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年間行事予定
（２０１９年度）

４月 入学式
３年プレジョブシップ

５月 １学期中間考査
６月 春季高校総体

校外学習
１学期期末考査
救急救命法講習

７月 体育祭
１年進路ガイダンス
２年進路ガイダンス

８月 県民体育大会
中学生体験入学

９月 ２年修学旅行
１０月 ２学期中間考査

中学生体験入学
秋季高校総体・高文祭

１１月 文化祭
１２月 ２学期期末考査

２年進路ガイダンス
１月 ３年学年末考査
２月 １・２年学年末考査
３月 卒業式

球技大会
１年進路ガイダンス

部
活
動

フェンシング部 硬式野球部 剣道部 バドミントン部 テニス部

バスケットボール部 ハンドボール部 陸上競技部 アーチェリー部

音楽部(合唱) 茶華道部 美術部 書道部 天文科学部 家庭部

軽音楽同好会 ※吹奏楽は音楽コースで！

修学旅行体育祭



選ぶのはあなた！

総合
コース
Enjoy
School  
Life!

 進路や適性に合わせて、文系・理系、さらに３年では文
系進学・就職の選択ができます。

 習熟度別授業や選択科目では、少人数で学習を深め
ることができます。

 大学等への進学を目指す人を中心とした『進学クラス』
があります。

音楽専門(8)

総合コースの専門科目 音楽コースの専門科目 体育コースの専門科目

(  )は単位数

１年 科目 １年 ２年 ３年 科目 １年 ２年 ３年

共通 基礎英語Ⅰ(2)・地理A(2) 演奏実技※ 2 2 2 ★体育 3 3 2

吹奏楽 2 2 2 ★保健 1 1

２年 音楽基礎※ 1 1 スポーツ概論 1

理系 化学(4) 音楽理論 2 1 体育演習 1

文系 古典A(2)・基礎英語Ⅱ(2) 音楽史 1 1 地域・生涯スポーツ 4 4 4

舞台芸術 1 合計 8 10 6

３年 ★音楽Ⅰ 2

理系 物理または生物(4) 合計 6 8 8 ★必修

文系
進学

実践国語(2)・英語総合(2) ※個人またはグループレッスン

文系
就職

基礎数学(2)・芸術Ⅲ(2) ★必修

学年 コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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音 楽

注）「文進」…文系進学、「文就」…文系就職 を示す ※科目の名称は一部変更する場合があります
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音楽
コース
Enjoy  
Music!

滋賀県で普通科の音楽コースがあるのは愛知高校だけ！

音楽コースの行事予定

 実技は個人またはグループレッスンです。

 音楽室に加えて８つのレッスン室があります。

 専任２名と１４名のプロの講師陣がいます。

 ３年間で、必修の体育と保健を含めて専門科目を24単位履
修できます。

 『地域・生涯スポーツ』の授業で、指定の４競技（硬式野球・
フェンシング・剣道・陸上競技）において競技力の向上を図りま
す。４競技以外の競技の人も指定種目に属しますが、総合的
に色々なスポーツに、取り組みます。

 平成３０年度は、剣道部・陸上競技部・フェンシング部が近畿
大会出場！

体育コースの実習予定

５月 体力測定(スポーツ会館：全学年)

９月 マリンスポーツ実習(１年)

キャンプ実習(２年)

１２月 びわこ成蹊スポーツ大学訪問(２年)

２月 ウィンタースポーツ実習(１､２年)

５月 グリーンコンサート

６月 滋賀県吹奏楽祭

７月 県吹奏楽コンクール地区予選

中日コンクール滋賀県予選

８月 県吹奏楽コンクール県大会

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

１０月 滋賀県高校総合文化祭

１１月 卒業演奏会

１２月 ミュージックフェスティバル

※ その他地域の行事に随時参加

体育
コース
Enjoy
Sports!



