
先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

東近江

学校からのメッセージ

滋賀県立能登川高等学校
滋賀県唯一の総合単位制普通科高校

３ 部 制	 	 学ぶ目的やライフスタイルに合わせた学習システム

独自のカリキュラム	 進路実現に向け自分で授業科目を選択

単 位 制	 	 多くの選択科目、学校外における学修成果の単位認定

“啐啄同時”

啐（ひなが卵からかえろうとするとき、内側から殻をつついて音をたてる）と啄（母鳥

がそのタイミングで外から殻をつつく）が同時に行われてはじめて雛は誕生します。

自分の殻を破って成長しようとする生徒と、手助けする大人とがタイミングよく協力

しあって、将来に向かっていこう。

能登川高校は、全日制と定時制に分かれていて、就職から大学進学

まで幅広い進路の選択肢があります。

猪子山をはじめ、自然豊かな学校です。生徒同士の仲も良く、先生と

の距離が近いので、安心して学校に通えます。

⃝主な進学先／	滋賀県立大学、立命館大学、龍谷大学、佛教大学、京都産業大学、京都外国語大学、大谷大学、京都橘大学、京都文教大学、京都光華女子大学、花園大学、京都精華大学、	
京都華頂大学、京都芸術大学、京都先端科学大学、平安女学院大学、京都ノートルダム女子大学、藍野大学、関西大学、関西外国語大学、追手門学院大学、大阪産業大学、	
大阪人間科学大学、大阪学院大学、大阪電気通信大学、神戸学院大学、岐阜協立大学、びわこ学院大学、聖泉大学、びわこ成蹊スポーツ大学､	長浜バイオ大学、	
成安造形大学、びわこリハビリテーション専門職大	など

⃝主な就職先／	国立印刷局、JR西日本、京セラ、近江鉄道、たねや、ブリヂストン、ダイハツ工業、ロッテ、平和堂、トヨタカローラ滋賀、	綾羽工業、福田金属箔粉工業、グリーン近江農協、	
休暇村近江八幡、ナイキ、富士シート、日立建機、日立物流西日本、湖東タックス、	フリックイン福井（アズイン）、マリンフード、双葉産業、和晃、エフベーカリー、シキボウ、	
ホシデンエフ・デイ、西濃運輸、中央倉庫、旭金属工業所、東洋製罐、TBC、ニチイ学館、きんでん、名神八日市カントリークラブ、秦荘歯科、グリーン歯科、陸上自衛隊	など

⃝学科紹介／単位制普通科
⃝住所・TEL／〒521-1235	滋賀県東近江市伊庭町13　TEL	0748	-	42	-	1305
⃝アクセス／JR能登川駅徒歩8分
⃝webリンク　http://www.notogawa-h.shiga-ec.ed.jp

生徒会

⃝入学試験の種類／一般選抜、推薦選抜 HPリンクQR

（定時制）動画QR

（全日制）動画QR
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東近江

学校からのメッセージ

滋賀県立八幡商業高等学校
ビジネス社会のリーダーとして活躍できる人材を育成します

商業科	 	 めまぐるしく変化する経済社会に対応できる能力を育てます

国際経済科	 国際感覚や大学等への進学に対応できる能力を育てます

情報処理科	 成長著しい高度情報化社会に対応できる能力を育てます。

本校は明治19年（1886)に商業学校としては全国では10番目（府県立としては初)となる滋賀県
商業学校として開校し、明治34年に近江商人の故郷である近江八幡市に移転しました。卒業生
の実業界での活躍が高く評価され、八商の名声は全国にとどろき、近江商人の士官学校と評さ
れました。現在も「近江商人再生プロジェクト」などの教育活動によって、その伝統の継承に務
め、ビジネス社会のリーダーとして活躍できる人材を育成しています。
歴史と伝統のある商業専門高校として、質の高い商業教育（ビジネス教育)を展開するとともに、
文部科学省スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（SPH)研究指定校として培った、多様
な教育実践をより深化させ、21世紀に求められる新しい商業教育（ビジネス教育)の構築に努め
ています。

