
  問い合わせ先

京都市教育委員会　開建高校開設準備室
［メールアドレス］  2023newhs@edu.city.kyoto.jp
［電 話 番 号］ 075-606-1490

■公共交通機関からのアクセス
   ・JR西大路駅から徒歩約５分
   ・市バス「西大路駅前」から徒歩約５分
   ・市バス「九条御前通」から徒歩約３分
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やってみたいをやってみる
夢中になる学びがここにある

Move!
開建高

校を知り
たい！
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京都市立
開建高等学校
か  い け  ん



開建高校はみなさんが夢を見つけ、
生涯にわたって成長し続ける力を付ける学校です。

　　　　　　そう考えたことってありませんか？

　　　　　みなさんがまだ幼い頃のことを思い出してみてください。

　　　　　　砂場で何時間もかけてピカピカの泥団子を作った。

　　　　ボードゲームに勝つまで何時間も挑戦した。

　　　　　このように、時を忘れて 1つの物事に集中した記憶はありませんか？

　　　　　　開建の生徒（＝開建生）にはそんな風に、夢中になって仲間と学んでほしい。

｠
　開建高校は、生徒のみなさんが「やってみたい」に向かって、

時には先生の手を借りながら、友人と協力しながら、地域の人と話し合いながら、

　夢中に「やってみる」ことを通じて、学んでいくことを大切にする学校です。

　　そして、夢中になってやってみる中で、自分の夢や生き方を見つけ、

　　　目標に向かって進んでいく力がきっと身に付きます。

　　このように

このパンフレットでは、開建高校からみなさんへ、様々な問いを投げかけます。

その問いに決まった答えはありません。

自分なりの答えを考えつつ、「開建高校に入学したらどんな毎日になるんだろう？」と、

想像しながら見てみてください。

?
学び続ける力‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

変化する社会においても、自由な
発想で学びを楽しみ、自己を成長
させる力

対話力‒‒‒‒‒‒‒‒
他者の意見を受けとめ、自己の考え
について根拠をもって発信し、対話
を通して新たな発想に導く力

協働力‒‒‒‒‒‒‒‒
多様な他者を巻込み、新たな価値
を生み出すために協働する力

思いやる心‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
多様な文化や考えを理解し、自他
を大切にする心

貢献志‒‒‒‒‒‒‒‒
よりよい未来を目指し、その創造に
自らの力を役立てようとする志

協創者になろう！協創者になろう！

きみがなりたい人に近づくことができそうかな？
開建で成長しよう！

きみがなりたい人に近づくことができそうかな？
開建で成長しよう！

22221111

高校って何 のために
行くんだろう

きみの10年後、
20年後はどんな人？
きみが尊敬している人物を思い浮か べてみよう。

その人はどんな魅力を持って、何に取り組んでいるかな？

このページでは開建高校に入学したみなさんが、どのように成長するか紹介します。

開建高校の教育目標は、

「より良い未来をめざし、個性を活かして社会を協創する生徒の育成」です。
目標に向かって夢中に努力し、個性を活かしながら他の人たちと協力し、

未来をより良くしようとする人を、「協創者」と表現します。
開建高校を卒業する時のみなさんは、そんな「協創者」になっています。

育てる 6 つの資質・能力育てる 6 つの資質・能力
では、協創者になるために必要と考える、6つの力を紹介します。

開建の目指す教育開建の目指す教育開建の目指す教育

挑戦力‒‒‒‒‒‒‒‒
失敗でさえも原動力として、自己
の成長や社会の課題に向き合う力



開建の学びは、
「自分で考えて学ぶって楽しい！」が
実感できます！

開建の学びは、
「自分で考えて学ぶって楽しい！」が
実感できます！

パネル発表

ホームルーム教室となるL-podは、普通教室4つ分の大きさで、全面ホワ

イトボード壁になっています。また、広い空間を4分割にできる可動式の

ホワイトボード壁、グループワークに適した可動式の机・椅子が完備され

ており、それらは全て、みなさんが自由に学べるように、用意しています。

みなさんに問題です。幼い子どもたちと一緒にバレーボー
ルを楽しむにはどんな工夫が必要でしょうか？ボールを
やわらかくする？人数を増やす？いろいろな考えが出るか
もしれませんが、どれが正解かはわかりません。保健体育
ではこうした問いに挑戦します。答えのない問いに挑戦
し、0から1を生み出す力を付けるのです！！この力がこれ
からの予測不能な時代を生き抜く礎になるはずです。生
徒のみんなが様々な力を存分に伸ばせるように、先生も答
えのないに問いに挑戦しています。得手不得手があると
思いますが、先入観を持たずに参加することで想像以上に
楽しい学びが待っています！！

