
先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立守山北高等学校
落ち着いた環境での学習、部活動、各種イベントが確かなキャリアを形成します。

学習は未来への挑戦	 主体的で対話的な深い学びを実践します。

幅広い進路希望の実現	 一人ひとりの希望実現に多方面からサポートします。

想い出は人生の宝石	 様々なイベントに一生懸命の汗と涙が上質の想い出を築きます。

友情は最高の戦術　　運動部・文化部活動が盛んです。仲間とともに青春を謳歌するステージが揃っています。

地域との連携による主権者教育研究推進校の指定を受け、さまざまな地域団体や

活動家にサポートしていただきながら、生徒たちのキャリアを育成しています。

学習、学年・クラスイベント、生徒会活動、部活動、ボランティアとあらゆる場面を生

徒一人一人のまたとない発達の瞬間として位置づけ、青春の一コマ一コマを創造

していきます。

⃝主な進学先／	立命館大学、龍谷大学、京都産業大学、京都橘大学、佛教大学、京都先端科学大学、近畿大学、	
追手門学院大学、龍谷大学短大部、滋賀短大、滋賀県立総合保健専門学校、滋賀県済生会看護専門学校、	
草津看護専門学校

⃝主な就職先／	長府製作所、日本マタイ、日本精工、ダイハツディーゼル、旭化成、ブリヂストン、京セラ、たねや、滋賀県警、	
京都府警、彦根市消防

⃝学科紹介／普通
⃝住所・TEL／〒524-0004	滋賀県守山市笠原町1263　TEL	077	-	585	-	0431
⃝アクセス／JR守山駅下車	近江鉄道バス守山北高前下車すぐ
⃝webリンク　http://www.morikita-h.shiga-ec.ed.jp

私は一度も塾に行ってません。私は、勉強は量も大事だけど、質の方

が重要だと思います。自分に合う学習法を見つけて集中的に勉強し

たり、すき間時間を使ったりすることが鍵だと思います。守北のアドバ

ンス補習は、大学の過去問や英語・数学の応用問題に慣れることが

でき、おすすめです。
S.Tさん

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

　		「ほら	ここに	人を想う心がある」（守北高スローガン）　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

学校からのメッセージ

南部 滋賀県立守山高等学校
豊かでたくましい心身の育成と確かな学力の伸長に努める

「協和」　　互いの人格を尊重し、協力する心を大切にする人間を育てる。

「進取」　　積極的に物事に取り組み、主体的に行動できる人間を育てる。

「叡智」　　一人ひとりの個性を生かし、高い知性を持つ人間を育てる。

本校は1963年に開校し、今年で60年目になります。
2014年には文部科学省からグローバルハイスクール事業、SGHの指定を受け、その取り組みの成果
から、2017年にはユネスコスクールの指定も受けました。
また、今年度より、文部科学省のSGHネットワーク参加校として、また滋賀県のアドバンストラーニング
コンソーシアム構築推進事業連携校として、持続可能な社会の創り手となるグローバルリーダーの育
成をめざしています。
守山高校では、「総合的な探究の時間」にも力を入れています。学習者が自ら「問い」（疑問や好奇心）
を持ち、その「問い」をもとに主体性と積極性によって学習を進めています。
また、生徒一人ひとりの進路希望の実現に向けて、「生徒の可能性を信じる」「生徒の夢を育てる」「生
徒の自己実現を教職員みんなで支える」をモットーに丁寧な進路指導を行っています。

守高では、高校2年生の時にフィールドワークを行ったりしているので将来のイメー
ジを抱きやすいと思います。先生方の手厚いサポートも本当にありがたかったです。
休み時間や放課後などいつでも、将来のこと、進路のことについて面談をしてくだ
さって、受験などで不安だったこともそこで解消できました。私に適した学部の情報な
ど、いろいろ調べてくださったりして、親身になって考えていただきました。
守高は「チーム守山」というキーワードがあって、受験を団体戦として乗り越えよう！っ
ていう風習があるので、辛い時もみんなで支え合う雰囲気がすごく助かりました。