八商は自分を成長させ、可能性を広げてくれる学校です。授業では商業につい
て詳しく学べ、幅広い分野での資格取得はもちろんのこと、マナー等について
も先生方が丁寧に教えて下さるので、自分の立ち振る舞いや知識に自信が持
てるようになります。同級生や先輩だけでなく、後輩からも刺激や学びを得るこ
とも多くあり、生徒同士がお互いを認め合い、日々成長しています。学年を超え
たつながりが、部活動や近江商人再生プロジェクトを通じて生まれることも、周
りを尊重し、礼節をもって接することを大切にしている八商だからこそできる光
景だと思います。

⃝主な進学先／	滋賀大学、金沢大学、和歌山大学、立命館大学、同志社大学、関西学院大学、龍谷大学、京都産業大学、佛教大学、びわこ成蹊スポーツ大学
⃝主な就職先／滋賀銀行、京セラ、村田製作所、ワコール流通、平和堂、たねや、ダイハツ工業、京都ホテル、JR東海、国立印刷局、東近市役所、滋賀県警察本部
⃝学科紹介／商業学科（商業科・国際経済科・情報処理科)
⃝住所・TEL／〒523-0895	滋賀県近江八幡市宇津呂町10　TEL	0748	-	32	-	2072
⃝アクセス／JR近江八幡駅から徒歩20分
⃝webリンク　http://www.hassho-ch.ed.jp

⃝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

　		天八魂“継承”と“新たな伝統”の始まり　

HPリンクQR

動画リンクQR
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滋賀県立八幡高等学校
「学びの心」「優しい心」「感じる心」を育成します

看護系　　　　　　　県内で設置しているのは本校だけ！ 大学や病院での実習あり！

進路実現に向けて 　　難関大学合格を後押しします！（文系特進クラス設置等）

学園祭　　　　　　　八宝祭（体育祭・文化祭）、縦割り団でとても盛り上がります！

修学旅行　　　　　 令和５年度入学生は、２年生の２学期に北海道へ！（予定）

本校は、近江八幡市内にある県立の普通科高校で、「八普（はっぷ）」とも呼ばれています。「学び
の心・優しい心・感じる心の育成」を教育目標に掲げ、教科の学習はもちろん、行事をはじめとす
る特別活動にも力を入れています。本校に入学してくる生徒の多くは大学等への進学を希望し
ていますので、その希望が叶うよう進学補習や多様な入試への対策、細やかな面談もおこなっ
ています。２年生からは、文系・理系・看護系のいずれかを、個々の進路希望や適性にあわせて
選択することになります。部活動は、体育系10、文化系８、計18の部を設置しています。全国大会
や近畿大会に出場する部もあります。生徒の多くが３年間部活動を続けます。「仲間とともに汗
を流して心身を鍛え、泣き、笑い...一生の宝物を手に入れてほしい」と、そう願っています。八幡
高校は、勉強も部活もがんばるみなさんを応援します！

楽しく学校生活を送れてる！ と思っている人が大半だと思います。女子生徒の
割合は少し高め。男女関係なく仲良くできています。八普生は、八宝祭をはじめ
様々な行事を思いっきり楽しみます。八宝祭は、本当に大掛かりでとっても楽しい
と感じられると思いますよ。部活を頑張っている生徒も多いです。もちろん勉強す
るときはしますし、メリハリがつけられる生徒ばかりです。先生と生徒の距離感も
程よく、一人一人のことを理解し相談に乗ってくださる先生がたくさんおられま
す。中学生のみなさん、八普に入学して高校生活を楽しんでください！　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 Ｙ.Ｈさん

⃝主な進学先／ 滋賀大学、滋賀県立大学、同志社大学、関西大学、立命館大学、龍谷大学、京都産業大学、近畿大学、摂南大学、
佛教大学、大谷大学、京都橘大学、京都先端科学大学、追手門学院大学、大和大学、京都外国語大学、 
関西外国語大学、藍野大学、聖泉大学、びわこリハビリテーション専門職大学、長浜バイオ大学、 
滋賀県立総合保健専門学校、滋賀職業能力開発短期大学校

