方
が利用できる居心地のよい空間をつ
くるお手伝いをしました。高校生目
線で意見を出したり、その場所にど
うしたら人が来てくれるかを考えた
りしました。たくさんの方と関われ
る空間になっています。

和田 莉綾 わだりあ 3 年生
海洋プラスチック問題へ
の取組
実際に海に行き現状を把握し、小学
校で授業をしたり、津和野川のごみ
拾いをしたりしました。このプロ
ジェクトを通して責任感や行動力が
つき、普段から環境問題について考
えるようになりました。

津和野は「まち全体が学びの場」 ツコウ生の「やってみたい」から始まったプロジェクトは、
学校・授業の枠を超えて、まち全体に広がっています。

▲津和野の製茶業「秀
しゅうすいえん

翠園」と新商品を共同開発  ▲教育委員会や地域有志と小学生向けイベントを企画

T-PLAN　2 年生

個々の興味関心による
探究・プロジェクト活動

T-PLAN　全学年

ふりかえり・学びの表現
自己理解

 6 



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。

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
ツい一日となります。

鍛錬行事〈萩から津和野を歩く〉

の学校行事の学校行事

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

津和野高校の大きなイベントの一つ。“学び ”と “歩き ”を２
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、ツコウ生イチオシの行事となっています。

鍛錬行事

球技大会（年 2 回開催） 

文化部合同公演 JAM
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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、行事予定・地域行事の変更の可能性があります。

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。

▲津高祭での生徒による石見神楽の公演

●始業式 ●入学式
＊流鏑馬神事

●生徒総会 ●中間試験 ●総体壮行式 
●県総合体育大会
＊お田植え祭

●県総合体育大会 ● JAM ●期末試験

●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

●オープンスクール ●始業式

●津高祭（文化祭）（体育祭）
●鷗外講座 ●中間試験 

●中間試験 ●オープンスクール

●鍛錬行事 ●期末試験

●終業式

●始業式 ●学年末試験（3 年生）

●学年末試験（1・2 年生）

●卒業式 ●球技大会 ●終業式 
●入学予定者登校日

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

年間行事（令和 3 年度）

津高祭
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部活動に全力で取り組むツコウ生たち。
放課後、どんなドラマが起きているのだろう。の部活動の部活動

※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。

①

加藤 大雅 かとうたいが　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！

岡﨑 大真 おかざきだいしん

～卓球旋風～　一緒に楽しく卓球しま
しょう！

中島 香実 なかしまこうみ

部員全員ツコウで弓道始めました！
一緒に弓道しませんか？

森屋 省吾 もりやしょうご

切磋琢磨しながら日々目標に
向かって頑張っています！

村上 エリナ むらかみえりな

ツコウソフトテニス部しか勝たん！　
ぜひ来てください！

野球部

陸上
競技部

弓道部

卓球部

ソフト
テニス部
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【全国大会出場の記録】
【野球部】
H 2 第７２回全国高等学校野球選手権大会
 （夏・甲子園）出場

【弓道部】
H 3 全国高校弓道選抜大会 
H24 全国高校弓道選抜大会

【合唱部】
H 2 全国合唱コンクール第 3 位
H 8 第 11 回国民文化祭とやま’96
H13 全国高校総文祭福岡大会
H17 全国高校総文祭青森大会

H19 全国高校総文祭島根大会
H30 全国高校総文祭長野大会
【空手】
H29～R1　全国高等学校総合体育大会
H27 全国高校空手道選抜大会
R1 全国高校空手道選抜大会

【かるた】
H22～24　全国高校総文祭

【将棋】
H21 全国高校総文祭三重大会　
H23 全国高文連将棋新人大会
H23 全国高等学校将棋選手権大会　

H23 全国高等学校将棋竜王戦　
【囲碁】
H29 全国高等学校囲碁選抜大会

【ビブリオバトル】
H29 全国高校ビブリオバトル 2017
 ゲスト特別賞・3 位相当

【マイプロジェクトアワード】
H30 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
R 2 全国高校生マイプロジェクトアワード 2020
 全国 Summit

【弁論】
H30 全国高校総文祭長野大会⑦

知念 陽菜 ちねんひな　島根県チャンピオンへ！！私たちと本気で勝ちにいきましょう！

神林 究 かんばやしきわむ 

ここでしかできない活動を
しませんか？

　城市 恵里花 じょういちえりか

自由に楽しく活動しています！
絵が好きな方・上手くなりたい
方はぜひ！

桐山 桜 きりやまさくら

みんなで音楽を奏でよう！誰でも大
歓迎です！

櫻井 初花 さくらいういか 

今年はなんと混声合唱！！　日々、チャレン
ジの連続です。ぜひ一緒に歌いましょう！

バレー
ボール部

グローカル
ラボ

美術部

合唱部

吹奏楽部
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○�下宿先軒数（2021年 4月現在）：全7軒（各下宿の規
模1人〜 6人）

