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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

自分で、選ぶ

見つけて、挑戦

出会って、つながる

⦿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

P5-6

⦿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

P11-12・P13-14・P16

⦿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

P7-8・P15

⦿“やりたい”“なりたい”を見つける　
　　「総合的な学習の時間」

⦿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
⦿工夫しながら楽しむ、学校行事

P7-8・P9-10　　　　放課後、職員室前での個別指導

球技大会での一幕

「総合的な学習の時間」での発表の様子

地域の大人と “やりたいこと” を語り合う

の魅力

あなたの
一歩に

寄りそう学校
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はこんな学校

熊谷修山くまがいおさま 校長

津和野高校には、教職員をはじめ高校魅力化コーディネー
ター、町営英語塾 HAN-KOH 講師、そして津和野町役場・
高校支援係職員が協働して生徒の成長に寄りそう、人の厚み
と温もりのある教育環境があります。その中で、県外からの
入学生も含めた多様な生徒が、少人数だからこそできる手厚
くきめ細かい支援を受け、自分自身の“やりたい、なりたい”
を求めて、学習や部活動、地域活動などさまざまなことに真
剣に挑戦しながら、のびのびと学校生活を送っています。

渋谷圭香 しぶたにきよか　２年生
津和野高校には自分の個性を発揮できる場が多くあります。

“やりたい”を見つけるための“経験”を積む機会も多く用
意されています。自ら「やりたい」とアクションを起こせば、
多くの人が協力してくれ、その人たちとつながることができ
ます。行動力や企画力、コミュニケーション力や協調性を養
うこともでき、とても成長できると思います。自分の力で学
校生活を豊かにするのはとても楽しいことです。

小川晴斗 おがわはると　３年生
津和野高校の生徒は、関東や関西などさまざまなところから
集まっています。個性的で毎日話が尽きません。また、たく
さんの大人が関わってサポートをしてくれています。僕自
身も HAN-KOH の方と相談して、進路を考え始めています。
先生はもちろん、コーディネーターの方、HAN-KOH のスタッ
フの方、地域の方まで幅広い大人が僕たちの周りにいる魅力
的な学校です。

常永龍平 つねながりゅうへい　３年生
津和野高校は、自分のやりたいことをとことんやらせてくれ
る学校です。ド田舎の小さな学校だけど、勉強や部活動はも
ちろん、地域の方といろいろな活動をしている人もたくさん
います。僕自身も自分の水害の経験をレポートにまとめて、
町民のみなさんに見ていただいたり、全校生徒の前で発表し
たりする機会をもらったりしました。興味があること、やっ
てみたいことがあるなら、ぜひツコウでチャレンジしてほし
いです。

“ 津和野高校ってどんな学校なんだろう？ ”
そんな疑問に答える４人のメッセージを紹介します。
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の学び

※各学年８０名の定員を３クラスに編成して、少人数指導に力を入れています。

選択
コース １年次

共通

ビジネス

文系

理系

２年・３年次

就職・専門学校等

文系大学・短大・専門学校 
（医療系を含む）等

理系大学

卒業後

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。

安本沙羅 やすもとさら ２年生
授業は、少人数で、生徒一人ひとりを気にかけてもらいながら進んでい
ます。分からない問題があれば、先生方が休み時間や放課後に自分で
説明できるようになるまで丁寧に教えて下さいます。また、津和野のこ
とについて考える授業があるなど、地域につながった学びがあります。

野村リサ のむらりさ 町営英語塾 HAN-KOH 講師
町営英語塾 HAN-KOH は、津和野町が運営する公営塾です。
津和野高校の敷地内にあり、2014 年の設立以来、高校生
と町内の２つの中学校の生徒を対象に、英語を中心とする
さまざまなな特色のある講座を行ってきました。
HAN-KOH は一般的な進学塾とは違い、生徒たちの夢の実
現を支援する伴走型の塾です。私たちが目指すのは“自ら
学び、自らの可能性を広げる”生徒を育てることです。進
学サポートや地域活動、そして留学サポートなど生徒の皆
さんの希望に寄りそって、指導を行います。授業内容につ
いては、英語のほか、自分の将来について考えるようなプ
ロジェクト型の授業も行っています。