⃝主な進学先／�京都大学、大阪大学、北海道大学、名古屋大学、京都工芸繊維大学、滋賀医科大学、滋賀大学、神戸大学、京都教育大学、奈良女子大学、�
岡山大学、金沢大学、筑波大学、大阪教育大学、広島大学、東京工業大学、電気通信大学、横浜国立大学、旭川医科大学、東京大学、東京農工大学、
東京外国語大学、一橋大学、九州大学、大阪公立大学、滋賀県立大学、京都府立大学、国際教養大学、京都府立医科大学、立命館大学、龍谷大学、
京都産業大学、同志社大学、近畿大学、同志社女子大学、京都女子大学、関西学院大学、京都薬科大学、上智大学、早稲田大学、�
慶應義塾大学、東京理科大学、自治医科大学

⃝学科紹介／全日制�普通科
⃝住所・TEL／〒524-0022�滋賀県守山市守山三丁目12-34　TEL�077�-�582�-�2289
⃝アクセス／JR守山駅徒歩20分
⃝webリンク　http://www.moriyama-h.shiga-ec.ed.jp

M.Dさん（卒業生）

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／特色選抜、一般選抜 HPリンクQR



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立野洲高等学校
「自主の心」「自律の心」「慈愛の心」を育てます。

スクールライフ　　　サッカー、野球、女子バスケ、ダンス、eスポーツなどの部活動が盛んです。

進学バックアップ　　「行きたい学校」の実現に向けて、面接指導や小論文指導をしています。

就職バックアップ　　「就きたい職業」の実現に向けて、外部講師による面接指導をしています。

修学旅行　　　　　 沖縄方面（宮古島、石垣島、沖縄本島など）へ行っています。

★ 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）を編制しています。
★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。

三年間を振り返ってみると、野洲高校でしか経験できないようなことばかりで、
楽しい毎日でした。野球部では、初めのころは練習についていくのに精いっぱい
で、三年間続けていけるのかと、不安に感じていました。でも先輩方に声をかけ
てもらい、あきらめず頑張ることができました。同じチームで戦った仲間、チーム
を支えてくださった顧問の先生方には感謝しかありません。面接練習などは学校
の先生の指導の中で頑張って取り組みました。練習は大変でしたが、先生方の
協力もあって、何とか無事に合格することができました。これから先も一所懸命
働いていきたいと思います。

⃝主な進学先／ 龍谷大学、阪南大学、大阪学院大学、びわこ成蹊スポーツ大学、びわこ学院大学、滋賀県堅田看護専門学校
⃝主な就職先／ 京セラ（株）滋賀蒲生工場 、（株）ブリヂストン彦根工場、 ダイハツ工業（株）本社、日本電気硝子（株）、 

旭化成（株）製造統括本部守山製造所、（株）吉野工業所滋賀工場、TOTOサニテクノ（株）、 
ニプロファーマ−（株）、グンゼ包装システム（株）守山工場

⃝学科紹介／普通
⃝住所・TEL／〒520-2341 滋賀県野洲市行畑二丁目9番1号　TEL 077 - 587 - 0059
⃝アクセス／JR野洲駅徒歩15分
⃝webリンク　http://www.yasu-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK UP

S.Sさん（野球部）

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

　  恵まれた環境の中で学ぼう！　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立草津高等学校
自ら考え判断し実行できる心豊かな人間形成を目指しています。

スクールライフ　　学校行事も充実しています！

部活動　　　　　やりたい部活動がきっと見つかる！

カリキュラム　　　希望進路に対応できるカリキュラム！

草津高校では、自ら考え判断し実行できる心豊かな人間形成を目指してこのような教育活動を行
います。
学びの礎…�時代が求める確かな学力を！
　　　　　�協働学習（コの字型学習・小グループ学習）をとおして、他者と関わりながら探究的な