⃝主な就職先／（株）平和堂、（株）オリエントマイクロウェーブ、東近江行政組合
⃝学科紹介／全日制 普通科
⃝住所・TEL／〒523-0031 滋賀県近江八幡市堀上町105番地　TEL 0748 - 33 - 2302
⃝アクセス／JR・近江鉄道 近江八幡駅 徒歩約1２分
⃝webリンク　http://www.hachi-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
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HPリンクQR

　  キラリと光る 魅力ある普通科高校　
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滋賀県立八幡工業高等学校
「八工走」で体を鍛え、挨拶・礼儀がしっかりしている八工生は高い評価をいただいています！

就職バックアップ	 　　　　　　学校紹介による就職で製造業を中心に卒業生が企業で活躍！

進学バックアップ　　　　　　指定校推薦、AO入試、スポーツ推薦、一般入試で大学等に合格！

資格取得、検定試験バックアップ　資格取得、検定試験対策など放課後の補習等全力でバックアップ！

クラブ活動バックアップ	 　　運動部だけでなく文化部も活動が盛ん！	本年度よりeスポーツ部を創設！

落ち着いた学習環境の中、確かな工業技術の習得と希望する進路の実現をめざし、
インターンシップや高大連携事業を中心としたキャリア教育を実践しています。
部活動においてはラグビーフットボール部、バスケットボール部、剣道部の強化拠点
校をはじめとする運動部に加え、「全国ものづくりコンテスト」に出場する工業学科の
学びに直結した部活動があることも特徴です。
「みずうみに答える」と題する美しい校歌、「やればできる八工魂」のスローガンのも
と、職業人の基礎をなす挨拶・礼儀をしっかりと実践している学校です。
みなさんもプロフェッショナルを目指して「はちこう」で学びませんか。

高校時代は文化祭や様々な行事に対して全力で取り組んでいまし

た。部活動は野球部に所属しており、心身ともに鍛えることが出来まし

た。八幡工業では学問の基礎からしっかり学ぶだけでなく、部活動や

八工走を通して体力や忍耐力を鍛えることが出来ます。八幡工業は

立派な工業人となるための準備が出来る高校です。

⃝主な進学先／	大阪学院大学、大阪工業大学、大阪産業大学、大阪電気通信大学、追手門学院大学、京都産業大学、京都精華大学、京都橘大学、聖泉大学、同志社大学、長浜バイオ大学、
花園大学、びわこ成蹊スポーツ大学、立命館大学、龍谷大学、滋賀職業能力開発短期大学校	等

⃝主な就職先／		京セラ（株）滋賀蒲生工場、（株）YMIT、（株）村田製作所	野洲事業所、（株）ティラド滋賀製作所、（株）ダイフク滋賀事業所、（株）イシダ滋賀事業所、前田工繊（株）能登川工場、
（株）吉野工業所	滋賀工場、オイレス工業（株）、（株）コクヨ工業滋賀、タカラベルモント（株）、東レエンジニアリング西日本（株）、日本電気硝子（株）、	ニプロ（株）、	
パナソニック（株）草津、（株）日立建機ティエラ、三菱ロジスネクスト（株）滋賀工場	等

⃝学科紹介／工業学科（機械科・電気科・環境化学科）
⃝住所・TEL／〒523-0816	滋賀県近江八幡市西庄町5　TEL	0748	-	37	-	7227
⃝アクセス／JR近江八幡駅	南口徒歩20分
⃝webリンク　http://www.hachikou-h.shiga-ec.ed.jp

S.H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

　		やればできる「八工魂」　
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滋賀県立八日市高等学校
自らの道を自らが拓く力を養い、仲間とともに学校生活を創ることのできる学校です。

