
先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

湖北

学校からのメッセージ

滋賀県立伊香高等学校
地域と連携した探究的・実践的な学びを通して、生きる力を育んでいます。

コース選択制　　　　特進クラス、地域文化コース、自然環境コース、スポーツ健康コースがあります！

多様な進路に対応　　進学、就職のどちらでも、個に応じた丁寧な指導をしています。

スクールライフ　　　全国実績もある硬式野球部、柔道部をはじめ、多彩な部活動があります！

地域とともに　　　　建学の精神「三萬一心」を受け継ぎ126年、地域とともに歩み続けます。

伊香高校では、令和４年度から地域と連携した魅力ある高校づくりのモデル校として

「伊香高Go Beyondプロジェクト～超えてゆけ☆～」に取り組んでいます。自然豊かな

伊香の地に根ざし、地域をフィールドに、地域の人 と々コラボして学びを深めています。

基礎学力の充実から発展的な学習まで、少人数であることを活かして、一人ひとりを大

切にした教育に取り組んでいるので、希望進路実現のための確かな学力を身に付ける

ことができます。滋賀県最北の高校で、今日の自分を超えていきましょう！

伊香高校は小規模校なので、私たち生徒同士や生徒と先生方との距離が近く、
クラスメイトだけでなく、学校全体に打ち解けやすい雰囲気があります。授業の
質問も気軽にでき、朝講座や補習もあるので、充実した学校生活が送れます。ま
た、部活動においても、運動部・文化部共に、みんなが協力し合い、人間的に成
長できる環境にあると思います。「SOUND会」「花いっぱいサークル」などの、地
域ボランティア活動も盛んです。入学後は各々が目標を持って、仲間と切磋琢磨
しながら充実した高校生活を送ってください。　　　　 　　　　　　Y．Rさん

⃝主な進学先／ 筑波大学、滋賀大学、龍谷大学、大谷大学、京都橘大学、名城大学、長浜バイオ大学、びわこ学院大学、 
聖泉大学、滋賀短期大学、京都経済短期大学、県立看護専門学校、京都コンピュータ学院

⃝主な就職先／  ヤンマーパワーテクノロジー、三菱ケミカル、長浜キヤノン、日本電気硝子、新木産業、東洋紡、加貫ローラ、 
大阪シーリング、トップ事務機、西日本旅客鉄道、青祥会、フタバヤ、滋賀県警

⃝学科紹介／全日制 普通科
⃝住所・TEL／〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本251　TEL 0749 - 82 - 4141
⃝アクセス／JR木ノ本駅 徒歩10分
⃝webリンク　http://www.ika-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・文化芸術選抜（柔道） HPリンクQR

　Go Beyond  ～ 超えてゆけ☆ ～



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

湖北

学校からのメッセージ

滋賀県立虎姫高等学校
虎姫高校には、すべてのチャンスがある。 虎姫高校には、君の挑戦を支える人がいる。 
もっと知りたい。もっとやりたい。もっとがんばりたい。 そんな「もっと」を発揮したい人、集まれ虎姫高校へ。

授業　　　　 協働や対話の場面を取り入れた授業を各科目で展開しています。

学校行事・部活動　　学校行事は企画から運営まで生徒が主体となって活動します。本気になって頑張れる個性豊かな部活動がたくさんあります。

進路指導　　 自分の意志で進路を決定していくための、さまざまなサポート体制を整えています。

SSH・IBDP　　スーパーサイエンスハイスクールとして探究型の理数系教育を推進し、国際バカロレア認定校としてディプロマプログラムを実施しています。

虎姫高校は2020年度に創立100周年を迎えました。卒業生のほぼ全員が大学に進学する伝統ある進
学校であり、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）と国際バカロレア（IB）の両方の指定を受けた学
校です。
本校の教育目標「質実剛健の校風の下に、真に実力を持ち、我が国の発展と国際社会の繁栄に貢献
できる人間を育成する」には、創立以来の伝統に加え、新しいSSHやIBの理念が反映されています。
虎姫高校は、みなさんの探究心や知的好奇心に応えることができる学校です！ 本校には、探究的な授
業やディスカッション、校外での学び、学校行事、部活動など、みなさんが「自分らしさ」を発揮できる
チャンスがたくさんあります。「切磋琢磨できる仲間と共に、昨日の自分を超えていく、そんな高校生活
を送りたい」と思っている人、「高校で、自分の可能性をもっと広げたい、自分を大きく成長させたい」と
思っている人は、是非、虎姫高校に来てください！ 皆さんにお会いできることを楽しみにしています！