学びや課題解決学習に取り組みます。
心 の 礎…豊かな心で自己実現を！
　　　　　�人権学習を中心に様々な学習活動をとおして、高い人権感覚を身に付けます。
　　　　　系統的なキャリア教育を推進し、自己のキャリアプランニングを行います。
人生の礎…社会で生きるための自律心・自立心を！
　　　　　�集団生活の中で社会のルールや規律を学び、部活動や生徒会活動に主体的に取り組

み、充実した高校生活を送ります。

私は中学生の頃は目標がなく、真剣に勉強に取り組めていませんでした。しか
し、草津高校に入学し、授業を受ける中で、大学進学への意識が強くなり、定期
試験で上位になることを目標に３年間頑張ることができました。また高校３年生
の時に志望校選択で悩んでいた時も担任の先生が親身に相談に乗ってくださっ
たので、自分の目標を明確にすることができました。草津高校のいろんな先生方
のサポートもあり、志望校に合格することができたのだと思います。

⃝主な進学先／�滋賀大学、関西大学、立命館大学、京都産業大学、聖泉大学、びわこ学院大学、びわこ成蹊スポーツ大学、�
大谷大学、京都先端科学大学、京都光華女子大学、京都華頂大学、京都芸術大学、京都美術工芸大学、�
京都精華大学、京都橘大学、京都文教大学、花園大学、佛教大学、追手門学院大学、大阪学院大学　他

⃝主な就職先／�一正蒲鉾（株）、オッペン化粧品（株）、（株）たねや、（株）日立建機ティエラ、（株）プリンスホテル、�
（株）平和堂、京セラ（株）、スターライト工業（株）、東京濾器（株）、日本精工（株）、パイン（株）　他

⃝学科紹介／普通
⃝住所・TEL／〒525-0051�滋賀県草津市木川町955-1　TEL�077�-�562�-�1220
⃝アクセス／JR草津駅徒歩20分
⃝webリンク　http://www.kusatsu-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK�UP

K.Sさん（龍谷大学に進学）

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

　��学びで未来を拓く　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立湖南農業高等学校
命を育み、大地の恵みに感謝しながら、充実した高校生活が送れます。

スクールライフ	 広い敷地を生かした自然豊かな環境で農業について学び、各学科において専門性を高めることができる。

学力の基礎基本の充実　　共通教科に独自の基礎科目を設置し、1年生で基礎・基本を学べる。

キャリア教育の充実	 就業体験や派遣実習を通して、自己表現や人との関わりや社会人として必要な力を身に付けることができる。

資格取得	 約20種類もの資格を高校生活の間に取得できる。

本校は、滋賀県の湖南地域唯一の単独農業高校として、「社会で活躍できる能力を持った生徒」「勤労観や職業観を身に
つけた生徒」「地域農業や関連産業で活躍できる生徒」の育成を目指し、日々の教育活動を展開しています。学科は、農業
科、食品科、花緑科の3つを設置しています。農業科では、農業や園芸に関する基本的な知識、技術を習得して、食料生産
を担う農業技術者として必要な能力や態度を育てるとともに地域社会の発展に貢献できるように学習しています。食品科
では、食品の製造方法を学ぶとともに、食品に関する基礎的な知識と技術を習得し、食品関連産業に従事できるように学
習しています。花緑科では、造園や園芸装飾、植物バイオテクノロジー通して、自然環境と人間が調和・共存できる緑豊か
な空間を創造し、実現するための知識・技術を身に付け、園芸や緑化関連産業に従事できるように学習しています。普通
教科の学習では学校設定科目を大幅に導入し、特に基礎・基本の定着を図る授業展開に努めるとともに、専門教科の学
習を習得させることに努め、自ら問題意識を持って解決を図る学習（プロジェクト学習）を展開し、自主性・創造性を育成し
ています。農業クラブの学習では、プロジェクト研究発表や意見発表、各種競技会、ボランティアに取り組み、生徒に達成感
を与える活動を行い、北海道や長野県での長期実習や本校直売所での生産物販売活動、地域の幼稚園や保育園、小学
校等との交流を通して、単に教科の学習だけではなく、幅広い知識・技術の習得や豊かな人間形成を目指しています。