○�下宿の立地：高校から徒歩約 3分〜遠いところで自転
車で約15 分

○�居室：各部屋定員1名（個室）、和室／洋室の約 4.5
畳〜 8畳、机・椅子あり（下宿先によって異なります）

全国的にも珍しい高校生の下宿生活では、その地域に入り込み、津和野ならではの暮ら
しを体験することができます。地域の生活に触れることで、津和野の町を、人を深く知る。
その経験を通して、地域や社会の見方が少し変わるかもしれません。地域で生活すると
いう貴重な経験から、自分が育った環境とは異なる多様な価値観を認め合う力を身につ
けてください。あなたはどんな「つわの暮らし」をしてみたいですか？

下宿

のセイカツのセイカツ

中村さんの家
《中村さん》 
小さい畑があり家庭菜園をしています。一緒に畑仕事を手伝っ
てくれる方大歓迎 ！！ 　家族の一員としてお迎えしています。
《生徒》
3 年次に寮から下宿に移りました。部活の大会の時はお手
製のおにぎり、テスト期間中には夜食の差し入れがとても助
かります。家族のように応援してくれるあたたかい下宿です。

谷口さんの家
《谷口さん》
野菜ソムリエの資格を持っており、野菜中心の食事を提供して
います。一緒に野菜を（自然薯なども）育てたり、その野菜を
料理したりして、充実した高校生活を過ごしてもらえたらと思い
ます。
《生徒》
下宿は、町の人たちの暮らしの中に入っていきたいと考えてい
る人には向いていると思います。寮とは違い自分でしなければ
ならないことも多いので、将来の一人暮らしの練習ができます。

○下宿費　毎月：60,000 〜70,000 円程度
＊食費・光熱費込（各下宿によって異なります）
＊津和野町からの補助もあります。
＊寮の食事を利用する下宿もあります。

下宿の概要
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高校から徒歩 1 分のつわぶき寮では、島根県出身者 33 名、県外出身者 37 名、
計 70 名の津高生が生活しています（2021 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
し合いながら自立した生活を送っています。
また、寮生球技大会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、充実した寮生活をしてみませんか。

○施設 （定員：男子36 名、女子36 名、計72名）
　居室　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
　（＊2021年現在。次年度以降、変動もあります。）
○��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

○入寮希望者が定員を超過したときは、抽選になります。

つわぶき寮

寮生からのメッセージ
・�先輩がやさしく、和気あいあいとしています！球技大会など寮
の独自のイベントもあり、充実した毎日です。自分ですること
が多く、大変なこともありますが、自立への一歩になると思い
ます。

・�個性豊かなルームメイトに囲まれています。徒歩１０分圏内に
コンビニ、スーパー、ホームセンターがあり、普段の買い物に
は困りません。自習時間などが決まっているため、生活リズム
も整います！

つわぶき寮の概要
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中川 真由子 なかがわまゆこ 3 年生 
自分に合った学びのスタイルを見
つけよう
授業時間以外でも、昼休
憩や放課後を使って添削
指導を受けることができ
ます。基礎から応用、さ
らには英検対策まで、自
分が補強・強化したい分
野を先生方がサポートし
てくださいます。自分に
合った学びのスタイルを
見つけ、希望する進路の実現に向けて頑張っ
てみませんか？

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。

の学びスタイルの学びスタイル

吉田みずほ よしだみずほ  教諭 
少しずつ形になり、深まる成長の機会
生徒の様々な「やってみたい！」は、 多くの人と対
話をしながら活動をするうちに少しずつ形になり、
活動を重ねるたびに形を変えながら深まっていくよ
うに思います。この活動がきっかけで他の活動や学
習にも積極的に取り組めるようになるなど、探究活
動は生徒の成長の絶好の機会になっています。

※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。
※コース名等は仮称のため、変更の可能性があります。

選択
コース

１年次

共通

総合
（現 ビジネス系）

２年・３年次

就職・専門学校・短大
文系四年制大学等

理系四年制大学等

 目標とする進路先

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、
どんな進路にも対応しています。

文系四年制大学等

自然科学
（現 理系）

探究
（現 文系）

宅野 貴紀 たくの たかのり 2 年生 
学びのスタイルが多様
地域の職場体験や地域の大人との対話を通し、
幅広い年齢の人との交流
に繋げていけます。また、
地元の生徒と県外の生徒
がお互いに刺激し合い、
新しい発見があります。
様々なパーツを組み立て
ることによって、学びの
視野が広がります。
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町営英語塾 HAN-KOH は津和野町が運営する創設８
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、総合型入試・学校推薦型入
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」を支援していま
す。最近ではパソコンやタブレット、ICT を活用した
学習を推進しているほか、町内有志によるワークショッ
プの開催など塾活用の幅も広がって多様な学びの場と
なっています。