虎姫高校で過ごした日々は、私にとって忘れられないものです。受験生の時、私は進路や勉強方
法についてたくさん悩みました。そんな時、先生方はいつも親身になって話を聞いて下さいまし
た。また、私が職員室前で勉強していた時も「がんばれ」と言って声をかけて下さいました。虎姫
高校の魅力は、先生方が生徒のことをいつも見守り、応援してくれていると実感できるところで
す。応援の声はいつも私の中でやる気に変わっていました。また、虎姫高校は文武両道で、部活
も勉強も両方頑張ることができます。部活で出会った仲間は、今もかけがえのない存在です。ま
た、私はスイス留学をし、自分の視野を大きく広めることができました。中学生の皆さん、虎姫高
校には温かい先生方と最高の仲間が待っています。ぜひ、虎姫高校で一度しかない高校生活を
送ってみませんか。

⃝学科紹介／全日制 普通科
⃝住所・TEL／〒５2９-0112 滋賀県長浜市宮部町2４10番地　TEL 0７４９ - ７３ - ３0５５
⃝アクセス／JR虎姫駅から徒歩1５分
⃝webリンク　http://www.torahime-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、スポーツ・文化芸術推薦選抜 HPリンクQR

　  集まれ、知の冒険者たち。　
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滋賀県立長浜北星高等学校
一定の条件のもと、学びたい科目を自分で選んで総合的に学習ができます。

進学バックアップ	 自分の進路・興味・適性に合わせて科目を選択し、自己表現力・論理的思考・発想力を鍛えます。

就職バックアップ	 特色のある選択科目、少人数のアクティブな授業をとおして自己実現に向けた専門的な資格の取得にも力をいれます。

スクールライフ	 活気あふれる部活動で充実した学校生活をおくります。

長浜北星の名前に込められているのは「北の星であれ！」という願いです。校訓は「叡智
創造」。「優れた知恵で人々を幸せにできる新しい何かを創り出すこと」です。
【全日制　総合学科】
長浜北星高校では「総合学科各系列の学び」、「高等養護との交流による学び」、そして
「地域行政や地域商工業など地域資源との交流による学び」によって、優れた知恵を
持ち、地域の明るい未来を切り開くことができる人材の育成を目指していきます。
【定時制　総合学科（夜間）】
夜間定時制は総合学科で、修業年数は４年です。希望者のみ修業年数を3年にする制
度もあります。授業時間は１日４時間（午後５時30分～９時00分）です。

私が長浜北星高校を選んだ理由は、中学生の頃から長浜北星高校の水球部にマ

ネージャーとして携わりたかったことと、滋賀県立看護専門学校の合格率が毎年高い

と知ったからです。私は小学生の頃に一度だけ入院したことがあり、その際に担当し

てくださった優しく親切な看護師さんに憧れたことが看護師になりたいと思ったきっ

かけでした。長浜北星高校ではたくさんの先生が常にサポートしてくださるため、学

びやすい環境だと思います。自分のやりたいことが見つけられるよう、また今自分の

中にある将来に向けて充実した濃い学校生活を送ってください。

⃝主な進学先：滋賀大学、福井大学、立命館大学、京都橘大学、金沢工業大学、龍谷大学	など
⃝主な就職先：兵神装備（株）、ヤンマーパワーテクノロジー（株）、三菱ケミカル（株）、（株）滋賀銀行	など
⃝学科紹介：	全日制　総合学科／定時制　総合学科（夜間）
⃝住所・TEL：	〒526-0036	滋賀県長浜市地福寺町3-72　TEL	0749	-	62	-	3370
⃝アクセス：JR長浜駅下車　徒歩14分
⃝webリンク　http://www.hokusei-h.shiga-ec.ed.jp

