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滋賀県立堅田高等学校
あなたも夢の実現へ挑戦しませんか

生徒一人一人に応じた進路指導　　生徒の希望と個に応じた指導を行い、進路実現へと導きます！

品格が備わる「あ・じ・み指導」　　元気にあいさつをし、じかんを守り、みだしなみを整え行動する生徒を育てます！

充実の部活動　　男女とも日本一を輩出したウエイトリフティング部をはじめ、20の部活動があります！

教育課程　　　　進学をめざす特進クラスと、個性を伸ばす普通クラスを編成しています!

夢に向かって挑戦したい。その思いを堅田高校で実現しましょう。堅田高校は、みなさんの学ぶ意欲に応え、
チャレンジ精神を全力で応援します。堅田高校では、難関大学進学から地元企業への就職まで、多様な夢
を抱いた生徒たちが切磋琢磨しています。堅田高校には、落ち着いた学習環境があり、部活動や生徒会活
動、学校行事に全力で取り組む生徒たちの熱気が溢れています。特進クラスで大学進学を目指し文武両道
に取り組むのか、普通クラスで将来をじっくりと見つめ充実した学校生活を送るのか、選ぶのはみなさんで
す。各学年２クラスの特進クラスでは、２年次から文理選択を行い、国公立大学や関関同立など私立難関
大学進学に対応した教育課程のもとで、熱意あふれる教師が丁寧に指導します。普通クラスでは、英数で習
熟度別授業・分割授業を導入し基礎学力を鍛え、検定合格・資格取得にも力を入れています。四年制大学
や看護系への進学はもちろん、実業高校に負けない多くの企業からの求人があり、みなさんの多様な進路
に応えます。さあ、それぞれの夢に向かって、堅田高校でスタートを切りましょう。

私はこの学校が部活動と進路実現を両立させるのに最もふさわしい学校だと思いま
す。部活動では先輩との距離が近く、３年間を通してチームメイトとの仲を深めること
ができ、技術だけでなく人間性も育める場となりました。さらに進路では生徒の思い
に先生方が寄り添ってくださり、学校全体で一人ずつの生徒の進路をサポートしてく
れます。このように堅田高校は部活動と進路実現を両立できるので、有意義な学校生
活を送れます。みなさんの色々なことにチャレンジしたいという強い熱意をこの学校
で実現させてください。　　　　　　　　　　　　　　　　 K.Nさん（滋賀大学）

⃝主な進学先／�（過去３年）�滋賀大学、滋賀県立大学、大阪大学、信州大学、同志社大学、立命館大学、関西大学、龍谷大学、
京都産業大学、佛教大学、大谷大学、京都橘大学、大津赤十字看護専門学校、�
滋賀県堅田看護専門学校、滋賀県立総合保健専門学校、洛和会京都厚生学校

⃝主な就職先／�東洋紡、堅田電機、クリスタル光学、平和堂、JR東海、JR西日本、日本電気硝子、京セラ、日本精工、�
サンデリカ、カネカ、雄山荘、びわ湖花街道、湯元館、緑水亭、滋賀県学校事務、京都府警

⃝学科紹介／全日制�普通
⃝住所・TEL／〒520-0242�滋賀県大津市本堅田三丁目9-1　TEL�077�-�572�-�1206
⃝アクセス／JR堅田駅�徒歩約15分
⃝webリンク　http://www.katata-h.shiga-ec.ed.jp/

制服
PICK�UP

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜 HPリンクQR

　��堅田に広げ�未来につなぐ�笑顔の輪　
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滋賀県立北大津高等学校
心豊かでたくましい人間の形成。夢を叶える3つの類型【アドバンス・キャリア・スポーツ】

進学バックアップ　　　　　　TT授業や学びなおし授業で基礎基本の定着を！！

スクールライフ	 　 　　　　海外留学制度（短期・中期・長期）を活用し、高校生から世界を体験！！

一人一人の進路実現を目指して　　多様なコース・科目選択で一人一人の夢を実現する進路指導を実践します！！

インクルーシブ教育の充実を　　北大津高等養護学校との連携で、学校行事や部活をより魅力的に！！

北大津での学びはこれだ!
⚫夢を叶える3つの類型【アドバンス・キャリア・スポーツ】を展開します！！
⚫学び直し授業や分割授業などを展開し、基礎基本の定着を図ります！！
⚫	確かな学力を基盤とし、多様な選択科目を充実させることで進路に応じた授業展開
を実施します！！
⚫	姉妹校との海外留学（オーストラリア・ニュージーランド）を高校生のうちから経験できます！！
「力を伸ばす」「心豊かに」「地域と歩む」を目指す北大津高校。
ともに3年間を過ごしてみませんか？