廣田理史 ひろたまさし 教諭
津和野高校周辺には豊かな森があります。そして、高校の
横には津和野川が流れ、多くの田畑があります。授業で特
に大事にしている点は、周辺にある自然の豊かさを感じて
もらうことです。そのために、実際に野外に出て、水生昆
虫の採集や用水路等の観察などを行っています。今後も、
五感を通して学ぶ機会を増やしていきたいと思います。

ツコウ生が選択したそれぞれの学びのカタチ。
どんな風に学び、どうサポートされているのかを見てみよう！
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で見つけて、挑戦。
原克美 はらかつみ 教諭

「総合的な学習の時間」で最も大切にしたことは、お互い
の強みを“つなぐ”ことでより大きな力を生み出すこと。
そのためにお互いに多様性を認め、自分の強みを人に伝え
ることができる環境をつくりました。地域のみなさんにも
参加していただいたトークフォークダンス（※写真左）で
は魅力的な大人と出会い、多様性を受け入れる態度を学び
ました。“自分のやりたいこと”を真剣に考え、実現に向
けて、助言を得ながら計画を立てる楽しさを味わうことが
できたのではないか、と思っています。

山下大輝 やましたたいき 2 年生
「総合的な学習の時間」では“自分が本当にやりたいこと
は何か”について時間をかけて考えることができ、津和野
高校での目標の一つを見つけることができました。私が決
めた目標はロケットを打ち上げることで、その後 JAXA が
主催しているプログラムで種子島に行きました。そこで実
際にロケットを打ち上げたり未来のロケットについて議論
をしたりしました。将来の姿にも少しずつ近づいている気
がします。

プロジェクト名「竹で築こう」　

代表 鈴木元太 すずきげんた ３年生
これまで地域の竹林を地域で利用することで、竹林の管理が行われ自
然との良い関係が保たれてきました。しかし、最近は人口減や高齢化
により竹林の利用が減少し、今後さらに荒廃が進んで景観や生態系へ
の悪影響が予想されます。
本活動では、竹林を地域で管理する
未来を目指しています。そのために、
町内の小学生や高校生と竹を使って
の制作活動や、地域のイベントでの
展示などを通じ、町内への竹および
放置竹林の啓発や竹の活用に取り組
んでいます。

自分で取り組むプロジェクト活動
「総合的な学習の時間」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。

竹で作ったテントで地域のお祭りに出店

収穫した竹の器とタケノコを活用した料理

⦿自分の“やりたい、なりたい”を発見する
⦿生徒同士で協働して課題に向き合い、解決　　
　策を考える
⦿社会のさまざまな物事に関心を持ち、主体
　性を育む
⦿地域の大人が授業に参加し、生徒と対話を
　する

総合的な学習の時間

“ やりたい ” ことに向けて、自分から動き出す高校生たち。
その動きに寄りそい、全力で応援するのがツコウスタイルです。

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。
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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。

文化部合同公演 JAM
クラス対抗でバレーボールやバスケットボールなどのチームに分か
れて競います。

球技大会 

鍛錬行事〈萩から津和野を歩く〉

の学校行事

●始業式 ●入学式 ●宿泊研修（１年生）
＊流鏑馬神事

●中間考査 ●総体壮行式 ＊お田植え祭

●生徒総会 ●県総合体育大会 ●期末考査

●球技大会 ● JAM ●終業式
●オープンスクール ●夏期補習（３年生）
＊鷺舞神事
＊つわの鯉・恋・来いまつり

●始業式

●津高祭 ●中間考査 ●鷗外講座

●鍛錬行事 ●オープンスクール

●期末考査

●終業式 ●冬期補習（3 年生）

●始業式 ●学年末考査（3 年生）

●学年末考査（1・2 年生）

●卒業式  ●終業式  ●入学予定者登校日

年間行事

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

●は学校行事、＊は地域行事

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、津高生イチオシの行事
となっています。

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。
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空手や剣道等の活動もあるよ！
【全国大会出場の記録】

野球部

部長：平川真都 ひらかわまなと

バレーボール部

部長：松㟢晴華 まつざきはるか

陸上競技部

部長：小川晴斗 おがわはると

ソフトテニス部

部長：栗田雅也 くりたまさや

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】
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）
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）

【空手】
全国高等学校総合体育大会（平成 23〜 29年）
全国高校空手道選抜大会（平成 27年）

【かるた】
全国高校総文祭（平成 22〜 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）
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）　

【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）

美術部

部長：村上栞 むらかみしおり

合唱部

卓球部

部長：大庭晃信 おおばこうしん 部長：田中精竜 たなかせいりゅう

吹奏楽部

部長：伊藤みのり いとうみのり

グローカルラボ

部長：鈴木元太 すずきげんた

一緒に島根県
チャンピオンを
目指そう！

部長：高杉咲桜 たかすぎさよ

の部活動

僕たちと一緒に
甲子園を目指しま

しょう！

僕たちと一緒に
ツコウらしいラン
ニングを !!

