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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

P7-8

⦿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

P9-10・P14・P15-16

⦿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

⦿自分だけのやりたいに出会う、T-PLAN　
　～総合的な学習（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
⦿工夫しながら楽しむ、学校行事

P5-6・P11-12　　　　放課後、職員室前での個別指導

希望の進路によって 2 年生からコースを選択

「総合的な学習（探究）の時間」の様子

コミュニケーションを重視した職員室
「センセイオフィス」にて

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

「生徒の一歩」に寄りそう学校
津和野高校では、県外からの入学生も含め育ちも学びも異な
る多様な生徒が、協働して学習や部活動、地域活動などにの
びのびと取り組んでいます。そして、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、津和野町役場職員、その他たくさんの地域の大
人が「生徒の一歩」に寄り添う、人の厚みのある教育環境が
あります。その中で生徒は、少人数だからこそできる手厚く
きめ細かな支援を受けながら、自分自身の“やりたいこと”、

“なりたいこと”を見つけられるように様々なことに積極的
に挑戦しています。

堀田結子 ほりた ゆいこ　2 年生

ツコウでの出会いや経験は一生の宝
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。

宮島孟史 みやじま たけし　2 年生

いろいろな人がいる学校
津和野高校の特色は、とにかく、いろいろな人がいることだ
と思います。生徒で言えば、県外生も多く、個性的な生徒が
たくさんいます。大人では、先生方だけでなく、生徒の活動
を後押ししてくれるコーディネーターの方や HAN-KOH の
方などたくさんの人が津和野高校に関わっています。卒業す
る頃には、必ず「充実した高校生活」だったと思えるはずです。

政田智秋 まさだ  もとき　3 年生

地域全体が学びの場
津和野には、高校生を含めたくさんの熱い思いを持った人た
ちがいます。そんな人たちに、コーディネーターの方々や周
りのツコウ生を通じてつながることができ、刺激のある毎日
を送れます。個人はもちろん、部活動や学校行事、総合学習
でも地域の方々に関わっていただき、地域全体がツコウ生の
学びの場になっています。

“ 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！
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で見つける

寺田多恵 てらだ たえ 3 年生

S
エスディージーズ

DGs を伝える絵本づくり
私は、SDGs（持続可能な開発目標）についての絵
本を作成しました。この絵本を通じて、1人でも多く
の人に、SDGs のことや世界で起こっている問題の
ことを知ってもらい、今、自分にできることは何なの
かを考えてもらいたいです。

山本日向 やまもと ひゅうが 3 年生

たくさんの「きっかけ」をもらえる
総合学習で、僕たちはたくさんの「きっかけ」をもらいま
した。例えば、トークフォークダンスで将来の夢や、やり
たいことを地域の人に話したことは、将来について真剣に
考えるきっかけになりました。また、プロジェクトなどを
行う時に、地域の方とつながるきっかけを与えてくれまし
た。総合学習でできたこれらの「きっかけ」から生まれた
将来の夢や目標、地域の方とのつながりを大切にしていき
たいです。

山根幸久 やまね ゆきひさ 教諭

津和野と自分の魅力を発見する
「ツコウ」だから体験できる、魅力ある総合学習を目指して
授業を構成しています。最初に、意外と気付かなかった地域
にある素材を発見します。そして、その中で課題を発見し、
主体的に解決をしていきます。その活動が自分自身のことに
ついて考える糧となり、将来の進路へとつながっていきます。
ツコウの総合学習を通して、知らなかった津和野の貴重な素
材に気付くだけではなく、隠されていた自分の魅力を発見し
ませんか？

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 ～総合的な学習（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
　〇地域や世界の課題に向き合うプロジェクトの時間
　〇津和野を知るためのフィールドワーク

池本次朗 いけもと じろう 2 年生

津和野×本の新しい可能性を探る
私は現在「津和野×本の可能性を探る」というテーマ
で本棚の製作やクラス内での啓発活動などを行ってい
ます。ツコウは、私が「これをやりたい！」と言った際
に応援してサポートしてくれるので、とてもありがたい
存在です。

自分で取り組むプロジェクト活動

「総合的な学習（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。

寺田さん作成の絵本

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。

▼津和野町公民館の窓ガラスペインティング ▼空き家活用プロジェクト
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朝槻真也 あさづき まさや 教諭 

生徒たちの“わかりたい”を大切に
担当する数学では習熟度別授業を実施しています。少人数での授業となるため、
生徒たちの表情がよく見えますし、グループワークの際の生徒どうしの会話も
よく聴くことができます。高校での数学には楽しさもありますが、難しさを感
じる場面が多いと思います。授業中の表情や会話から伝わってくる生徒たちの

“わかりたい”という思いを大切にしながら、一緒になって“難しい”にチャ
レンジしていきたいと考えています。

糸賀花実　いとが はなみ  2 年生

わかるようになるまで個別指導
津和野高校のセンセイオフィス（職員室）の前には、自習ができるスペースが
設けられています。授業でわからなかったところや、テストでわからなかった
ところなどを自習スペースのホワイトボードを使って、個別でわかるようにな
るまで丁寧に教えてもらうこと
ができます。私自身も利用した
ことがあります。とても良い環
境なので、今後も活用していこ
うと思います。

