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●学校紹介

野洲高校 そだてたい３つの心

「自主の心」

「自律の心」

「慈愛の心」

自らの生き方を振り返り、行動や言葉に責任を持とう。

自ら進んで取り組み、目標に向かって努力し続けよう。

思いやりを持ち、仲間とともにささえ合い高め合おう。

野洲高校ってこんな学校です！

● 野洲高校の沿革 ●

昭和19年 4月 滋賀県野洲郡立女子農芸学校として小篠原にて開校、
市三宅に農場を整備

昭和23年 4月 滋賀県立野洲高等学校発足
昭和58年 4月 全日制普通科として発足
昭和63年 3月 硬式野球部、第60回選抜高等学校野球大会出場
平成14年 12月 サッカー部、第81回全国高等学校サッカー選手権

大会出場（ベスト8）
平成14年 4月 第1学年の学級数が4学級となる

制服が男女ともブレザーとなる
平成18年 1月 サッカー部、第84回全国高等学校サッカー選手権大会

で優勝（全国制覇） 以後、22年まで連続出場
平成19年 1月 サッカー部、第85回全国高等学校サッカー選手権大会

出場（ベスト16）
平成21年 11月 硬式野球部 秋季近畿地区高校野球滋賀大会で準優勝
平成24年 4月 第1学年の学級数が5学級となる

7月 硬式野球部 第94回全国高等学校野球選手権滋賀大会で準優勝
12月 サッカー部 第91回全国高等学校サッカー選手権大会出場

平成25年 10月 創立70周年記念式典挙行
平成27年 4月 第1学年の学級数が4学級となる
平成27年 12月 サッカー部 第94回全国高等学校サッカー選手権大会出場
平成28年 12月 サッカー部 第95回全国高等学校サッカー選手権大会出場
平成30年 8月 ダンス部 全国高等学校総合文化祭長野大会出場

サッカー部 第5回全日本U-18フットサル選手権大会出場

〒520-2341 滋賀県野洲市行畑2丁目9番1号 ホームページアドレス
電話：077-587-0059 FAX：077-58７-5595 http://www.yasu-h.shiga-ec.ed.jp

● 体験入学 ●
１１月８日（日） 10:00～12:00

野洲高校の概要説明
部活動見学

※１中学校を通じて申し込みをしてください。
当日受付はありません。

※２新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、
変更になる可能性があります。

詳しくはホームページをご覧ください。

恵まれた環境の中で学ぼう！

桜が美しい正面玄関

少人数でのわかりやすい授業



●教育課程 基礎学力、基礎体力をつけよう！

野洲高校ではこんな勉強ができます！

教育課程表（令和３年度入学生） ※一部変更されることもあります。

★ 豊かな人格の育成、確かな学力の伸長、健康で明朗な心身の発達を教育目標に掲げ、
日々の教育活動に取り組んでいます。

★ 知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性を形成できるよう特色ある教育課程を編成して
います。

★ 一人ひとりがより良い自己実現を果たし、目的意識をもって主体的に進路実現できる
ことを目指しています。

★ 学習意欲が特に高い人のために、１年生から知識と探究心をもった生徒を育てるクラス
（エンデバークラス）と基礎学力の充実に努めるクラス（コアクラス）を編成しています。