目標は、中国大会
に出ることです。
毎日楽しく練習し
ています！

初心者大歓迎です !
自分の好きなもの
をどんどん創作し
ましょう !!

“ 合わせる ” を
目標に楽しく合唱
しています !!

弓道部

私たちと音楽で
成長できる高校生活
を送りませんか？

津和野高校で
弓道を始めてみ
ませんか？

目標は全国大会
出場。笑顔溢れる
楽しい部です！

主体的に活動できる
環境と個性ある仲間が

魅力です！

※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。
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のセンパイ

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！

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. “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
や希望に合わせて出願できる

平成 28・29 年度　就職実績

西中国信用金庫・日本郵便株式会社中国支社・海上自衛隊・山口県警・
大見工業株式会社・株式会社テライ・株式会社トリドール・株式会社
スパーク・島根県農業協同組合西いわみ地区本部・石見紙工業・ジュ
ンテンドー・キーパー三隅・サン電子工業　など

進　学
1. 進路希望に合わせた講座の同時展開で少人数指導

2. 今、求められる力の向上を目指す「総合的な学習の時間」

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

平成 28・29 年度　合格実績 

［国公立大学］島根大学・山口大学・高知大学・香川大学・
大分大学・島根県立大学・山口県立大学・鳥取環境大学・
高知県立大学・長崎県立大学　など

［私立大］慶應義塾大学・立命館大学・龍谷大学・京都
産業大学・東京慈恵医科大学・広島修道大学・安田女子
大学・福岡大学・日本赤十字広島看護大学　など

［短期大学］島根県立大学短期大学部・新見公立短期大
学　など

［医療系専門学校］石見高等看護学院・浜田医療センター
附属看護学校・広島市立看護専門学校・島根リハビリテー
ション学院　など

［専門学校・大学校］トヨタ名古屋自動車大学校・高津
理容美容専門学校・広島スポーツ＆リゾート専門学校・
広島公務員専門学校・島根職業能力開発大学校・島根職
業能力開発短期大学・島根県立西部高等技術校　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！

山本日和 やまもとひより　山口大学 国際総合科学部 1 年生

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、津和野高校での町長への政策提言や空き家改修、地域の祭りなどの活動を通して、町
や人と向き合い、津和野町がすごく好きになりました。そして、ビブリオバトルや森鷗外記
念館の英語版パンフレット制作プロジェクトの中で、自分が活躍することが、地域の人の笑
顔につながっていると感じ、もっと活躍できるように上のレベルにいきたいと思うようにな
りました。そのように感じるようになったのが、一番成長したことですね。

Ｑ．ツコウで得られた学びや経験で、進路先で役立っていることを教えてください。
高校生活を振り返って、学校生活や進路、自分で取り組むマイプロジェクトの中で、壁にぶ
つかるときも多々ありました。その度に、たくさん悩み、状況を改善して良い方向に進める
ように、自分の頭でしっかり物事を考えました。この時間は、とても苦しかったですが、結
果的に、自分を成長させる上での近道だったような気がします。大学生活では、この経験が
生き、苦しいことも、すべて楽しむ姿勢を大切に、新しいことに積極的に挑戦しています。

竹内修平 たけうちしゅうへい　西中国信用金庫 益田支店

Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？

ツコウ生活の中で、私は人の前に立ち、代表として物事を成功させることができるようにな
りました。3 年間、さまざまな代表を任せられる中で、人前で話す力であったり、みんなを
まとめあげたりする力を磨くことができました。たくさんの苦労もしましたが、自分自身と
ても成長でき、よい経験をさせてもらったと思っています。