 藤井遥也  ふじい はるや 3 年生 

自分に適した形で勉強ができる
津和野高校には、町営英語塾 HAN-KOH という無料の塾があり
ます。僕は、中学生の時から通い続けて苦手な英語を勉強し、
高校に入って良い結果が出せるようになりました。自習では、
マンツーマンで教えていただくことができ、授業も自分に必要
なものだけ受講することができるので、自分の適した形で勉強
をすることができると思います。ぜひ HAN-KOH で効率の良い
勉強を！

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。

町営英語塾 HAN-KOH は津和野町が運営する公営塾です。2014 年の設立以来、津和野高校の生徒と、
町内２つの中学校の生徒を対象に英語を中心とする講座を実施してきました。一般的な進学塾には無
い地域活動、マイプロジェクトなど生徒たちの「やりたい・なりたい」の実現にも伴走する塾です。
進学サポートは、英語だけでなく高校時代の生徒の様々な活動を生かした AO 入試や推薦入試を支援
し実績を重ねています。また、留学サポートでは海外経験豊富な講師、スタッフが様々な視点から相
談に応じてくれます。

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

の学びスタイル

※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。

放課後、職員室前での個別指導
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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！

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 29・30 年度　就職先

【官公庁】自衛隊（航空・海上・陸上）・山口県警・岐阜県養老町役場など

【企業】西中国信用金庫・日本郵政株式会社・株式会社トリドール・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・企業警備保障株式会社・株式会社タカキベーカ
リー・ユニクロ・養老乃瀧株式会社など

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（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

平成 29・30 年度　合格実績 

［国公立大学］東京大学・島根大学・山口大学・岡山大学・
和歌山大学・高知大学・香川大学・島根県立大学・山口
県立大学・鳥取環境大学・下関市立大学など

［私立大学］中央大学・東洋大学・國學院大学・立命館
大学・龍谷大学・京都産業大学・京都橘大学・京都女子
大学・近畿大学・奈良大学・阪南大学・東京慈恵医科大
学・広島修道大学・日本赤十字広島看護大学・神戸学院
大学　など

［短期大学］島根県立大学短期大学部・広島文化学園短
期大学・山口学芸短期大学など

［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・出雲医療看護専門学校・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］島根職業能力開発大学校・島根県
立西部高等技術校・島根県立農林大学校など

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！

永安悠莉 ながやす ゆうり（高知大学地域協働学部２年生） ：2017 年度卒業

手探りで実践を積み重ねたことで、視野を広げられた
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、ツコウでやりたい事を探す中から、グローカルクラブ ( 現グローカルラボ ) と生徒会を
中心に活動することを選びました。たくさんの人が応援してくれたので、「興味があれば手を
伸ばす」と決めて、手探りで実践を積み重ねたことで大きく成長できたと思います。
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。
ツコウ在学中のノルウェー留学（10 ヶ月間）で、自分の視野を広げ、自分自身と向き合うこ
とができました。その中で、自分が持つ「地元への想い」に気づき、今の進路に向け、グロー
バルとローカルの繋ぎ方の議論や広げた視野をどう伝えるかを指導してもらいました。私が通
う学部では地域内での実習を頻繁に行うので、ツコウで自分を見つめ直し、経験したことをフ
ル活用しています。

木橋孝幸 きばし たかゆき（山口県警察長府警察署）：2017 年度卒業

部活動で培
つちか

われた思いやりの心とチャレンジ精神
Ｑ．ツコウ生活で一番成長したと思うことは何ですか？

他人に対する思いやりができるようになったことです。
3 年間取り組んだ野球は、ひとりがみんなのために、みんながひとりのために助け合うスポー
ツだと思います。また、監督さんから思いやりがないと野球は勝てないと指導されました。今
こうして思いやりのある人間に成長するのにつながっていると思います。
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。
チャレンジする心が大事だということです。
私は野球をしていたことで、精神面が鍛えられ、物事に対して積極的に取り組めるようになり
ました。現在、社会人 1 年目で、チャレンジし失敗する中で、段々と仕事を覚えることができ
ました。高校生活での経験は今後にとても役立つので、積極的に行事等に参加しましょう。

津和野高校 平成 29・30 年度　進路の割合
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●始業式 ●入学式 ●宿泊研修（1 年生）
＊流鏑馬神事

●生徒総会 ●中間考査 ●総体壮行式 
●県総合体育大会（～ 6 月）
＊お田植え祭

● JAM ●期末考査

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

●始業式 ●津高祭（～ 9 月）

●鷗外講座 ●中間考査 （～ 10 月）

●オープンスクール

●鍛錬行事 ●期末考査（～ 12 月）

●冬期補習（1・2 年生）●終業式

●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

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

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。
1 回目はクラス対抗バレーボール、バスケットボール、サッカー。
2 回目はバドミントン大会を実施しています。