★ ２年生から、進路希望に合わせた科目を選択できます。
★ 進学希望者は受験科目をより多く学べ、就職希望者は実用科目、実技科目を多く学ぶ

ことができます。
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●学校生活

●入学式
●保護者会（三者懇談）
●進路面接週間

●進路説明会
●進学補習開始
●１学期中間考査

●春季高校総体
●就職模試開始（～9月）
●体育祭
●１学期期末考査

●文化祭
●保護者会

●進学補習（7～8月）

●就職試験開始

4月

5月

6月

7月

8月

9月

学校生活に本気になろう！

●校外学習
●２学期中間考査
●秋季高校総体

●駅前自治会との共同清掃

●2年生修学旅行
●２学期末考査
●保護者会

●3年生学年末考査

●推薦選抜

●卒業式
●一般選抜
●学年末考査

10月

12月

1月

3月

2月

地元を中心にいろんな地域
から通学しています！

●生徒会活動

みそあじキャンペーン ・・・身だしなみをきちんとする！

・・・そうじに真剣に取り組む！

・・・あいさつをしっかりとする！

・・・時間を守る！

み

そ

あ

じ

生徒会が中心となって、朝の昇降口で
立ち番を行い、
正しい身なり・服装・挨拶励行・遅刻
防止という生活の基本を見直し、自立
した野洲高校生を目標に、呼びかけを
行っています。

学校生活の充実を目指そう！

朝の
あいさつ運動

駅前自治会との
共同清掃

11月

通学地域
１年 ２年 ３年 計

野洲市 24 22 11 57
守山市 9 5 3 17
草津市 10 13 6 29
栗東市 10 8 9 27
大津市 23 11 19 53
湖南市 9 6 6 21
甲賀市 3 8 5 16

近江八幡市 20 16 18 54

彦根市 14 14 17 45
東近江市 11 10 8 29
その他 18 37 26 81



●制服紹介

本校制服はかっこよく、かわいい制服でとても人気があります。

学校指定のカーディガン・ネクタイ・リボンがあります。

希望者には、女子向けのスラックスもあります。



一人ひとりの個性を大切に、担任と進路課が全員面接を行い、
「就きたい職業」「行きたい学校」の実現に向けて進路指導をしています。

●進路指導 目標に向かって飛躍しよう！

就職 ⇒ 就職模試（6月～9月） 職場見学（夏休み）

進学 ⇒ 校外模試、進学補習

卒業生進路状況

進学補習
主な就職先（順不同）

日本メンテナンス エンジニアリング(株) 栗東合繊(株)
(株)金陽社関西事業部 日研トータルソーシング(株) 高木工業(株)
京セラ(株) 滋賀蒲生工場 (株)吉野工業所 滋賀工場
(株)日本電気化学工業所 滋賀工場 (株)長府製作所 滋賀工場
(株)トッパンエレクトロニクスプロダクツ SBSフレックネット(株)
東洋産業(株) 旭化成住工(株) アキレス(株) 滋賀工場
(株)コクヨ工業滋賀 大阪運輸(株) ダイハツ工業(株)竜王工場
グンゼ(株) 守山工場 (株)ローグス (株)ノチダ滋賀事業部
Joyson Safety Systems Japan(株) レントリー滋賀(株)
一般仮設足場レンタル業北村 城東眼科 日本電気硝子(株)
藤森工業(株) (株)永昌堂印刷 フレンド歯科 西日本積水工業(株)
旭化成(株) 守山製造所 トナミ運輸(株)滋賀支店 (株)湯元舘
河村化工(株) 滋賀工場 (株)フェイス ダイプラ(株) 八日市工場
(株)ハニーズ (株)スタッフブリッジ (株)たねや (株)リバティ
明石機械工業(株) 滋賀工場 滋賀トヨタ自動車(株)
(株)あきんどスシロー (株)滋賀運送竜王 (株)平和堂 (株)ロッテ
(株)ボーンフリー エースカーゴ(株) (株)ブリヂストン彦根工場

利昌工業(株) (株)オートハンズ 三菱ロジスネクスト(株) ほか

主な合格先（順不同） ※現役合格のみ

関西学院大学 京都産業大学 龍谷大学 京都橘大学
大阪商業大学 びわこ成蹊スポーツ大学 聖泉大学
成安造形大学 東京国際大学 金沢工業大学 京都文教大学
京都ノートルダム女子大学 宝塚医療大学 京都精華大
東京有明医療大学 びわこ学院大学 大谷大学
関西外国語大学 京都先端科学大学 阪南大学
大阪産業大学 大阪学院大学 追手門学院大学 専修大学
日本福祉大学 大阪国際大学 中京大学 神戸学院大学
名古屋芸術大学 東海学園大学 静岡学園大学
京都聖母女学院短期大学 滋賀短期大学 華頂短期大学
滋賀文教短期大学 岐阜保健短期大学
近江八幡市立看護専門学校 ポリテクカレッジ滋賀
京都医健専門学校 甲賀健康医療専門学校 ほか