近年の主な進路実績

滋賀県立大学 びわこ学院大学 聖泉大学

朝日大学 龍谷大学 花園大学 中京大学 奈良大学

中京大学 大谷大学 近畿大学 成安造形大学

京都造形大学 大阪総合保育大学 平安女学院大学

岐阜経済大学 京都嵯峨芸術大学 大阪商業大学

大阪音楽大学

４年制大学

短期大学

専門学校等

就 職びわこ学院大学短期大学部 滋賀短期大学

滋賀文教短期大学 大垣女子短期大学

平安女学院大学短期大学部

大阪成蹊短期大学 京都経済短期大学

大阪音楽大学短期大学部 高山自動車短期大学

ＹＩＣ京都ペット総合専門学校

京都文化医療専門学校

放送芸術学院専門学校

アミューズメントメディア総合学院専門学校

京都製菓製パン技術専門学校

大阪観光専門学校

京都外国語専門学校

京都理容美容専修学校

大阪モード学園

日本分析化学専門学校

京都コンピュータ学院

大阪ビューティーアート専門学校

全日本ウインタースポーツ専門学校

辻調理専門学校

豊郷病院附属准看護学院

滋賀職業能力開発短期大学校

ＨＡＩＲ ＭＯＤＥ ＴＯＫＯＲＹＯ
株式会社青山
栗本コンクリート工業株式会社
トーア株式会社彦根工場
株式会社ブリヂストン彦根工場
有限会社林工業所滋賀工場
滋賀建機株式会社
株式会社ヒロコーポレーション
綾羽工業株式会社湖東工場 金属技研株式会社滋賀工場
株式会社オートハンズ 福田金属箔粉工業株式会社
藤野商事株式会社 京セラ株式会社滋賀蒲生工場
株式会社鈴木古建築 株式会社大長
ＦＳＰ株式会社彦根工場 ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社
株式会社ダイハツメタル 株式会社アヤハディオ
エンゼルプレイングカード製造滋賀株式会社
株式会社サンミュージック 株式会社吉野工業所滋賀工場
富士包装紙器株式会社日野工場 株式会社たねや
セントラルロジコ株式会社愛知川配送センター
アキレス株式会社滋賀工場 社会福祉法人日野友愛会
株式会社カネカサンスパイス滋賀工場
リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社
ＡＬＳＯＫ京滋株式会社滋賀支店 ダイハツ工業株式会社
株式会社旭金属工業所滋賀工場
株式会社ムロオ多賀配送センター 富士シート株式会社
株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ
株式会社エフベーカリーコーポレーション 有限会社おりづる
社会福祉法人枚方療育園北摂津三田福祉の里

株式会社やまじょう
ミント歯科
有限会社松研社
中村歯科医院
株式会社ｈ＆ｂ
株式会社千成亭
株式会社ＥＮＥＯＳウィング
目加田眼科

カズテック株式会社滋賀製造部 公益財団法人豊郷病院
関西陸運株式会社滋賀営業所 株式会社昭和バルブ製作所
株式会社ｆ－プランニング（※３０年度実績）

進学
33%

就職
62%

平成30年度
卒業生の

進路先割合

その他
5%



この印刷物は古紙パルプを配合しています。

滋賀県立愛知高等学校
〒529-1331
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川102番地
☎ 0749-42-2150（代表）

Fax 0749-42-6172
URL   http://www.echiko-h.shiga-ec.ed.jp

近江鉄道 愛知川駅より徒歩10分
ＪＲ琵琶湖線 能登川駅よりバス15分

体験入学・学校説明会

第１回 期日： ８月２０日（火）
内容：学校の概要説明と

コースごとの体験授業
第２回 期日：１０月１９日（土）

内容：学校の概要説明と
授業見学

昨年度卒業生より

普通科体育コース卒業
北野百華さん
（市立守山中学校出身 ALSOK京滋株式会社勤務）

長かったようであっという間の三年間でした。思い返せば、辛かっ
たことや嬉しかったこと、楽しかったことが、次々蘇ってきます。そ
の思い出の大半を占めているのが、私が所属していた部活動や体育
コースのことです。私は剣道部に所属していました。部活動に取り組
む中で、合宿や強化練習などの辛く厳しい稽古が続き、辞めたいと思
うこともありましたが、その度に仲間に支えられて続けることができ
ました。部員全員が一丸となって日々の稽古に取り組み、近畿大会や
選抜大会に出場することができました。部活動では、努力することの
大切さ、仲間とともにひとつの目標に向かって一生懸命に取り組み楽
しさを知りました。「地域・生涯スポーツ」の授業では、剣道と向き
あい高みを目指して、技の練習をしたり、試合の振り返りをしたりし
ました。体育コースの行事では、ウインドサーフィンやスキー、キャ
ンプなどがあり、みんなで協力しあうことで仲間との絆も深まったと
思います。正直、入学当初は「なぜ体育コースに入ったのだろう」と
思っていましたが、今では、体育コースを選んで良かったと心の底か
ら思います。この三年間で学んだことを卒業してからも生かしていけ
るように頑張ります。