開建学びの特色開建学びの特色

授 業 内 容を ちら っとの ぞき見

開建高校では、生徒一人ひとりが「自分で考えて学ぶって楽しい！」を

実感できることをめざし、授業を通して自分らしい学び方を身に付けます。

このページでは、授業の特色や、その授業を行うスペシャルな空間について紹介します。

開建高校では、「思わず考えちゃう」授業を通して
　　　　　　　　　　　　自分らしい学び方を身に付けます。

新たな学びをえるポッド新たな学びをえるポッド新たな学びをえるポッド

きみはどんな風に
学びたい？

開建高校の特色ある
授業内容をご紹介します。

皆さんは、学ぶってどういうことだと思いますか？英語科の授業は、他の様々な教科・科目の話も織り交ぜながら進め
ていきます。例えば、英語におけるbe動詞は、古文の助動詞における断定の「なり」とほぼ同じ意味用法になります。
全く起源が異なる二つの言語に共通項があることは、興味深いと思いませんか？また、英文の題材になっている人や
ものの歴史的・科学的な背景なども知っていれば、理解はしやすくなりますから、世界史や理科などの知識も生きて
きます。このように深く学ぶほど、バラバラに思える各科目の学びが「繋がり、広がる」瞬間に出会うことができます。
そうすれば、最初の問いへの答えも、見えてくるかもしれません。 開建高校で、自分なりの答えを探ってみませんか？

学びの広がりを楽しもう！

答えのない問いを楽しもう！

体育科

英語科

44443333

□  対話・協働する‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
仲間や先生、地域の方々との対話・協働を通し、様々な考えに触れることで、新しい発想を創造します。

□  問いから始まる‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
授業はみなさんの問いから始まります。
問いを考えたり、自分で立てた問いを深めることを通して、学びの本質に迫ります。

□  学び方を選択する‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
問いに対して、文献・インターネット・生徒同士の教え合いなど、解決する方法を自分で選びます。

□  自分の世界が広がる‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
自分の視野や考えが広がることで、気付かなかった世界への扉が開きます。

□  学びが広がり、興味・関心が高まる‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
学びの中で生まれる興味・関心や好奇心を育みます。

講義

令和4年8月22日月・23日火に授業体験会を開催！
                                  ※詳細は1か月ほど前にHP等で公開予定です。

協創する仲間は80人
1ポッド80人の生徒が、クラスメイトとして協創するので、様々な
個性を持った人と関わることができます。また、教員は1ポッド
3～4人のチーム指導を行い、1人1人との対話を大切にします。

ラーニングポッド
L-podL-pod

グループディスカッション

「思わず考えちゃう」って？　 

自分の学び方を学ぶとどうなるの？

ホームベースと呼ぶ生徒憩いの場で、
思い思いに過ごせます。

ここには個人用ロッカーも設置されています。

これらをL-podで
さらに自由にできるようにします！



【多様な知識を得る学び】
1年生には選択科目を置かず、多様な教科・科目を学習することで幅
広いものの見方・考え方を身につけます。開建高校では自分が学び
たい学びを存分に楽しんでもらうために文理選択はありませんが、
もっと学びたい分野を見つけて2年生の科目選択につなげましょう。

3年間で身に付いた力を実感！
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
3年生前期には様々な探究を経て、経験が積まれている
はず。3年生は後輩からみると「先生」であり、「協力して
くれる人」です。そのまま自分で活動を続けるか、後輩に
託すのか、はたまた発展させていくのかは自分次第です！

「やってみたい」を、やってみよう！「やってみたい」を、やってみよう！
66665555

高校生の時には様々な人と出会い、多くのものごとを吸収し、

自分の視野や考えを広げることが大切です。

そのため開建高校は総合的な探究の時間（総探）を中心に、

各教科・科目と、｢協創基礎（学校設定科目）｣を連関させながら、

学校の枠を越えて多様な他者との協働を重視した探究的な学習を進めていきます。

このページでは、総探を中心に開建生が夢中になって学びながら

3 年間成長していく様子を紹介します。

開建高校の探究活動は、3学年が同じ時間に一
斉に行い、生徒が自由に地域へ出て世の中を知
り、発見した課題の解決に取り組みます。
学校内では探究の方法（問いを立て、調査し、表
現するサイクルを繰り返す）や必要なコアスキル
を学ぶ協創基礎（仮称）を1年生で学び、各教科・
科目の授業では物事の多様な見方・考え方を学
び、それぞれの授業を互いに作用させながら学び
を深め、自分の将来に向かって成長していきます。