良い友達や先生方に囲まれ、気軽に相談できる環境がある素晴らし

い学校だと思います。農業高校ならではの授業や実習など、独自の取

り組みもたくさんあります。今まで経験したことのないことばかりだか

らこそ、楽しいこともたくさんあります。ぜひ、自分なりの充実した学校

生活を送ってくださいね。

⃝主な進学先／	びわこ学院大学、花園大学、川崎医療福祉大学、京都光華女子大学、京都華頂大学、京都橘大学、滋賀短期大学、びわこ学院大学	短期大学部、大阪テーマパーク・ダンス専門学校、
京都医療福祉専門学校、YIC京都工科自動車大学校、辻調理師専門学校、京都芸術デザイン専門学校、滋賀県立総合保健専門学校、京都理容美容専修学校、	
京都製菓製パン技術専門学校、京都医健専門学校、大阪調理製菓専門学校、辻学園調理・製菓専門学校、京都コンピュータ学院、京都文化医療専門学校、	
京都ホテル観光ブライダル専門学校、滋賀県立農業大学校

⃝主な就職先／		（株）アルファテクノス、医療法人	幸生会	琵琶湖中央病院、（株）うすなが、大津観光（株）里湯昔話	雄山荘、川重冷熱（株）、キンキダンボール、（株）金陽社関西事業部、	
（株）サンデリカ滋賀事業所、日本電気硝子（株）、日本マタイ（株）滋賀工場、（株）平山	朝国事業所、（株）プリンスホテル、（株）蓬莱、宮川化成工業（株）、名城食品（株）、	
	ニプロ（株）びわこ工場、ダイハツ工業（株）	他

⃝学科紹介／農業科・食品科・花緑科
⃝住所・TEL／〒525-0036	滋賀県草津市草津町1839　TEL	077	-	564	-	5255
⃝アクセス／JR草津駅から徒歩約20分
⃝webリンク　http://www.konanno-h.shiga-ec.ed.jp

K・Kさん（弓道部）

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／一般入試・推薦選抜 HPリンクQR



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

学校からのメッセージ

南部 滋賀県立玉川高等学校
「将来に展望をもち、人間性豊かで自立した学習者」を育てる

学習　　　　 学びの意欲を高め確かな学力を育てる

進学・就職　　進路希望に応じた教育

学校行事　　  白萩祭（学園祭）・中山道宿場踏破等、充実した学校行事

「自律・友愛・進取」の校訓のもと、人間性豊かで社会に貢献できる人材の育成を目

指しています。 わかりやすい授業と熱心な部活動指導で両立を応援するとともに、

将来の進路が切り拓けるような丁寧な指導をします。考える力、表現する力を大切

にし、これからの社会を生きていくための基礎力を培います。

部活、勉強、趣味など自分がしたいことができる環境が玉川高校には

あります。両立するのも何かを極めるのも高校生活の彩り方はあなた

次第です。玉川高校には他の人を思いやれる心優しい生徒や、気軽

に話せて頼りになる先生方がたくさんおられるのであなたが困ってい

る時は助けてくれます。私は玉川高校に入って良かったと実感できて

います。楽しい高校生活を送りましょう。

⃝主な進学先／ 富山大学、滋賀大学、京都工芸繊維大学、滋賀県立大学、早稲田大学、日本大学、帝京大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、関西学院大学、
近畿大学、京都産業大学、龍谷大学、関西外国語大学、京都外国語大学、佛教大学、京都橘大学、大阪工業大学、大阪体育大学　（過去３年分）

⃝学科紹介／全日制 普通科
⃝住所・TEL／〒525-0058 滋賀県草津市野路東三丁目2番1号　TEL 077 - 565 - 1581
⃝アクセス／南草津駅から徒歩約20分
⃝webリンク　http://www.tamagawa-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 HPリンクQR



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立草津東高等学校
普通科と体育学科を設置した活気のある学校で、何事にも、最後までやり遂げる力が身に付きます。