様々な職場へ

インタビューに行き、

レポートにまとめました！

職業体験

面接指導



●部活動 熱い心、闘志を燃やそう！

サッカー部
硬式野球部
陸上競技部

バレーボール部
バスケットボール部

テニス部
バドミントン部

吹奏楽部
美術部
茶道部
書道部

社会文化研究部
ダンス部

軽音同好会
アニメ研究同好会
ボランティアサークル

ＳＬＣ

男子バスケットボール部

軽音楽同好会

女子バスケットボール部

硬式野球部
２００９年度 秋季近畿地区高校野球滋賀大会 準優勝

近畿大会出場
２０１０年度 秋季近畿地区高校野球滋賀大会 ベスト８
２０１１年度 秋季近畿地区高校野球滋賀大会 ベスト４
２０１２年度 全国高等学校野球選手権滋賀大会準優勝
２０１５年度 全国高等学校野球選手権滋賀大会ベスト４
２０１７年度 全国高等学校野球選手権滋賀大会ベスト８
２０１９年度 全国高等学校野球選手権滋賀大会ベスト８

サッカー部
２００２年度 第８１回全国サッカー選手権大会 全国ベスト８

第８３回 天皇杯出場 全国高校総合体育大会出場
２００５年度 第８４回全国サッカー選手権大会 全国優勝
２００６年度 第８５回全国サッカー選手権大会 全国ベスト１６
２００７年度 第８６回全国サッカー選手権大会出場
２００８年度 第８７回全国サッカー選手権大会出場 全国高校総合体育大会出場
２００９年度 第８８回全国サッカー選手権大会出場
２０１０年度 第８９回全国サッカー選手権大会出場 全国高校総合体育大会出場
２０１２年度 第９１回全国サッカー選手権大会出場 全国高校総合体育大会出場
２０１５年度 第９４回全国サッカー選手権大会出場 全国高校総合体育大会出場
２０１６年度 第９５回全国サッカー選手権大会出場

第１９回高円宮全国選抜大会出場

運動部

茶道部

陸上競技部
バドミントン部

文化部

野洲から世界へ羽ばたいた先輩たち

乾貴士さん エイバル（スペイン）
村田和哉さん レノファ山口
楠神順平さん 南葛SC
内野貴志さん MIOびわこ滋賀
荒堀謙次さん カマタマーレ讃岐
田中雄大さん ブラウブリッツ秋田
望月嶺臣さん ヴィアティン三重
山田晃平さん 奈良クラブ
西口諒さん MIOびわこ滋賀
大本祐槻さん アルビレックス新潟
飯田貴敬さん 京都サンガFC

それぞれ活躍中です！

ダンス部

美術部アニメ研究同好会

テニス部



●卒業生の声 充実の高校時代を野洲高で！

河島 志月 さん

(愛荘町立愛知中学校 出身)

ダイハツ工業株式会社 に就職

僕は、入学前から野球部に入ると決めていました。早
くから練習に参加したので、すぐに部活を通して友達が
できました。高校の野球はレベルが高く、とまどいまし
たが、僕もいつか先輩たちのようになりたいと思いなが
ら、練習を一生懸命頑張りました。その結果、一年生の
中で一番に試合に出してもらった時は、本当にうれしか
ったです。３年生最後の夏の大会では、県ベスト８に入
ることができ、２つ上の先輩と同じ成績を残せたことが
とてもうれしかったです。後輩たちの力があって、到達
できたベスト８だと思うので、とても感謝しています。