⃝入学試験の種類：全日制　総合学科　推薦入試、スポーツ・文化芸術推薦選抜、一般入試／定時制　総合学科　一般入試 HPリンクQR

　		夢はかなうもの！　夢はかなえるもの！　だから　長浜北星　

（定時制）動画QR

（全日制）動画QR
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滋賀県立長浜北高等学校
特色ある学習・充実した学校行事・活気ある部活動

魅力あるカリキュラム	 　　多彩な選択科目で進路に応じた学習

県のモデルとなる英語教育　　	Small	Class	&	Interactive	Learning

N-プロジェクト　　　　　　　		総合的な探究で歴史文化散策・自分さがし体験

考える授業　　　　　　　　　自分で『考え』・『発信』する力

本校では、英語教育に重点的に取り組み、少人数クラスでの学習により、英語を

活用できる力を伸ばす授業を行います。また、国公立大学、難関私立大学への進

学を目指した高い学力を身に付けるために、通常より多い週32時間の授業を行

うとともに多彩な選択科目を設け、すべての教科で「考える授業」を実施していま

す。さらに、県下初の「コミュニティ・スクール」として、「地域から世界へ」視野を拡

げるNｰプロジェクト、学校行事や部活動など成長の機会が多数あり、文武両道を

実践しています。

本校の魅力を３つ紹介します。
まず学習面です。本校の英語教育はとても充実しています。アクティブ・イングリッシュ
という科目では、授業は全て英語で行われ、英語で発表するので、英語力を伸ばせま
す。次に生徒会活動です。生徒会では主に学校行事の企画、運営を行うのですが、生
徒会全体で協力して、行事を成功させたときは、大きな達成感を得ることができます。
最後に部活動です。どの部も目標をもって活動しています。人間として成長するため
に必要な力も身につくと思います。みなさんも長浜北高校で、自信が持てるものを見
つけ、一緒に楽しい高校生活を送りましょう。　　　　　　　　　　　　　	 N.Kさん

⃝主な進学先／	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、近畿大学、京都女子大学、	
佛教大学、京都橘大学、摂南大学、名城大学、中京大学、岐阜聖徳学園大学、金沢工業大学、京都看護大学、	
京都芸術大学、大谷大学、びわこ学院大学、長浜バイオ大学、聖泉大学、びわこリハビリテーション専門職大学、	
大津赤十字看護専門学校、滋賀県立総合保健専門学校、滋賀県立看護専門学校

⃝学科紹介／全日制	普通科
⃝住所・TEL／〒526-0033	滋賀県長浜市平方町270番地　TEL	0749	-	62	-	0238
⃝アクセス／JR長浜駅から自転車10分・徒歩20分
⃝webリンク　http://www.n-nagakita-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、スポーツ・文化芸術推薦選抜 HPリンクQR

　		君たちの夢をかなえよう　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

湖北

学校からのメッセージ

滋賀県立米原高等学校
Discover yourself.