球技大会（年 2 回開催） 

鍛錬行事〈萩から津和野を歩く〉

の学校行事

年間行事

＊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。

生徒による石見神楽の公演
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セカイとつながる の寮生活

高校から徒歩 1 分のつわぶき寮では、島根県出身者 29 名、県外出身者 30 名、計 59 名の津高生が生活してい
ます（2019 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 32 名、計 68 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
　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

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！

東野茜久 ひがしの あきひさ  3 年生
ノルウェーへ留学中（2018 年 8 月～ 2019 年 7 月）

優しさに溢れた留学生活
ノルウェーの学校は、ディベート形式の授業が多いので、まれに白熱した議論にもなり
ますが、授業が終わると、何事もなかったかのように後を引かず、いつも通りの関係に
なります。英語の授業内容は、気候変動や移民問題などがテーマで、レベルが高く今も
なかなかついていくのが難しいです。また、プレゼンテーションをする機会が日本より
も多いので、資料や原稿の準備が大変です。積極的に話しかけてくれる、優しい方々と
共に、留学生活を過ごしています。

劉百川 リュウ バイチェン  3 年生

本当に津和野に来て良かった！
こんにちは！中国から来た留学生のリュウバイチェンです。ツコウでほぼ９ヵ月の留学
生活を過ごしています。毎日がとても楽しいです。ツコウの先生たちは、すごく優しい
です。様々な場面で先生からのサポートがあり、すごく助かっています。私が入ってい
るグローカルラボという部活動は、他の部活動と違い、地域についていろいろな活動を
しており、とても楽しいです。今の私は、本当に津和野に来て良かった、ツコウに来て
良かったと思っています。ぜひ、ツコウに来てくださいね！がんばれ！！

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。

〇アメリカの高校生と交流
昨年 6 月、アメリカの高校生 7 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、英語をはじめ、様々
な授業に参加してもらいました。最初は緊張やとまどいも
あった様子ですが、積極的にコミュニケーションをとる中
で、笑顔が溢れる賑やかで楽しい時間となっていました。
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【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）
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 23〜 30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）
【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）

空手の活動もあるよ！
（社会体育）

【全国大会出場の記録】

バレーボール部

陸上競技部

山
やまもと

本 日
ひゅうが

向 

ソフトテニス部

藤
ふ じ い

井 遥
は る や

也 

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。

美術部

佐
さ さ き

々木 愛
まな

合唱部

卓球部

村
むらかみ

上 諒
りょうや

耶

森
もりした

下 玄
げ ん や

也 

吹奏楽部

栗
く り す

栖 ひなた

グローカルラボ

百
も も せ

瀬 文
ふ み や

哉

寺
て ら だ

田 多
た え

恵 

の部活動

少しでも良い記録
が出るように切磋琢磨
しながらがんばってい

ます !!

一緒に頑張りま
しょう !

巻き起こせ !!
卓球旋風 !!

美術部に入って
いろんなモノを
創作しませんか？

仲良く ! 楽しく !
美しく !

一緒に合唱して
みない？

弓道部

初心者大歓迎！
私たちと一緒に楽し
く演奏しましょう！

的にあたると
爽快感があります。
ぜひ体験に来て
ください！

幅広い分野で
活動でき、やりたいこと
がきっと見つかるはず !

※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。

上
う え だ

田 七
な お

生

松
まつざき

﨑 晴
は る か

華

和気あいあいと
した部です！

平成２年以来の
甲子園出場を目指
して日々練習して

います！

野球部

私たちと一緒に
県チャンピオンを
目指しましょう！
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基礎情報

【入試について（参考）】
昨年度の入試日程

　平成 30/11月　募集要項発表　※1 参照

　平成 31/1/10（木）～ 16 ( 水 )　推薦選抜願書受付

　平成 31/1/22（火）推薦選抜　※ 2 参照

　平成 31/1/31（木）～ 2/5（火）一般選抜願書受付

　平成 31/2/13（水）　一般選抜出願先の変更受付

　平成 31/3/6（水）・7（木）　一般選抜学力検査等

　平成 31/3/13（水）　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】
・6/22（土）

・6/23（日）

・6/29（土）

・6/30（日）

・7/27（土）

・9/15（日）

・10/14（祝）

・10/19（土）

・11/16 ㈯～ 17 ㈰　  

【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　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
な学習（探究）の時間」では、地域の方を講師に招いて「煎
茶道体験」「Youtube 動画を作ろう」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。

【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】  （2019 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     ¥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  ¥21,419

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

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  ¥135,003   科目選択により、1,000 ～ 2,000 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
おおえきれいか

浴礼華 3 年生 

【アクセス】 

しまね留学合同説明会大阪会場

しまね留学合同説明会福岡会場

しまね留学合同説明会東京会場

しまね留学合同説明会名古屋会場

第 1回オープンスクール

しまねＵＩターンフェア大阪会場

しまね UI ターンフェア広島会場

第 2 回オープンスクール

しまねＵＩターンフェア東京会場

▲ 2019 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 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

ツコウに
おいでよ♪
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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　令和元年  7 月 27 日㊏
第 2 回　令和元年 10 月 19 日㊏