引退後は、就職内定に向けて頑張りました。面接の練
習やSPIの問題に時間をかけました。僕は、筆記試験が
苦手なので、面接を完璧にしようと努力しました。練習
のおかげで、緊張もせず自分の伝えたいことを伝えるこ
とができ、良い結果につながりました。

４月からは社会人となり、多くの新しい人と出会うこ
とになります。野洲高校での生活や、部活で学んだ礼儀
やあいさつを大切にして頑張っていきたいと思います。

江南 真斗 さん

(近江八幡市立八幡東中学校 出身)

京セラ株式会社
滋賀蒲生工場 に就職

高校生活の三年間は、大きな成長をくれました。入
学したときは周りの人となじめず、一人で過ごしてい
くかなと思い、とても不安に思いました。

テニス部に入ると、優しい先輩方が丁寧に指導して
くれて、とてもテニスが楽しくなり、学校に行くのも
楽しみになりました。先輩とも、同級生とも、後輩と
も、うまく関われるようになり、３年生ではキャプテ
ンを任されました。部活の中で人と関わる力がついた
と思います。大きな成績を残せないまま引退になりま
したが、一年生の時に感じていた孤独はなくなりまし
た。

たとえ周りに知り合いがいなくても、なにかしらの
コミュニティに入っていくだけで、人間関係はできあ
がります。今、もしも友達がいなくても、新しい部活
などに入れば友達は必ずできるので、最初だけ勇気を
出せばなんとかなります。友達ができれば自信もつき
どんどん楽しくなります。失敗してもいつでも機会は
あります。恐れず多くの挑戦をしてみてください。

森田 翔 さん

(彦根市立中央中学校 出身)

大谷大学
文学部 歴史学科 に進学

野洲高校での三年間はとても短く濃いものでした。
入学した頃は、友達ができるか心配でしたが、気が付
けば、二人、三人と友達は増えていきました。二年生
の修学旅行では、いろいろな体験や楽しい出来事があ
り、友達との絆がより深まり最高に良い思い出になり
ました。また、生徒会活動もがんばりました。文化祭
を去年よりも楽しくするために話し合ったり、体育祭
の企画を考えたりする中で、団結力や一人一人の絆を
高め合えたと思います。

卒業に向け自分の進路を決める時期には、とても緊
張しました。進学のために、面接のポイントや小論文
の書き方を先生から教えてもらいました。何度も練習
をしたおかげで、大学も無事に合格しました。

この三年間は短く、濃いものでした。短いからこそ
今しかできないことがたくさんあるはずです。何事も
あきらめずに挑戦することで、自分しか持っていない
経験や体験ができます。考えるより、まず行動です。
後悔しないよう、一日一日を大切に過ごしてください
。

一二三 綾香 さん

(竜王町立竜王中学校 出身)

京都製菓製パン技術専門学校
製菓技術科 に進学

私の高校生活三年間を振り返ると、いろいろなことが
ありました。しっかりやっていけるか、友達はできるか
など不安でいっぱいでしたが、入学式の日に初めて話し
た人と友達になり、充実した高校生活になりました。

修学旅行で行った宮古島では、友達と透き通ったきれ
いな海で遊んだりと多くの新しい体験ができました。そ
の中でも思い出深いのは、夜に民泊先の方の案内で星が
よく見える場所に行ったことです。たくさんの星がキラ
キラ輝き、とてもすてきな思い出になりました。

学校に行く気が起きなかったり、勉強が大変だと思う
日もありましたが、友達のおかげでとても楽しい高校生
活になったと思います。先生との距離が近く、なんでも
相談できたり、授業でわからないところがあればしっか
り教えてくださったりして、とても助かりました。

高校生活はあっという間に終わってしまいます。悔い
のないように友達とたくさん話したり、一緒に学ぶ中で
すてきな思い出を作り、さらに目標や夢に向かって頑張
ってください。
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