町営英語塾H
ハ ン コ ウ
AN-KOH

島根県立津和野高等学校後援会

島根県立津和野高等学校後援会

左側面

右側面

中山 純平 なかやま じゅんぺい 講師 

学びに＋αの彩りを 
HAN-KOH の強みは学校と連携した一
貫的な教育と、学校とは違う視点で
の横断的な教育の両方を提供できる
ことです。海外在住歴があるなど経
験豊かなスタッフが、生徒の想いに
寄り添いながら学びの環境を創っています。「HAN-KOH は、
家だよね。」と生徒に言われるほど居心地の良い空間になっ
ているのではないかと思います。

盛 颯羽 もりそわ2 年生
大切な居場所
HAN-KOH は勉強だけじゃ
ないところが特徴だと思い
ます。面白い講座があった
り、進路や「やりたいこと」
について相談したりと活用
方法は様々です。私は新しいことに挑戦する機会
をもらいました。HAN-KOH は私にとって大切な
居場所のひとつです。

▲ 2020 年にオープンした日原教室  14 



のソノサキのソノサキ

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！

宅野 晃裕 たくのあきひろ（國學院大學 神道文化学部） ：2019 年 3 月卒業

挑戦することで自分自身に自信を持てた

Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？
津和野高校では、地域の方々はもちろん、県外出身の友達、先生方やコーディネーター
の方々など様々な出会いがありました。お互いに学び合える環境そのものが刺激の毎日
で、自信が持てるようになりました！
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。
コミュニケーション能力です。大学生活では、部活動・サークルやアルバイト先など様々
な人との交流があります。そんな中で、県外の友達の話や高校生活の話などしてみると、
意外なところで共通点が生まれてつながることがあり、助かっています。与えられたツ
コウでの環境、様々な方々とのご縁に感謝しています。

山根 瞳美 やまねひとみ（島根県益田県土整備事務所 用地第一課）：2019 年 3 月卒業

「誰かのために」という思いが行動へ

Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？
T-PLAN での災害マニュアルの作成やボランティア活動を通じ、「誰かの役に立ちたい」
という思いが芽生えました。この経験から、津和野を訪れた外国人観光客の方々が名物
の源氏巻を安心して食べられるように英語紹介文を作成しました。「誰かのために」とい
う思いを行動に移せるようになったのが私の成長です。
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。
3 年間を通じ、説明力が身につきました。勤務先では、県の事業で必要となった土地を、
所有者の方に交渉する業務に携わっています。大切な財産を譲っていただくので、相手
に寄り添った丁寧な説明をする際にツコウでの学びが役立っていると感じます。
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就　職

ビジネスコースで、就職希望の生徒は 100％の就職実績！

1. “ ツコウ生は真面目である ” 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

や希望に合わせて出願できる

令和元年度～令和２年度　就職実績
［企　業］ 大見工業株式会社 / 株式会社内村電機工務店 / 株式会社丸田 / 株式会社萩城観光ホテル / 株式会社

ヤマダ電機 / 日本郵政株式会社　など
［官公庁］ 自衛隊自衛官候補生 / 島根県警察官 / 大田市役所 / 益田市広域消防 / 山口市環境衛生整備員 / 広島

市役所　など

進　学 1. 入試方法に合わせた少人数での講座の実施
2. 今、求められる力の向上を目指す総合的な探究の時間
3. 町営英語塾 HAN-KOH との連携によるきめ細かな指導
4. 大学の出前講座などで進路意欲の向上
5. 生徒一人ひとりのやる気に応える添削指導

令和元年度～令和２年度　進路実績 
［国公立大学］京都教育大学 / 島根大学 / 岡山大学 / 山
口大学 / 香川大学 / 九州大学 / 長崎大学 / 宮崎大学 / 島
根県立大学　など

［私立大学］慶應義塾大学 / 国際基督教大学 / 国士舘大
学 / 中央学院大学 / 和洋女子大学 / 法政大学 / 立教大学
/ 新潟医療福祉大学 / 大谷大学 / 京都産業大学 / 京都精
華大学 / 立命館大学 / 龍谷大学 / 追手門学院大学 / 大阪
国際大学 / 大阪産業大学 / 大阪商業大学 / 大阪電気通信
大学 / 関西大学 / 関西福祉大学 / 近畿大学 / 神戸学院大
学 / 神戸国際大学 / 吉備国際大学 / 倉敷芸術科学大学 /
広島工業大学 / 広島修道大学 / 広島文化学園大学 / 広島
文教大学 / 安田女子大学 / 徳山大学 / 九州産業大学 / 立
命館アジア太平洋大学　など