棠
とうふうさい

楓祭！！！	 　　　　八日市高校のメインイベントです★★★★★

「進路計画ノート」	　　　　計画的な学習	×	スケジュール管理力	＝	進路実現！！

地域との連携（モデル校）	 地域学習を通して自分の生きるプラットフォーム創りを学びます。

生徒会活動・部活動	 生徒会活動が盛りだくさんです。部活動も活発で、充実感いっぱいです。

2つの校訓「自彊不息」と「自主協同」のもと、知力・体力の錬磨、豊かな人間性の涵養、自

己実現の支援に努め、国や地域の発展および人々の幸福に寄与する人材育成を目指して

います。（「自彊不息（じきょうやまず）」…出典は『易経』で、「天行は健なり、君子以て自彊息

まず」から引用しています。「努力を惜しむことなく続ける」という意味です。）また、本校は県

下でも有数の歴史と伝統を誇る進学校です。その伝統的精神、すなわち創立当時の進取の

気概と不屈の精神は、学業と生徒会活動・部活動の両立を目指す生徒一人ひとりの努力の

中に、今も脈 と々息づいています。ぜひ八日市高校で素晴らしい仲間とともに学びましょう。

八日市高校での日々は、まさに「文武両道」です。私は音楽部に所属していました。部
員とより良いものを作り上げようと取り組むと共に、自身の希望する進路実現に向け
て勉学に励む毎日は、充実以外の何ものでもありませんでした。また、「八日市高校と
言えばこれ！」と言っても過言ではない一大イベント、棠楓祭は試行錯誤を繰り返しな
がら自分たちで一から作り上げていきます。だからこそ毎年大いに盛り上がり、実際
に、そこで生じた仲間との絆は私にとって一生のものとなりました。喜怒哀楽のあるに
ぎやかな面と、授業などに対する真剣な面とのけじめがはっきりとある八日市高校。
是非、ここで人生一度きりの高校生活を最高なものにしてください！　　　			S・Tさん

⃝主な進学先／	滋賀大学、滋賀県立大学、神戸大学、金沢大学、京都工業繊維大学、大阪公立大学、立命館大学、龍谷大学、
佛教大学	など

⃝学科紹介／普通科
⃝住所・TEL／〒527-0022	滋賀県東近江市八日市上之町1番25号　TEL	0748	-	22	-	1515
⃝アクセス／近江鉄道	八日市駅	徒歩10分
⃝webリンク　https://www.youkaichi-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

　		～	あたらしき　時をせおいて　強く立つ	～　
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滋賀県立八日市南高等学校
職業教育を通して社会で活躍できる良識ある人材の育成

ムラサキプロジェクト　東近江市の花であるムラサキの栽培・紫根染めを普及する活動に取り組んでいます。

八南レストラン・政所茶プロジェクト　地域の特産品である銘茶政所茶にスポットを当て、その復興を目指して取り組みを始めました。１２月には八南レストランを開催しています。

暮らしのデザイン・植栽プロジェクト　地域との連携活動や社会貢献活動を通じて、地域の環境問題をはじめ、豊かな暮らしの実現に向けて提案していきます。

キャリア教育　インターンシップを初めとして社会で活躍できる人材の育成に積極的に取り組んでいます。

八日市南高校では、動植物に関わる生産学習から食品加工・食品製造に関わる学習、そし
て、公園のデザインや材料に関わる学習から将来の職業人としての個々に必要となる「生き
る力」を習得していきます。さらに、基礎学力の定着やプロジェクト学習を推進し、地域貢献
活動やインターンシップなど体験学習に積極的に取り組むことで、社会で活躍できる良識の
ある人材の育成をめざします。
［農業科］太陽と大地と水から、いのちをはぐくみ、安全・安心な農産物をつくります。
［食品科］大地の恵みから安全・安心な加工食品をつくり、マーケットから地域へ提供します。
［花緑デザイン科］地域の環境を守り、心和ませる花と緑、豊かな暮らしをデザインします。

⚫�農業高校でしか経験できない専攻班での実習です。専攻班ごとに学ぶことが
違い、たくさんの知識を身につけることができました。苦戦することもありまし
たが、仲間と協力して乗り越えることができ、充実した学校生活を送ることがで
きました。