北大津高校の魅力を２つ紹介します。
１つ目は豊富なコース選択があることです。自分の進路・興味関心に合わせた
選択ができ、アドバンス類型では第２外国語（ハングルやスペイン語）を学び、ス
ポーツ類型ではスキー・スノーボード実習など体験的な学習があります。
２つ目は活気ある学校です。Nフェス（学園祭）など学校行事が充実しており、部
活動も盛んです。併設された北大津高等養護学校の生徒と一緒に熱心に取り組
んでいます。ぜひ北大津に来て体験してみてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒会長

⚫主な進学先／	龍谷大学、京都橘大学、大谷大学、京都先端科学大学、大阪学院大学、追手門学院大学、びわこ成蹊スポーツ大学、	
福井工業大学、滋賀短期大学、堅田看護専門学校、大津市医師会看護専門学校、洛和会京都厚生学校、京都医健専門学校、
京都理容美容専門学校	など

⚫主な就職先／	平和堂（株）、トヨタカローラ、日本電子硝子（株）、サイチ工業（株）、日本郵便（株）、マックスバリュー（株）、（株）きんでん、
（株）緑水亭、大津ガスサービスセンター（株）、滋賀GOブラックス（プロ野球）、	
愛媛県民球団（株）愛媛マンダリンパイレーツ（プロ野球）

⚫学科紹介／普通科
⚫住所・TEL／〒520-0246	滋賀県大津市仰木の里㆒丁目23-1　TEL	077	-	573	-	5881
⚫アクセス／JRおごと温泉駅	徒歩10分
⚫webリンク　http://www.kitaotsu-h.shiga.ec.ed.jp

制服
PICK	UP

動画リンクQR

⚫入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜 HPリンクQR

　		育てる学校！！　
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滋賀県立大津商業高等学校
ビジネスのプロフェッショナルとして活躍できる人材を育成します！

魅力あるビジネス（商業）教育の推進！

就職はもちろん４年制大学等 幅広い進路を実現！

勉強と部活動の両立！ 充実したスクールライフ！

2025年滋賀国スポ強化拠点指定校（アーチェリー部・ソフトボール部・陸上競技部）

ビジネスのプロフェッショナルとして活躍できる人材を育成するため、ビジネス（商

業）教育をとおして、社会人基礎力（主体性・創造力・課題解決力・チームで働く力

など）を身に付けます。科目「課題研究」では生徒が主体となり、地域企業、上級学

校等と協働し商品開発やインターネットビジネス、旅行、イベントを実施していま

す。また、ビジネスに関する高度な資格取得を目指す講座も開講しています。卒業

後の進路は、資格を活かして就職はもちろんのこと、４年制大学等、幅広い進路を

実現することができます。

［情報システム科］
私が高校３年間で熱心に取り組んだことは検定取得です。日々学習を重ね情報処理
検定など全商協会主催の検定試験１級を７種目取得することができました。そして、
これらの資格を活かして国公立大学に進学することができました。

［総合ビジネス科］
大津商業高校に入学して自分の夢を見つけることができ、事務職として県内企業に
就職することができました。部活動ではバドミントン部の副キャプテンを務め、周囲に
目を向けることを意識して行動する力を身に付けることができました。部活動や将来
に向けて、どちらも一生懸命に頑張りたい方は入学をお勧めします。

⃝主な進学先／ 滋賀大学 経済学部、同志社大学 商学部、立命館大学 経営学部、龍谷大学 国際学部、大阪商業大学 商学部、
京都産業大学 経営学部、関西大学 商学部 等

⃝主な就職先／  （株）イシダ滋賀事業所、京セラ（株）滋賀蒲生工場、（株）村田製作所 野洲事業所、東海旅客鉄道（株）関西支社、
（株）滋賀銀行、（株）たねや、 （株）ホテルプリンセス京都、滋賀県警、草津市役所 等

⃝学科紹介／商業学科（情報システム科・総合ビジネス科）
⃝住所・TEL／〒520-0037 滋賀県大津市御陵町２-１　TEL 077 - 524 - 4284
⃝アクセス／京阪電車 大津市役所前駅下車 徒歩３分、JR大津京駅 下車 徒歩15分
⃝webリンク　http://www.daisho-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK UP

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜 HPリンクQR

　  頑張る大商生！　
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滋賀県立大津高等学校
SMILEで輝く 未来へのまなざし

進学バックアップ より高い目標の実現・広がる将来の可能性!!

