
5月  　球技大会4月  　入学式 ９月  　文化祭 3月  　卒業式4月  単車実技講習会 9月   体育大会 11月   修学旅行 2月 耐寒金剛登山10月   創造フィールド
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トップクラスの施設と環境トップクラスの施設と環境 　今年創立１２ 4 年目を迎える歴史と伝統ある学校です。
明治２９年尋常中学校五條分校として創立。昭和２３
年県立五條高校と改称。平成４年新校舎に移転。卒業生
は 3万 5千人を超え、各界で活躍しています。
　平成２９年、人工芝グラウンド・陸上競技用全天候型
レーン完備。
　校舎内は、全教室に PC, 大型モニターテレビ、エアコ
ン完備。
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　藤花寮は、礼儀作法や自立心
を育てることができる、寮生に
とっての我が家です。
　快適に暮らせる設備が整い、
勉学と部活動に集中できる環境
に恵まれた施設です。エアコン
も完備されています。

本校寄宿舎「藤花寮」の御案内

　すべてのクラスルームにデスクトップパソコンと大型モ
ニターが設置されています。また、Apple TV を使った iPad
のミラーリングも可能です。

各講義室には電子
黒板が備え付けら
れています。

普段より ICT を活
用した授業が行わ
れています。

I C Tで学びやすい環境
を見つける を見つける

を見つける
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どの部活動も
挨拶や礼儀を大切にし、
全国大会を目指して

日々練習に励んでいます。
環境や設備は抜群です。
サッカー部も目標としていた
全国高校選手権大会に出場し、
良い経験になりました。

どの部も皆仲が良く、
整った環境や設備の中で

自分のやりたいことができます。
部活動の経験は、進路を

決める際にも強みになります。
また、地域の行事に
参加することも
良い経験に
なります。

生徒会を中心に
生徒が主体的に

行事にかかわります。
卒業式では、

在校生からのメッセージを
桜の木アートにして

卒業生に喜んでいただき
ました。

学校行事は
クラスの自由度が高く、
一から作り上げて
いくことができます。

中でも文化祭と体育大会は
学校全体が盛り上がる
  大きなイベントです。

ボランティア活動を
通していろんな人とかかわる
ことができました。　

小学生を招いてのイベントでは
初めはうまく伝えるのが　
難しかったのですが、　
うまくできると嬉しく　
やりがいを感じました。
　私自身人見知りでしたが
変わることができました。

自分にどのくらいの
英語力やコミュニケーション
力があるのかを試す良い機会に

なりました。
知らなかった文化や習慣を知り、　

普段はできない体験が
できます。

一生忘れることのない
素晴らしい思い出です。

サッカーフェスティバル
本校の人工芝グラウン
ドで小学生を対象に
サッカー教室を開催
しています。

　恵まれた施設、環境のもと、多くの生徒が熱心に部活動に取り組んでいます。
昨年度は、サッカー部が悲願の全国高校選手権大会出場を果たしました。また、
柔道、陸上競技、弓道、ビジネス、コーラス部も全国大会に出場。サッカー、柔道、
陸上競技、ソフトテニス、卓球、水泳、弓道部が近畿大会に出場しました。
文化部の活動も多彩で、部員たちは毎日生き生きと練習に励んでいます。
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各部屋には、学
習机・イス・ベッ
ドなどが備え付
けられています。

　高校生活の始まりです。晴れて伝統ある
五條高校の一員となります。

　五條市内在住の生徒で、一定の条件を満
たせば、単車通学が認められています。

　ソフトボール・ソフトバレーボール・ミ
ニサッカー・卓球・ドッジボールなど、多
彩な競技で、楽しく、真剣に競います。

　２学期の最初の大きな行事。１年生は展
示発表、２年生は舞台発表、３年生は模擬
店で大いに盛り上がります。

　競技に応援に本気度１２０％。みんな
が団結し、一丸となって競技に参加しま
す。クラスの絆が一層深まります。

　３年間の高校生活最大の学校行事。思い
出がいっぱいできます！写真は天草でのイ
ルカウォッチングの様子です。

　総合的な探求の時間「創造」では、地域
の学習にフィールドワークを取り入れてい
ます。写真は吉野山での学習の様子です。

　１００年以上続く伝統ある五條高校の行
事です。学校から金剛山の頂上を目指しま
す。達成感が味わえます。

　在学中の様々な思いを胸に、さわやかに
母校を旅立つ感動的な式です。夜間定時制
と合同で行います。

五高カルチャー講座
本校生徒が地域の中学生と一緒に様々な活
動をします。写真は書道講座の様子です。

ホストファミリーとも仲良くなりました。

部活動

13

年
間
行
事

夢中 コミュニティ・スクール
　五條高校と地域が協力して特色
ある学校づくりを進めています。
　地域に根ざす学校として、地域
の方に学校運営にも関わっていた
だき、私たちも地域のためにでき
ることに取り組んでいます。「五
高スポーツ教室・五高カルチャー
講座」「サッカーフェスティバル」
「コットンプロジェクト」などの
活動のほか、地域の行事にも多く
の生徒がボランティアとして参加
しています。

地

オーストラリア研修
　平成６年より、オーストラリアのガートン･グラマー･スクールと姉妹校提携を結
び、３月に姉妹校派遣を行っています。約２週間、現地でホームステイを体験し、
ホストと共に学校に通います。ガートン校からも、本校を訪問し、ホームステイや
授業を体験します。互いに行き来することによって、異文化を理解し、関心を高め
る交流となっています。

界

五條高校は、「地域と共にある学校」です。

異文化を理解し、世界に目を向ける。

　最新のコンピュータを４６台完備し、カラープリン
タも使用可能な教室が２つあります。
 　情報の学習だけでなく、総合的な探求の時間や、
その他の授業でも使用します。

　約１６０人が同時に利用でき、メニューは２５種類ほ
どあります。日替定食、夏季・冬季限定のメニュー、生
徒の人気 No.1 の鶏唐マヨ丼など、こだわりの味が評判
です。

　平成２７年度「子どもの読書活動優秀実践校」として、
文部科学大臣表彰を受けました。
　五條市立図書館とも連携し、生徒の読書にかかわる
多方面の興味関心に幅広く応えています。

　音楽室・書道室・生物室・社会科室・視聴覚室・調理室・
作法室など、五條高校にはたくさんの特別教室があり、
授業に応じた教室を使用することができます。
　写真は生物室における授業の様子です。

普通科
水津  直斗

普通科
竹原  唯右

普通科　
生徒会本部役員　　　　　　
森脇  未愛花

まなびの森コース　
生徒会長
新井  涼介

ガートン校の生徒
との交流の
様子です。

普通科
牛房  奈月

普通科
鍵本  日向子

　浜辺でバーベキューや名所の散策など、
クラスごとに行先を決めます。

クリスマスリースづくり
校内で育てた綿を使い、
地域の小学生をサポート
してクリスマスリースを作
りました。

特別教室図 書 室食　堂情報学習室