開建高校の時間割は、自分が学びたいと考える教科を文系だから、理系だから、という枠にとらわれずに履修できます。また、全ての
学年に総探が配置されていることも、特徴的です。

開建高校はこれまでの普通科ではなく、令和4年度から新たに設置が認められた「その他普通教育を施す学科」で、京都府内で初め
て設置されます。この学科の特徴は、学校独自の教科の設置や、地域・社会と連携した学びなどの特色を有することです。

物事をとらえ判断する自己の価値観を持ち、
自分の将来を描きます。

3年生3年生

学びの面白さを味わおう！
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
1年生で学んだたくさんのことを活かし、2年生の探究を深めま
す。テーマを変更するもよし、前年度のテーマをより深めるもよ
し。2年生に学校が用意するのは「先生」「一緒にやる人」「発表
の場」そして「後輩」です。グループの中心学年として、経験を活
かしてより充実した探究計画を立て、引っ張っていきましょう。

【選択科目で深まる学び】
2年次からは各教科・科目の授業はより専門的になっていきます。
自分で決めた「もっと学びたい分野」の学びがより深まることで、
日々の生活や探究活動でのものの見方・考え方が一歩踏み込ん
だものとなり、見える世界が変わっていきます。

希望する科目の選択や、地域により積極的に
関わることで、興味・関心を深めます。

2年生2年生
多様な教科での学びや地域での活動を通して、

興味・関心の幅を広げます。

1年生1年生

開建３年間ストーリー開建３年間ストーリー開建３年間ストーリー

きみは何をやってみたい？
KAIKEN 3 years

' story

自分の世界を広げる！
これが開建の探究！
自分の世界を広げる！
これが開建の探究！

★これが探究のコアスキル！
探究活動に必要な、「問いを立てる方法」「課題を設定する方法」「思
考法」「傾聴、質問」「データ処理」「プレゼンのやり方」などのコアス
キルを身に付けます。
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
★心の体幹を鍛えよう！レジリエンシープログラム
つらい出来事や思い通りにいかない出来事があり、心に大きなスト
レスを感じた時に、前向きに物事をとらえ、乗り越えるために、例え
ばセルフモニタリングなどの多様なスキルを学びます。
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
★京都探究で京都を知ろう！
コアスキルを活用しながら、京都をフィールドにした探究を行いま
す。何種類かの地域に根差した問いの中から興味のあるものを選
択し、課題発見から解決までの探究活動に取り組みます。

探究に必要なスキルを学ぶ、
1年生での学校独自教科を紹介します。

協 創 基 礎

「やってみたい」を見つけよう！
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
まずは自分の好きなこと・関心のあることを学問に結び
付けて、探究テーマを決めましょう。学校が用意するの
は「アドバイスをくれる先生」「協力してくれる人とのつな
がり」で、活動計画もテーマによって異なるため、自分で
立てます。もちろんうまくいかないことがあるかもしれ
ませんが、成功への一歩として、たくさん「やってみる」こ
とを応援します。

開建3年間開建3年間開建3年間開建3年間
ストーリーストーリーストーリーストーリー

【将来に向けて深まる学び】
3年生は、1・2年生に学んできたことの中から、自分の興味のある
分野をより深める学びを行います。自分が将来「やってみたい」こ
とにつながる学びをする生徒もいれば、高校生活の集大成として、
興味のある分野をとことん深めるための学びをする生徒もいるで
しょう。何を選択するかは自分次第です。

開建は「その他普通教育を施す学科」

★研修旅行は自分で決める！
普段とは異なる環境で仲間との絆を深めるだけでなく、自分の探
究をより進化・深化させられるよう、現地では自分たちでフィール
ドワークを行います。どこへ何を学びに行くか、どんな経験を得る
かは自分たち次第です。現地で得た様々な経験や知見を、今後の
探究活動へと活かしていきます。

★未来デザインプログラムで貢献を知ろう！
6つの資質・能力のひとつ、「貢献志」を育むための最も重要なチュー
トリアルが、このプログラム。「社会に貢献している人たち」のもとへ
行き、その内容ややりがいを聞いていく中で、自分は社会に対して
どんな貢献をしたいかを考えます。