Ｑ．ツコウで得られた学びや経験で、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力だと思います。自分から進んで会話ができ、誰とでも良い関係が築け
ることが大事だと思います。ツコウでもたくさんの友人に恵まれ、楽しい 3 年間を過ごす
ことができました。
就職先では、お客様と話しかけながら仕事を進めることが多く、コミュニケーションをとり、
距離を縮めることを意識して仕事をしています。高校生活で身に付けたコミュニケーション
力は非常に仕事に役立っています。

津和野高校 平成 29 年度　進路の割合
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からセカイにつながる の寮生活

高校から徒歩１分のつわぶき寮では、島根県全域、さらに
は 15 もの都道府県から集まった 60 名の津高生が生活し
ています。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 40 名、女子 28 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

○寮のイベント（昨年度実施したもの）
　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 など

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！

スリランカの子どもと野球でつながる交流会

昨年夏から津和野高校野球部とスリランカの野球少年が交流
を続けています。テレビ電話を通した異文化交流や外国人初
の甲子園審判であるスリランカの方との交流などを通して、
野球という共通点から視野や世界観が広がってきています。

ハワイホノルルの高校生と交流

昨年 6 月、ハワイの高校生 10 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、英語の授業に参加する中で、積極的な
コミュニケーションをとりました。ハワイの
文化や高校の様子の紹介をしてもらい、ゲー
ムや折り紙を通して交流するなど、貴重な体
験になりました。

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。
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基礎情報

【入試について（参考）】
昨年度の入試日程

　H29/11月　募集要項発表　※1 参照

　H30/1/12（金）～ 17 ( 木 )　推薦選抜願書受付

　H30/1/23（火）推薦選抜　※ 2 参照

　H30/1/31（水）～ 2/5（月）一般選抜願書受付

　H30/2/13（火）　一般選抜出願先の変更受付

　H30/3/6( 火 )・7（水）　一般選抜学力検査等

　H30/3/13( 火 )　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に通う場合、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】
・H30/6/23 しまね留学合同説明会大阪会場

・H30/6/24 しまね留学合同説明会東京会場

・H30/6/30 しまね留学合同説明会名古屋会場

・H30/7/1 しまね留学合同説明会福岡会場

・H30/7/28	 第1回オープンスクール

・H30/9/2 しまねＵＩターンフェア大阪会場

・H30/10/20 ～ 21 しまね UI ターンフェア東京会場

・H30/10/20	 第 2回オープンスクール

・H31/1/27 しまねＵＩターンフェア広島会場

【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、在住の
都道府県の公立高校との、推薦選抜同士、一般選抜同士
の併願はできません。

＊ただし、在住の都道府県により事情が異なることがあり
ますので、必ず在籍の中学校、各都道府県教育委員会へ
ご相談ください。

Q2　津和野高校のカリキュラムの特色は何ですか ?

▶▶ あらゆる進路に対応したカリキュラムである他、「総合
的な学習の時間」では津和野町をはじめ高校魅力化コー
ディネーターや町営英語塾のスタッフの支援も受けながら、
高校生の視点で町の魅力化や課題解決に向けて活動してい
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。

【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/

【学費について】  （昨年度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     ¥5,650

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  ¥24,156

学生服 ( 男 )   ¥39,580  中学時代の学生服が適合、使用できれば不要

学生服 ( 女 )   ¥38,980  卒業生から譲り受け使用できれば不要

学生服附属品 ( 男 )    ¥1,800

学生服附属品 ( 女 )    ¥2,980

上履き      ¥1,300

体操服    ¥18,460

PTA 会費他諸会費  ¥134,660   9 ヶ月割芸術科の科目選択により、200 ～ 400 円の差

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・養老館を置き、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
周（にしあまね）の高潔な意志と情熱は、今もその後輩
である津高生の心に受け継がれています。

JR 飛行機 バス

❶東京駅

❷新大阪駅

新山口駅

津和野

羽田空港

益田駅

津和野

❶新宿駅

新山口駅

東京駅

湯田温泉

津和野

❶大阪（梅田）

❷博多駅

❸博多駅 萩・石見空港

❷神戸（三宮）

写真撮影協力：大浴礼華 おおえきれいか２年生 

【アクセスマップ】 
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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　平成 30 年  7 月 28 日㊏
第 2 回　平成 30 年 10 月 20 日㊏