学習に適した教育環境　　普通科だけの学校では得られない、特色ある授業を受けることができます。

温かい雰囲気で、活気あふれる学校生活　　米高生は文武両道を目指し、勉学や学校行事・部活動に熱心に取り組んでいます。

創設23年目の英語コース　　日々の授業や行事を通して、卒業後につながる英語力の習得を目指しています。

創設54年目の理数科　　自然科学に興味・関心のある高校生に対し、理数の専門教育を行う学科です。

周囲を小高い山に囲まれた、緑豊かな、自然環境抜群の地に米原高校はあります。勉学に部活動に活き活きと活動する生
徒たちは、笑顔にあふれています。創立59年が過ぎ、地域社会にしっかりと根をおろして、多くの人材を世に送り出してきま
した。「清純敦厚（せいじゅんとんこう）」の校訓のもと、職員・生徒が一体となって、一層の飛躍を目指して努力を続けていま
す。昼休みや放課後には、担任との個人面談が日常的に実施され、個々の生徒の実情に応じたきめ細かな指導が行われ
ています。進学希望者には特別補習やノート指導等を通じて学力の伸長に努め、学力不振者には個人指導や補充講座に
より、その向上が図られています。昭和45年に県下で初めて設置された理数科では、普通科に比べて理科・数学の授業時
間数が多く、その分を実験や演習に当てることによって、自然科学についてのより深い理解と実践的な力を身につけること
ができます。理科の実験は数多く実施され、野外実習地での化石採集や天体観測実習、またウニ発生実習や琵琶湖博物
館実習など、理数科独自の実習が多くあります。ここ数年は、大学と連携した生物実習や物理・化学実習も行っています。ま
た、平成13年、普通科に英語コースが設置されました。分割授業やTTなど授業形態を工夫したり、英語合宿やミシガンセン
ター研修、各種コンテスト等課外活動を通して、これからの国際社会に通じる実践的英語力の向上を目指しています。

米原高校には他校にはない様々な特色があります。英語コースや理数科が
設置されているため、充実した設備や施設を利用した授業を受けることがで
きます。また、先生との面談が多くあり、日常生活や希望進路の悩みに対応し
てくださるので、安心して学校生活を送ることができます。コロナ禍で様々な
制限がある中でも、学園祭・球技大会など、クラスで団結して取り組む行事が
たくさんあるので、学校生活を楽しみ、自分の力をレベルアップさせたい人
におすすめの学校です。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　M.Aさん

⃝主な進学先／ 滋賀県立大学、滋賀大学、滋賀医科大学、富山大学、京都工芸繊維大学、名古屋大学、金沢大学、広島大学、　
静岡大学、信州大学、京都教育大学、高知大学、和歌山大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学

⃝学科紹介／普通科、理数科、普通科英語コース
⃝住所・TEL／〒521-0092 滋賀県米原市西円寺1200　TEL 0749  - 52  - 1601
⃝アクセス／JR米原駅（近江鉄道米原駅）から徒歩15分
⃝webリンク　http://www.maibara-h.shiga-ec.ed.jp

制服
PICK UP

動画リンクQR

⃝入学試験の種類／普通科、理数科、普通科英語コース
HPリンクQR

 この門は君のためにいつでも開いている



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

湖北

学校からのメッセージ

滋賀県立伊吹高等学校
生徒一人ひとりに合った学びの機会を提供し、地域で活躍する人材を育成します。

スクールライフ	 　　３つのコース・クラスがあります！

スクールライフ　　	　「湖北未来プロジェクト」で地域探究活動に力を入れています！

進学バックアップ　　	チューター制度や進学補習などの手厚い進路指導！

スクールライフ　　　部活動に一生懸命打ち込める環境があります！

伊吹高校は、令和４年度に開校40周年を迎えました。40年間、地域に根ざした

高校として「地域と共に歩み、地域で活躍し、地域を発展させる人材」の育成に取

り組んできました。

きめ細かな学習指導、自律を促す生徒指導、手厚い進路指導を基盤に、本校の

特色である①３つのコース・クラス、②部活動、③総合的な探究の時間を通して、

生徒一人ひとりに合った多くの学びに触れる機会がこの学校にはあります。

伊吹高校では特に受験勉強が思い出に残っています。発展クラスで

は、１年生の頃から長期休暇等で進学補習が行われます。受験の時

期になり、職員室に毎日のように質問に行くと、朝早くから夕方暗くな

るまで教えてくださった伊吹高校の先生方の姿が印象的でした。

⃝主な進学先／	滋賀大学、滋賀県立大学、明治大学、早稲田大学、大谷大学、龍谷大学、京都産業大学、京都橘大学、立命館大学、	
関西大学、関西学院大学、滋賀県立看護専門学校、草津看護専門学校