普通科総合コース卒業
小林隼之さん
（湖東中学校出身 株式会社たねや勤務）
私は愛知高校で、「勉強することと努力することの大切さ」を学び

ました。私は中学生の頃、勉強が苦手でした。高校に入学して「この
状態ではいけない」と思い、真剣に取り組むようになったところ、テ
ストの点数や成績がどんどん伸びていきました。このことで、解らな
いことをそのまま投げ出すのではなく、周りの人と教えあいをしなが
ら、自分で考えて答を導き出す努力をすることが大切だと感じました。
周りと励まし合いながら物事をすすめられた環境が、私にとって本当
に良かったです。進路について、私は就職を選びました。三年間努力
してきたおかげで、希望する企業を優先的に選択でき、内定をいただ
くことができました。面接練習や筆記試験の対策も仲間とともに一生
懸命進めてきたからだと思います。勉強は面倒だ、自分にはできない
なと思い込んでしないのは、もったいないことです。「まだ大丈夫」
と思わず、今からできることをしっかりして将来に備えておきましょ
う。

普通科総合コース卒業
松居翔真さん（湖東中学校出身 大谷大学進学）

私が愛知高校に入学して学んだことは、「努力すれば必ず報われ
る」ということです。普段の勉強において、私はこつこつと取り組み
努力してきました。すると、成績も向上し、常に上位を保つことがで
きました。このことは、部活動や進路のことでも同じことが言えまし
た。部活動では、私は三年間ハンドボール部に所属していました。最
初の頃はなかなか上達しなかったけれど、毎日努力を怠らず練習を続
けた結果、試合で得点に貢献できるようになりました。また、二年生
からは部長を務めました。部員をまとめることに大変苦労をしました
が、自分なりに冷静に分析して工夫しました。おかげで、後輩や同学
年の部員から信頼されるようになりました。次に、進路では、どのよ
うな進路選択をするとよいか、悩む時期が続きました。しかし、いざ
大学に進学すると決めてからは、一生懸命取り組みました。そして、
念願の大学へ合格することができました。本当に努力して、これほど
うれしかったことはありません。今では、本校に入学して努力し続け
たことで自分に自信がつき、大きく変わることができたと思います。
多くのことを学べた三年間でした。

普通科音楽コース卒業
井上菜緒さん

（船岡中学校出身 びわこ学院大学短期大学部進学）

私が愛知高校に入学した理由は、音楽を学び、将来は保育士になり
たいと思っていたからです。音楽コースの授業では、管打楽器・ピア
ノ・声楽から二つを選択し、それぞれ週一回は、プロの講師の先生か
らレッスンを受けます。他にも、学校行事のさまざまな場面で、コー
スとして歌ったり演奏したりし、コンクールや町のイベントなどにも
参加します。また、ミュージックフェスティバルでは、脚本から演出
まで、全てを三年生が考えて劇に仕上げた創作ミュージカルを舞台で
発表します。作詞・作曲は難しく、苦労しましたが、仲間と力を合わ
せた達成感がありました。一番印象に残っていることは、三年生の夏
に、吹奏楽コンクールに初出場したことです。中学時代は運動部に所
属し、高校から音楽を始めた私は、人前に出ることに苦手意識があり、
不安でいっぱいでした。しかし、周りに助けられながら、皆と同じ舞
台に立てるようになり、地区大会でも県大会でも最高の「金賞」を受
賞できました。部長としての一年間は、何度もプレッシャーに負けそ
うになりましたが、新たな発見ができ、皆をまとめる力や将来役立つ
力を身につける機会となりました。私にとってこの三年間はたくさん
の思いが詰まり、全てが良い思い出です。
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