様々な知見を提供様々な知見を提供

学びを活かして社会の課題に取り組む学びを活かして社会の課題に取り組む

探究の方法（問いを立てる）→ 総探×教科・科目 ←各教科の物事の捉え方

学 校 社会

企画書



科学部科学部

特別プログラム特別プログラム

88887777

New Horizon Day

世の中をちょっと良くする活動をやってみよう！世の中をちょっと良くする活動をやってみよう！ボランティア活動

学校施設を使って「やってみたい」を自分たちの力でやってみよう！学校施設を使って「やってみたい」を自分たちの力でやってみよう！
どんなことをするの？
New Horizon Dayは学校施設を自由に使用し好きな
活動を行うことができる日です。「陸上部に所属している
けどバスケもしたい！」「栄養士を呼んで、料理教室をして
もらいたい…」など、やりたいことってたくさんありますよ
ね。仲間を集めて申請し、講師も自分たちで依頼すること
で実現します。                                  ※名称は現在検討中です。

誰が取りまとめるの？
自由な活動といえども、施設やできる活動には
限りがあります。これらの調整ももちろん自分
たちで！生徒同士が学校という小さな社会で
調整や対話を行うことは、自分たちの行動に責
任が芽生えるきっかけにもなります。

開建高校には、部活動はもちろんのこと、多様なプログラムでの活動も充実しています。
このページでは、やってみたいを一歩進める課外プログラムや部活動をご紹介します。

きみは何に夢中になる？

どうしてボランティアをするんだろう？
開建高校では、「防災ボランティアリーダー」をはじめとした様々なボランティア活動に参
加する機会がたくさんあります。社会とつながることで、自分の視野を広げたり、仲間と
社会に貢献してみる入口にしたり。やり切った時に、今までとは違う自分に気付けます。

［ 防災ボランティアリーダーって？］
防災に関心のある生徒が実際に地域の防災活動へ参加・協力し、地域のコミュニティや京都
の地形など幅広い分野から防災について学びます。これは現在塔南高校で実施しているプロ
グラムで、龍谷大学のゼミ活動に参加したり、災害時を想定するキャンプを行ったりします。

多彩な協創活動をやってみよう！多彩な協創活動をやってみよう！Co-Create program

どんなことをするの？
夏休みや放課後等にみなさんの自由な発想で、社会
人と一緒にプロジェクトを創り上げたりすることで、
自分たちの力で何かを成し遂げることができるんだ
と実感し、将来の夢を描く活動を行います。みなさ
んが希望する活動ができるよう、企業やNGO団体
との連携プラットフォームを整えています。

例えばこんな取組！
現在、開建高校の校章をパナソニックデザ
イン本部さんの協力を得て、塔南高校生が
一線で活躍されているプロのデザイナーと
ともに創り上げるプロジェクトを行っていま
す。皆さんが入学するまでには、「協創」で
校章ができあがります。

子どもと一緒に「学び」を、やってみよう！教育プログラム

「学び」の課外活動
放課後に地域の小学生や中学生
の、「学び」のお手伝いをする「放課
後まなびサポーター」や、地域の児
童向けに自分たちで絵本を選定し、
定期的に読み聞かせイベントを開
催する「絵本読み聞かせ」など、地
域の子どもたちやボランティアを
する大人と関わることで、様々な学
びを得ることができます。

学校現場実習
塔南高校教育みらい科で実施している「学校現
場実習」を、開建高校でも希望する生徒が参加す
る取り組みとして引き継ぎます。グループになっ
て自分たちで授業の計画を作り、近隣の小学校
へ出向いて実際に授業をすることで、学びのあり
方や教育のあり方について考える科目です。それ
だけではなく、教育みらい科の卒業生や教育実
習生との交流を通して、将来「教育」とどう関わり
たいのかを考える機会が得られます。

2年生の冬に、小学校での学校現場実習に取り組みま
した。分かりやすい授業をやりたいと小道具づくりを
担当し、家でも作成に取り組みました。実際に授業を
すると、小学生とのやり取りは思っていたよりも大変
で、教員の大変さ・難しさも体験しましたが、全て終え
ると大きな達成感と感動を感じることができました。
実習したことで、教員という職の見方が変わり、今ま
で以上に興味と理解を深めることができました。

防災リーダーを

  やってみ
た！

未来のために

  やってみ
た！

地域の防災訓練の会議への参加や防災に関するクイ
ズの作成・掲示など、防災リーダーとして様々な活動
を行ないました。 これらの活動を通して防災・減災に
ついての知識が深まり、災害に対する意識がより高
まりました。これからは学んだことを活かし、本校生
徒にも還元していけるように活動していきたいです。