スクールライフ 仲間と創る学園祭「大華祭」!!

スクールライフ 全力で打ち込む部活動!!

大 津 高 校は、充 実した学 習 活 動 S（S t u d y）と学 校 行 事や部 活 動 E（E v e n t）から礼 儀 作 法 M
（Manners）、知性I（Intelligence）、愛・思いやる心L（Love）が生まれると信じ、SMILEを理念に教

育をすすめています。
普通科では、より高い目標の実現をめざして、多様な進路に対応するため、基礎・基本の定着から

「探究」型の学びへときめ細やかな学習指導を行っています。一方、家庭学科では、得意な分野を
のばし、将来の可能性をひろげることをめざして、充実した施設・設備の中で豊富な体験学習を実
施しています。
また、運動部・文化部ともに熱心に活動しており、ボート部女子・カヌー部男女・弓道部男女・水球
女子は強化拠点校の指定を受け、世界大会や全国大会での活躍も見られます。
大津高校は、魅力あふれる社会の創造のために、探究心をもって「学び続ける人」を育成します。

私の高校生活はいろいろな人に支えられた3年間でした。入学当初は友だちができ

るか不安でしたが、学校全体が明るくおだやかな雰囲気で、学年行事や学校行事等

ですぐになじむことができました。また、部活動で苦楽を共にすることにより、支え合え

る仲間を作ることができました。そして、たくさんの先生方にお世話になりました。夏

休みや冬休みの進学補習、進路実現に向けての個別指導のおかげで、自信を持って

受験に対応することができ、無事に第1志望の大学に合格することができました。感

謝しています。みなさんも、ぜひ大津高校で最高の3年間を過ごしてください。

⃝主な進学先／ （普 通 科）滋賀大学、滋賀県立大学、同志社大学、立命館大学、関西大学、龍谷大学、京都産業大学、佛教大学、関西外国語大学、京都橘大学、 
　　　　 　同志社女子大学 など 
  （家庭学科）京都女子大学、龍谷大学、京都橘大学、京都華頂大学、京都光華女子大学、滋賀短期大学、滋賀県立総合保健専門学校、 
　　　　　 調理・服飾等各種専門学校 など

⃝主な就職先／ 滋賀県職員、滋賀県市町立小・中学校事務職、滋賀県警察 など
⃝学科紹介／全日制 普通科・家庭学科
⃝住所・TEL／〒520-0802 滋賀県大津市馬場1丁目1番1号　TEL 077 - 523 - 0386
⃝アクセス／膳所駅（JR）、京阪膳所駅（京阪）から200m（徒歩3分）
⃝webリンク　http://www.ohtsu-h.shiga-ec.ed.jp

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜、特色選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜 HPリンクQR

　  令和４年度に、創立70周年を迎えました　
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学校からのメッセージ

大津 滋賀県立膳所高等学校
世界のよりよい未来の創造に貢献できるリーダーを育てます

文武両道	 勉強も、部活動も、自主活動も、どれも等しく大切、全てが充実！

自主自津		 生徒主体の部活動や学園祭！	自ら考え、自ら行動できる力を伸長

SSH	 	 京都大、滋賀医大等での特別授業や海外での英語による研究発表等

特色ポイント

探究活動	 活用型の真の学力を身につけ、大学や社会で活躍できる生徒を育成

多くの卒業生が国内はもとより国際社会の各分野の第一線で活躍している伝統校です。国
からスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受け、将来国際的に活躍できる資質・
能力を育成するための取組や、大学や研究機関と連携した教育活動を推進しています。た
くさんの選択肢がある部活動や、盛り上がる学園祭、仲間とともに取り組む自主活動など、
好きなことに熱中するもよし、新しいことに挑戦するもよし、自分で自分の高校生活をデザ
インしよう。文武両道で主体的に様々なことに取り組んだ経験が、変化が激しく予測が困難
なこれからの世界を切り拓いてゆく力となるはずです。質の高い教育活動と生徒自らの活
発な諸活動を通して、論理的、科学的に考え、広い視点から物事を総合的に判断するととも
に、幅広い見識を備え、他人の立場に立って考えられる温かくて優しい心をもった人間の育
成を、膳所高校は目指しています。