普通科　　　　　多様な進路希望に応じたカリキュラム編成をしています！

体育学科　　　　競技力向上と将来の指導者を目指します！

多彩な部活動　　運動部・文化部問わず、全国大会に多数出場しています！

充実した設備　　文武両道を体現できる環境が整っています！

草津東高校は、普通科と県内唯一の体育科が併設された学校であり、校訓「誠実・自主・創造」のもと、「文武両道
で明日をつかむ！」をスローガンに、日々の授業や学校行事、部活動等を通して「誠実で心豊かな人間」「自主性や
創造性に富み、社会に貢献できる人間」の育成を目指しています。
今、貧困、紛争、感染症、気候変動、資源の枯渇など、社会は数多くの課題に直面しています。国連では、それらの課
題を整理し、SDGsとして2030年までの達成をめざす17の目標が立てられました。
私たちには、様々な社会の課題とSDGsとのつながりを知り、「持続可能な世界を築くためには、何をしたらいいの
か。また、将来自分はどのように目標達成に貢献できるだろうか。」を考え、行動することが求められています。
本校では、SDGsの視点を教育活動に取り入れ、龍谷大学を始めとする大学との連携、企業との連携、地域との交
流などを積極的に行っています。それらの取組を通して、課題の解決に向けて多様な人 と々協働し、主体的に行動
できる資質と素養を備えた地球市民（グローバルシチズン）に育ってほしいと願っています。
さらには、今後、社会でDX（デジタル・トランスフォーメーション）が進展する中、様々な教育活動を通して、生徒がデ
ジタルの善き使い手となれるよう取り組んでいきます。

草津東高校で学んで感じたのは、とても楽しく素晴らしい3年間を過ごすこと
ができたということです。コロナウイルスの影響で1年生の終わりと2年生の
最初にかけて休校期間があり学校生活は思っていたよりも短かったですが、
学校行事や部活動はもちろん勉強面でも中学のときよりレベルが上がり充
実していました。
高校受験は簡単なものではありません。ですが、高校に入ってからは楽しい
日々が待っています。草津東高校を目指して最後まで諦めずに後悔のないよ
うに頑張ってください。

⃝主な進学先／�滋賀大学、滋賀医大学、京都教育大学、神戸大学、立命館大学、同志社大学、関西大学、関西学院大学、龍谷大学、京都産業大学、佛教大学、�
近畿大学、大阪体育大学、中京大学、日本体育大学

⃝学科紹介／普通科・体育学科
⃝住所・TEL／〒525-0025�滋賀県草津市西渋川2丁目8番65号　TEL�077�-�564�-�4681
⃝アクセス／JR草津駅徒歩15分
⃝webリンク　http: //www.kusahiga-h.shiga-ec.ed.jp

K.Yさん（アーチェリー部）

動画リンクQR

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

　��文武両道で明日をつかむ！　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立栗東高等学校
普通科:基礎・基本を徹底し進路実現を目指す　美術科:創造性を養い美術分野で活躍する

特色1　　挨拶ができ、落ち着いた環境で学べる

特色2　　県下唯一の美術科

特色3　　毎年全国大会に出場する部活動

特色4　　少人数による分割授業、学習支援教室「友愛」

【普通科】　�生徒の個々に応じた指導を行っています。特に、学習が苦手な人にとって粘り強く教え
てくれる先生方が心強い味方となります。学習支援教室や教育相談週間などを設け
て、悩みの解決をしてくれます。

【美術科】　�生徒一人ひとりの個性を活かし、基礎的な知識および技術の習得を目指すとともに、
創造性豊かな心情を養い、美術文化の発展に寄与する態度や能力を育成します。

【全　般】　�充実した面接指導や添削、実技指導により、生徒個々に応じた進路指導を実現してい
ます。また、部活動では、県の強化指定クラブ（体操・レスリング・ソフトボール・テニス女
子）を中心に美術部含め毎年全国大会に出場しています。生活指導もしっかりしている
ので、落ち着いた環境で学習できます。ぜひ栗東高校で学んでみませんか？