⃝主な就職先／	JR東海、JR西日本、パナソニックアプライアンス社、たねや、大阪シーリング印刷、三菱ケミカル、	
ヤンマーパワーテクノロジー

⃝学科紹介／普通科
⃝住所・TEL／〒521-0226	滋賀県米原市朝日３０２　TEL	0749	-	55	-	2350
⃝アクセス／JR近江長岡駅	バス15分
⃝webリンク　http://www.ibuki-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

F.Aさん

HPリンクQR

　		地域に根ざして40年　



先輩の声

学校data

入試data

特色ポイント

湖北

学校からのメッセージ

滋賀県立長浜農業高等学校
命の尊さに触れ、食のありがたみを知り、人と環境を大切にする態度と感性を育みます

実習を重視した専門学習	 実習を通して知識をより確かなものにし、技術を身に付けます

特色ある学科と専攻分野	 ３つの学科、学科ごとに２年から３つの専攻分野に分かれます

地域連携	 	 学科・専攻分野の特色を生かした地域との連携を深めています

進路指導の充実	 	 個々の生徒に応じた丁寧な進学・就職指導を行っています

田園地帯に囲まれた、自然豊かな地域に甲子園球場5個分の広大な敷地を持つ本校があります。滋
賀県農学校として開校され、校訓「質実剛健」のもと創立124年の歴史を迎えた単独農業高校です。	
現在の設置学科は、農業科・園芸科・食品科です。学科ごとに湖北地域との特色ある連携事業に取り
組みながら、地域社会に貢献できる人材・農業に対する良き理解者の育成を目指しています。
実際に栽培・飼育・加工製造の実習に取り組みます。学んだ知識を実習によって確かなものとし、座学
だけではわからない温もりや匂い、距離感を感じ取って、技術を身に付けています。実習を通して生命
や自然の尊さに触れ、人と環境を大切にする態度と感性を育んでいます。
部活動では、伝統校ならではの漕艇部、飼育している資源動物を活用した馬術部など、他校にはない
部もあります。近年では、軽音楽部が全国大会出場を果たしています。

・	人前に出て何かをすることは苦手でした。２年生からプロジェクト研究等を発表する
機会が増えて、少しは人前に出て説明をする、話をする力が身に付いたと感じます。
・	率先して活動できるようになった。わからない事を先生や友達に相談できるように
なった。アドバイスをもらって、自分で考えて行動する力が身についたと思う。
・	動物の世話や食べ物を作ったりして、自分に見えていない所で誰かが努力をして
いる事が初めて実感できました。他の学校では経験できない色々なことを学んで、
命の偉大さ、食べ物に感謝する気持ちが強くなりました。そして、より良いものをつ
くるため考える力や責任感が身に付いたと思います。

⃝主な進学先／	びわこ学院大学、南九州大学、龍谷大学、滋賀短期大学、滋賀文教短期大学、大阪eco動物海洋専門学校、	
京都芸術デザイン専門学校、京都コンピュータ学院、京都製菓製パン技術専門学校、京都理容美容専修学校、	
滋賀県立農業大学校、滋賀職業能力開発短期大学校、テクノカレッジ草津・米原

⃝主な就職先／	アイリスオーヤマ（株）、（株）アルナ矢野特車、（株）エフベーカリーコーポレーション、大阪シーリング印刷（株）、	
（株）カミング･エンタープライズ、三友エレクトリック（株）、長浜キヤノン（株）、日本ガスケット（株）、日本電気硝子（株）、	
ピアス（株）、（株）フタバヤ、（株）ブリヂストン、丸栄製パン（株）、三菱ケミカル（株）、ヤンマーパワーテクノロジー（株）、	
レーク伊吹農業協同組合

⃝学科紹介／全日制農業科（農業科・園芸科・食品科）
⃝住所・TEL／〒526-0824	滋賀県長浜市名越町600　TEL	0749	-	62	-	0876
⃝アクセス／JR田村駅から自転車で20分
⃝webリンク　http://www.naganou-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

　		学びの場は自然そのもの　