この学校には、何かに打ち込める機会や環境が多く用意されています。勉強
をはじめ、部活動やSSH関連の活動、学園祭である湖風祭など、私たちが主
体となって努力できる場がたくさんあります。何に対しても全力を尽くすとい
うのがスタンダードなので、忙しく感じることもしばしばですが、頑張った分、
得られるものや自身の成長は何にも替え難いものです。自分の良き理解者
となってくれる友人、初めて触れるような深い学問の世界、入学したときには
想像もしていなかった経験など、数えれば本当にきりがないほどの楽しさや
充実した毎日に満ちています。　　　　　　　　　 S.Kさん（陸上競技班）

⃝主な進学先／	東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、京都工芸繊維大学、滋賀医科大学、滋賀大学、
名古屋大学、大阪公立大学、立命館大学、同志社大学

⃝学科紹介／全日制	普通科・理数学科
⃝住所・TEL／〒520-0815	滋賀県大津市膳所二丁目11-1　TEL	077	-	523	-	2304
⃝アクセス／JR琵琶湖線膳所駅徒歩15分、京阪石坂線膳所本町駅徒歩2分
⃝webリンク　http://www.zeze-h.shiga-ec.ed.jp

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、特色選抜

制服
PICK	UP

HPリンクQR

　		あなたの未来を育むキャンパス　
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滋賀県立石山高等学校
能力を引き出し、伸ばし、可能性を広げる学校。

スクールライフ	 　主体的な深い学びを通して、学力の向上を図ります。

進学バックアップ	 　丁寧な指導で、希望進路の実現を目指します。

スクールライフ	 　音楽科ならではの「魅力ある教育活動」を展開します。

スクールライフ	 　熱気あふれる自主活動には定評があります。

「高きを仰げ、志を高く掲げよ」の校是のもと、普通科と音楽科の生徒が互いに磨き合い
知性と感性を兼ね備えた創造力ある人材を育成する学校です。
進路指導においては、希望進路の実現を目指して学校全体が一丸となって一人ひとりを
支援します。また、音楽科では一流の外部講師を招いての公開レッスンや定期演奏会、ク
ラスコンサートなどを通して、豊かな感性を養います。本校自主活動のメインイベントであ
る熱気あふれる石舞祭は、生徒会が中心となり、生徒自らが企画・立案し、実施・運営しま
す。チームワークを発揮して完全燃焼する伝統ある行事です。
	自由な校風の中で、仲間とともに明るく充実した高校生活を送ることができる学校です。

学業だけでなく、学園祭をはじめとした学校行事や部活動にも非常に力を
入れていて、忙しくも、とても充実した学校生活を送ることができる学校で
す。また、本校は自由な校風も特徴の一つで、生徒は自分の個性を活かしつ
つ、毎日を楽しみながら勉学に励んでいます。本校は県内唯一の音楽科を有
しており、非常に整った音楽設備や、ハイレベルな音楽を身近に感じること
ができます。高校生という時間を大切にしながら、自分の目標に向かって頑
張ってください。

⃝主な進学先／	滋賀大学、滋賀医科大学、滋賀県立大学、京都工芸繊維大学、神戸大学、同志社大学、立命館大学、関西大学
⃝学科紹介／全日制	普通科・音楽学科
⃝住所・TEL／〒520-0844	滋賀県大津市国分一丁目15-1　TEL	077	-	537	-	3371
⃝アクセス／JR石山駅より徒歩20分、京阪石山寺駅より徒歩15分
⃝webリンク　http://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK	UP