［短期大学］東京立正短期大学 / 美作大学短期大学部 /
岡山短期大学 / 広島文化学園短期大学 / 島根県立大学短
期大学部 / 山口芸術短期大学 / 山口短期大学 / 香蘭女子
短期大学 / 福岡こども短期大学　など

［専門学校 / 大学校］浜田医療センター附属看護学校 /
石見高等看護学院 / 島根県歯科技術専門学校 / リハビリ
テーションカレッジ島根 / 島根県立東部高等技術校 / 松
江総合ビジネスカレッジ / 山口コアカレッジ / 山口コ •
メディカル学院 / 山口理容美容専修学校 / 山口調理製菓
専門学校 /YIC 公務員専門学校 /YIC 看護福祉専門学校
など

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！

令和元年度～令和 2 年度　進路先の割合卒業生による「学部選択とツコウでの学び」講演会
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【入試について（参考）】

昨年度の入試日程

令和2年11月� �

令和3年1月8日㊎〜14日㊍ 

令和3年1月19日㊋� �

令和3年1月28日㊍〜2月2日㊋

令和3年2月9日㊋〜2月12日㊎

令和3年3月4日㊍・5日㊎

令和3年3月12日㊎

※1　�入試日程や入試の詳細をホームページに掲載しており
ます。

※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。身元引受人の候補が
いない場合、事前に津和野高校に来ていただいた方には、
高校から地元の方を紹介しております。まずは、ご相談くだ
さい。

【説明会等の日程】

・令和 3 年 6月より　� 　　地域みらい留学フェスタ
　　　　　　　順次開催� 　　（オンライン開催予定）

・令和 3 年��8月18日㊌� 　　第1回オープンスクール

・令和 3 年10月16日㊏�　　第 2回オープンスクール

基礎情報

【よくあるお問い合わせ】

Q1　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、しかも内定
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
高校への出願も可能です。

Q2　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ている他、「総合的な探究の時間」
では、地域の方々を講師に招いて「煎茶道体験」「ドローン
×プログラミング」「鋳物づくり体験」など多様な体験の機
会があります。身近な大人との出会いを通して、自分の可
能性を広げる材料がたくさんあることを実感することでしょ
う。

Q3　県外生の保護者ですが、受験前から入学後において、
何回くらい津和野高校に行く必要がありますか？

▶▶�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。

【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。ツコウ生をはじめ、町内の中学生を対象に英語の
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/

島根県津和野町

文教の郷で学ぶ。
石見の小藩・津和野藩は人材づくりこそ周囲の諸藩に対
抗する術と考え、藩校・養老館を開き、近代日本の各方
面で先駆的な人々を輩出しました。
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

にし

 
周
あまね

の高潔な意志と情熱を、その後輩であるツコウ生が受
け継いでいます。

※�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。

募集要項発表　※１参照

推薦選抜願書受付

推薦選抜　※２参照

一般選抜願書受付

一般選抜出願先の変更受付

一般選抜学力検査等

合格発表
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2 時間 50 分

1 時間 10 分

【学費について】  （令和 3 年度入学生のものを参考として掲載しています）

項目� � ��費用� ���　�分割納金� 備考

入学� �

授業料� �� � ����� 　　¥118,800� 保護者の収入状況によっては納入不要�（月割）

教科書� �� �

学生服タイプ (冬服 )� � � ��� � �����

セーラー服タイプ�(冬服 )� � � � �

学生服附属品(学生服タイプ )�� �

学生服附属品(セーラー服タイプ )����

上履き�� � � �� ��

体操服�� � � � �

PTA会費他諸会費�� � ������������� �� �

JR 飛行機 バス

東京駅

新大阪駅

新山口駅

津和野

羽田空港

益田駅

津和野

東京駅

湯田温泉

 津和野

大阪（梅田）博多駅

萩・石見空港
神戸（三宮）

【アクセス】 

▲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。

1 時間半

40 分

15 分

1 時間

13 時間

8 時間

●津和野駅から津和野高校まで徒歩約 20 分

松江駅

浜田駅

津和野

益田駅

40 分 50 分

¥5,650

¥20,450

¥42,980

¥41,980

¥1,830

�¥3,550

¥1,600

�¥17,300

�¥129,262

��中学時代の学生服が適合したり� � � �
��卒業生から譲り受けたりして使用できれば不要
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〒 699-5605   島根県鹿足郡津和野町後田ハ 12-3

www.tsuwano.ed.jp
☎ 0856-72-0106    f ax 0856-72-0329

島根県立津和野高等学校

津和野高校オープンスクール日程
第 1 回　令和 3 年  8 月 18 日㊌
第 2 回　令和 3 年 10 月 16 日㊏ ※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。

地域みらい留学フェスタ　
令和 3 年 6 月より順次開催
くわしくは「地域みらい留学」ホームページをご覧ください。