栗東高校は人として大事なこと、当たり前のことを徹底して指導する
学校です。部活動では集中して取り組める施設が整っており、学習面
では苦手な生徒でも仲間と助けあったり先生方が分かりやすく教えて
くださる環境だと思います。規律があるため、3年間で社会にでたと
きに必要なことを学ぶ栗高生活があったからこそ今の私があると思
います。栗東高校を卒業できて良かったと思っています！
　　　　　　　　　　　　　　　 　2018年度卒　S．O（体操部）　　　　　　　　　　　　　　　　　

⃝主な進学先／�滋賀大学、関西大学、龍谷大学、京都産業大学、京都先端科学大学、大谷大学、多摩美術大学、�
成安造形大学、びわこリハビリテーション専門職大学、滋賀短期大学など

⃝主な就職先／�（株）イシダ、京セラ（株）、（株）たねや、ダイハツ工業（株）、日本精工（株）、利昌工業（株）、日東電工（株）など
⃝学科紹介／普通科・美術科
⃝住所・TEL／〒520-3016�滋賀県栗東市小野618番地　TEL�077�-�553�-�3350
⃝アクセス／JR手原駅徒歩15分
⃝webリンク　http://www.ritto-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
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　��個性の伸長と豊かな人間性を育みます！　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

南部

学校からのメッセージ

滋賀県立国際情報高等学校
総合学科ならではの英語・情報・メカ・商業・普通分野を備え、入学後に自由に系列を選ぶことができ、
自分の「なりたい！」を見つけることができる学校です。

５系列での専門的な学習	 入学してから深く勉強したい系列を決めることができます！

自由度の高い学習	 系列に定員はなく、総合学科の特徴を生かした様々な授業を受けることができます！

確かな進路実績	 進学・就職ともに、幅広い実績があります！

盛んな国際交流	 海外への修学旅行、カナダへの夏季研修、姉妹校との交流を行っています！

総合学科は、普通科でも専門学科でもありません。入学したあなたが、自分で将来

の夢を描き、夢を実現するための道を決めます。豊富な施設・設備の整った環境で

あなたの高校生活が豊かなものになるように、国際情報は応援します。国際情報で

は5つの系列を設けています。系列とは興味・関心や能力・適性、卒業後の進路希

望に合わせて科目を選択する目安となるものです。

総合学科である本校には、5つの系列があり、それぞれの目標に応じ
た授業や実習に取り組むことができます。また、系列の壁を越え、互
いを高め合える良い友人に出会えます。いろいろな目標を持つ友人と
接することで、自分自身について考える機会がたくさんあり、日々学ぶ
ことができます。ぜひ、目標を持って充実した学校生活を送ってくださ
い。一緒に頑張りましょう。応援しています。

⃝主な進学先／	滋賀大学、滋賀県立大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、京都外国語大学、関西外国語大学、京都橘大学、	
京都産業大学、龍谷大学、大阪工業大学、大阪産業大学、大阪電気通信大学、滋賀県済生会看護専門学校、	
滋賀県立総合保健専門学校

⃝主な就職先／	滋賀県庁、（株）ウミノ製作所、京セラ（株）滋賀蒲生工場／八日市工場、一般財団法人近畿健康管理センター、（株）シスコ、	
積水ハウス（株）生産部、ダイキンレクザムエレクトロニクス（株）、ダイハツ工業（株）本社、（株）たねや、	
日本精工（株）石部工場／大津工場、パナソニック（株）アプライアンス社、宮川化成工業（株）、（株）村田製作所野洲事業所、	
ローム（株）滋賀工場、湖南広域行政組合（消防）

⃝学科紹介／総合学科（グローバルスタディ・情報テクノロジー・メカトロニクス・国際ビジネス・ヒューマンカルチャー）
⃝住所・TEL／〒520-3016	滋賀県栗東市小野36　TEL	077	-	554	-	0600
⃝アクセス／JR「手原駅」より約2.3km、帝産バス「東宝ランド」より約500m
⃝webリンク　http://www.kokujo-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK	UP

生徒会役員

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

　		興味、関心、適性を伸ばす、世界で輝く教育を　