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、特色選抜 HPリンクQR

　		知性・感性・創造力を育成します！　



学校からのメッセージ

大津

特色ポイント

先輩の声

学校data

入試data

滋賀県立瀬田工業高等学校
地域や日本の産業を支える技術者となる人材を育てます

就職　　　　専門知識、技能、技術を身に付け企業からたくさんの求人をいただいています

進学　　　　2年生から進路を見据え、専門類型と理系四大類型に分かれます

ものづくり　　授業で学んだことを活かし高校生「ものづくりコンテスト」で学習の成果を発表

定時制　　　働きながら機械と電気の基本が学べる！

　歴史と伝統ある本校では近年導入された設備を用いて基本技術から先端技術まで
学ぶことができます。また、校内だけの授業だけではなく、企業・大学等と協力しながら
情報化社会に対応する能力を習得します。進学する人も増加してきており、指定校推薦
制度など大学進学に対応したカリキュラムも展開しています。

　『質実剛健』の校訓に培われた堅実な校風と、多くの卒業生の活躍は産業界で高い
評価を得ています。県内は勿論、京阪神に近いこともあり、就職には極めて有利です。例
年高い就職率を誇れるのは工業高校ならではの特徴と言えます。本校では『工業に興
味を持ち、意欲のある生徒』の入学を待っています。

　私が瀬田工業高等学校で学んだことは、色んな事に自ら挑戦していくこ
と、何事も投げ出さず継続していくことです。例えば、毎日の授業を大切にし、
集中して取り組んだり、英単語を一日〇〇個覚えたり、部活動の練習する等、
どんなことでも良いので続けることが大切です。そうすると、自分の能力、魅
力を磨けるだけでなく、段 と々やりたいことが見つかって行きます。瀬田工業
高等学校を目指すみなさんもできることを自ら行動に移し、少しずつでも何
か続けて挑戦してみてください。

⃝主な進学先／�【全日制】立命館大学、日本大学、関西大学、大阪工業大学、近畿大学、大阪電気通信大学、金沢工業大学、滋賀大学、龍谷大学
　　　　　　　【定時制】大阪電気通信大学、京都コンピュータ学院
⃝主な就職先／�【全日制】�イシダ、オムロン、関西電気保安協会、関西電力、きんでん、湖国精工、三菱自動車工業�、イサム塗料、パナソニック、利昌工業、トヨタ、�

村田製作所、ダイハツディーゼル��
　　　　　　　【定時制】ダイコーロジサービス、ヤンマーキャステクノ
⃝学科紹介／【全日制】機械科・電気科・化学工業科　【定時制】機械・電気科
⃝住所・TEL／〒520-2132�滋賀県大津市神領3丁目18番地1号　TEL�077�-�545�-�2510
⃝アクセス／JR琵琶湖線�石山駅より�1.8km�京阪電鉄�唐橋前駅より�1.0km
⃝webリンク　http://www.setatech-h.shiga-ec.ed.jp/access/

S．Kさん

⃝入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜 HPリンクQR

　��みらい創り�もの造り�質実剛健　

（定時制）動画QR

（全日制）動画QR



学校からのメッセージ

大津

特色ポイント

先輩の声

学校data

入試data

滋賀県立東大津高等学校
東大津高校は、仲間とともに夢に向かってがんばる生徒の皆さんを、全力で支援します。

進路指導	 一人ひとりの夢の実現を全面的にサポートするきめ細かな進路指導

学習指導	 ICTを活用し一人ひとりに適した学びで学力アップ

環境・施設	 複数の大学や県立図書館・県立美術館などに隣接する恵まれた立地

部 活 動	 文武両道をリアルに体現（運動部・文化部とも全国大会出場多数）

本校の近くには、県立図書館、県立美術館などの文化施設と複数の大学がありま
す。このように県下に比類のない素晴らしい環境の中で、日々の教育活動に取り組
んでいます。開校当初より、Fight、Friendship、Fair	playの「３Fの精神」を校訓と
し、スクール・ミッションとして「変化の激しい社会において、社会に貢献できる自己
解決力を備えた人材の育成」「深く追究する学びの充実、主体性と協調性の育成、
身体的・精神的な健康のバランスの取れた教育活動を推進し、生徒の自律性を育
成する学校」を掲げています。2025年には創立50周年を迎えるのを機に制服を全
面リニューアルする予定です。