⚫�普通科であればまずないだろうことが盛沢山です。専門的な実習や授業があ
り、外で野菜を育てたり、庭を設計し造ったりします。どれも大変ですが、勉強
になることが多くあります。農業高校ならではのスキルを身につけ、生命と関わ
り地球と一体になれます。�

⚫主な進学先／��【大　　　学】龍谷大学、びわこ学院大学、成安造形大学、聖泉大学、京都橘大学、京都先端科学大学、花園大学、岐阜協立大学�等
　　　　　　　【短 期 大 学】滋賀短期大学、びわこ学院大学短期大学部、滋賀文教短期大学、京都文教短期大学、京都外国語短期大学�等
　　　　　　　【大 学 校】滋賀県立農業大学校、滋賀調理短期大学校�等
　　　　　　　【専門学校等】京都調理士専門学校、京都医健専門学校、YIC京都ペット総合専門学校、アミューズ美容専門学校�等
⚫学科紹介／全日制�農業学科（農業科・食品科・花緑デザイン科）
⚫住所・TEL／〒527-0032�滋賀県東近江市春日町1-15　TEL�0748�-�22�-�1513
⚫アクセス／近江鉄道�八日市駅から徒歩25分
⚫webリンク　http://www.yokaichiminami-h.shga-ec.ed.jp
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東近江

学校からのメッセージ

滋賀県立日野高等学校
日野高校は、真面目に頑張る生徒を全力でサポートします。

アカデミック系列　　少人数での、きめ細かな指導が定評！

ビジネス系列	 　ビジネス社会で役立つ知識や技術を習得！	簿記を中心とした検定・資格にも対応！

ヒューマン系列	 　他校では珍しい高齢者・障がい者福祉を学べます！

マルチメディア系列　　ICT社会で活躍できる知識や技能を習得！	情報処理を中心とした検定・資格にも対応！

創立120周年が間近という県下屈指の伝統を誇ります。総合学科としての歩みも着実で、アカデ
ミック、ビジネス、ヒューマン、マルチメディア各系列の専門分野を学ぶことのできるカリキュラム
を揃えています。総合学科では、自分の個性を伸ばしたり、進路実現をしたりするために、普通科
高校での国語や数学などの普通教科・科目をはじめ、専門学科高校での商業や福祉などの専門
教科・科目がバラエティ豊かに用意されています。
近年は、上記のような教科・科目の学習だけでなく、地元日野町との結びつきも深め、1年生の
「日野チャレ」（産業社会と人間）や2年生の総合的な探究の時間、3年生の課題研究等の授
業において、地域でのフィールドワークも行っています。さらにインターンシップや大学との連携
講座等、座学だけでは学ぶことのできない、社会で活きる力を3年間で伸ばすことができます。

個性的な生徒や親しみやすい先生がたくさんいて、一人ひとりが輝く

ことができる素敵な学校です！	日野高カフェの営業や施設での実習

など、日野高校でしかできない経験が多くあります。ぜひ、日野高校で

学校生活を楽しんでください。努力すれば、夢は必ず叶います。諦め

ず、頑張ってください！

⃝主な進学先／	びわこリハビリテーション専門職大学、びわこ学院大学、大谷大学、佛教大学、京都光華女子大学、	
京都橘大学、京都外国語大学、京都先端科学大学、大阪学院大学、龍谷大学

⃝主な就職先／	日立建機ティエラ、フクシマガリレイ、京セラ滋賀蒲生工場、北斗製作所、木徳神糧、丸杉建設、日野精機、
旭化学工業、寺嶋製作所、淀川ヒューテック

⃝学科紹介／総合学科
⃝住所・TEL／〒529-1642	滋賀県蒲生郡日野町上野田150　TEL	0748	-	52	-	1200
⃝アクセス／近江バス「日八線	高校前バス停」より徒歩1分
⃝webリンク　http://www.hino-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK	UP

S.Mさん（生徒会執行部）
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