東大津の「いい感じ」ポイントはいくつかあります。まず、部活動の種類が多
く、新しいことを始めたい人には恵まれた環境です。もちろん、これまで続け
てきたことをもっと本気で取り組みたいと考えている人の期待にも添うこと
ができます。また、生徒に献身的な先生が多いです。勉強の質問や進路の相
談にも時間を惜しまず親身になって対応してくださいます。僕はこのおかげ
で、部活動に本気で取り組み、全国大会に出場した後、京大に現役合格でき
ました。このように東大津は「いい感じ」が集まった学校ですので、この高校
の門をたたくことに失敗はないと思います。

⃝主な進学先／	京都大学、大阪大学、神戸大学、名古屋大学、九州大学、滋賀大学、滋賀医科大学、京都工芸繊維大学、
京都教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、金沢大学、静岡大学、三重大学、名古屋工業大学、	
兵庫教育大学、岡山大学、滋賀県立大学、大阪公立大学、京都府立大学、愛知県立大学、奈良県立大学、
岐阜県立看護大学、三重県立看護大学、九州歯科大学、立命館大学、同志社大学、関西大学、龍谷大学、
京都産業大学、京都女子大学、早稲田大学

⃝学科紹介／普通科
⃝住所・TEL／〒520-2122	滋賀県大津市瀬田南大萱町1732-2　TEL	077	-	545	-	8025
⃝アクセス／JR瀬田駅から帝産バスまたは近江バス「滋賀医大」行き（約10分）「東大津高校」下車
⃝webリンク　http://www.higashiohtsu-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK	UP

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般選抜、特色選抜 HPリンクQR

　		ともにめざし、ともにかなえる　



学校からのメッセージ

大津

特色ポイント

先輩の声

学校data

入試data

滋賀県立大津清陵高等学校
常に学び続ける意欲を持ち、進んで社会に貢献できる、心豊かな人間を育成する

三部共通	 基礎基本を重視した細やかな指導を行います

昼 間 部	 学びたい科目を自由に選択し、自分だけの時間割をつくります

夜 間 部	 生徒の心を大切にし、豊かで人間味あふれる自由な校風です

通 信 部	 自分のペースで学習が進められ、自分のペースで卒業を目指します

単位制高校の三大特徴として、①学年の区別がなく留年がないこと、②定通併修によって
三年での卒業も可能であること、③マイペースの学習が可能であることがあげられます。
各部の日課表は、昼間部は午前９時に授業が始まり、12時半まで４時間の授業がありま
す。夜間部は午後５時半から１限目が始まり、給食を挟んで４限（金曜日のみ、４･５限	通
信制科目）の授業があります。通信部は週１回の面接指導（スクーリング）を日曜日と平日
（水曜日･木曜日の午後）に実施します。三部とも生徒の自ら学ぶ意欲を育み、一人ひとり
の個性と可能性を伸ばせるよう教育活動を展開しています。
自分自身の生活スタイルにあった学びの場をみつけてください。

私は大津清陵での高校生活を通して、人との繋がりの大切さを学びました。

生徒会や部活動でお互いの価値観を尊重しあい、チームプレーを発揮でき

たとき、自分の新たな可能性を感じたからです。また、友達や先輩、先生方の

優しさに何度も支えられ、目標に邁進することができました。今後、私が優し

さや助けを受けたように、多くの人に恩を送りたいと思います。

⃝学科紹介／定時制	普通科（昼間・夜間）／通信制	普通科
⃝住所・TEL／	【本校（昼間部・通信部）】〒520-0867	滋賀県大津市大平1丁目14-1　TEL	077	-	537	-	5004（代表）	

		【馬場分校（夜間部）】〒520-0802	滋賀県大津市馬場1丁目1-1　　TEL	077	-	523	-	4704
⃝アクセス／			【本 校】JR石山駅よりバス20分	京阪電車石山寺駅よりバス10分	バス停「石山団地」下車	徒歩すぐ	

		【馬場分校】JR膳所駅・京阪電車膳所駅より徒歩3分
⃝webリンク　http://www.ohtsuseiryo-h.shiga-ec.ed.jp

A・Eさん（卒業生）

⃝入学試験の種類／一般選抜 HPリンクQR

　		単位制で自分にあった学びを！　

（通信部）動画QR（夜間部）動画QR

（昼間部）動画QR