美術部美術部

バレーボール部
（男子・女子）
バレーボール部
（男子・女子）

バスケットボール部
（男子・女子）

バスケットボール部
（男子・女子）

サッカー部サッカー部ソフトテニス部ソフトテニス部硬式テニス部硬式テニス部

華道部華道部

ESSESS

放送部放送部茶道部茶道部

バドミントン部バドミントン部

弓道部弓道部

令和2年度
全国大会出場
令和2年度
全国大会出場

陸上競技部陸上競技部

令和3年度
秋季京都大会
令和3年度
秋季京都大会
準優勝準優勝

硬式野球部硬式野球部

令和3年度
全国大会出場
令和3年度
全国大会出場

吹奏楽部吹奏楽部

令和3年度
全国大会出場
令和3年度
全国大会出場

書道部書道部

※塔南高校での実績

やってみたいは見つかったかな？ 開建で夢中になろう！やってみたいは見つかったかな？ 開建で夢中になろう！

部活動部活動部活動部活動

C LUB　ACT I V I T I E S

みらい科　前田 海寧（京都女子中学校出身）

防災ボランティアリーダー　五寳 柚月（桃陵中学校出身）



101010109999

～開建高校の主役は生徒！夢中になれる学校生活～

どんな学校生活を創りたい？

開建高校の生徒会は、行事の企画・
運営や、在校生の意見を取り入れた
新しい取り組みを自分たちで行うな
ど、開建高校の歴史を創っていくた
めに欠かせない組織です。

生徒会が行う業務は、学校生活を彩る
イベントなど、生徒たちが学校運営に
参加するために必要な業務を自分たち
で考え、協働しながら仕事を進めます。

生徒会は
　どんな組織？
生徒会は
　どんな組織？

日々の服装は、私服や学校服など、その日の活動や気分に応じて自分で
考えます。企業へ出向いたり地元地域の会議に参加するなどの社会と
関わる場面では、正装として学校服を着用します。

服装は自分で選ぶ！

体育祭を創ろう！
多様な個性を持つ生徒たちだ
からこそできる競技や演技を
協創し、全員の個性を活かし
て全員で楽しむ尊さを体験し
ます。

文化祭を創ろう！
各々が個性を活かし、自由な創
作活動に挑戦するとともに、鑑
賞を通し新たな個性と出会い、
次の協創へと踏み出します。

どんなことを
　するんだろう？
どんなことを
　するんだろう？

ventsE年間行事予定
※現在計画中

School

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

9月
September

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

★入学式
  ★前期始業式

★遠足

★卒業生に学ぶ
   （１年生）

★夏期講習
   （希望者）

★前期終業式
  ★文化祭
    ★3年生ゼミ引退式

★冬期講習
    （希望者）

★研修旅行
   （1年生）

★後期終業式
   ★卒業生に学ぶ会
       （２年生）

★後期始業式
  ★体育大会
    ★学年縦断型
　　　 進路相談会

┗開建生のとある1日
おはよう！

今日は地域の会議に出るから、
みんな学校服で来たんだね！

開建高校は
駅もバス停も近い！
自転車登校もOK!

ダンス

スポーツ

古 
典

物 

理

実験

朝8:25 登校

放課後午後は総合的な探究の時間

朝のHR

午前授業のとある1コマ 昼休み

New Horizon Day

【教科横断のヒント】
いろいろな物事は、見方を変えると様々な教科・科目と
つながりを持っていることがわかります。例えば「七夕」
は、伝記から古典的な立ち位置で見ることもできれば、星
の動きから理科的な見方をすることもできます。このよ
うに、複雑に絡み合った教科・科目の学びを楽しみます。

自由に活動を
計画しよう！

【自分のスタイルで登校！】
「今日は総探で、大学に活動をしに
行くから学校服！」「今日ボランティ
ア活動があってたくさん動くから、
動きやすい服装！」「今日は雨でジ
メジメしているから、気持ちだけで
もハッピーに、好きな服を！」毎日
自分で服装を選択します。

おはよう！
おはよう！

今日は
古典と物理の合同授業だよ！
自由にグループに分かれよう！

カフェテリアで皆でランチ

ここは、私たちの
オキニイリ スポット

今日は皆で
ディスカッション

気になることは
すぐに調査！

大学生と
ディスカッション

今日は地域の人に
インタビュー

今日は予定が
あるから帰るよ
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受検から入学まで

説明会へ
GO! 予告

入学者選抜（予定）

２年生で色々な経験をして、
自分は何が好きか分かっ
てきた！卒業後はさらに深
めるために、○○で経験を
積みたい！

3年間の活動を通して、自身の進路
決定を行います。
各々の進路希望に合わせたサポー
トを受けながら、自身の進路実現
に向かいます。

3年間、やってみたいをやってみて、
自分のやりたいことが見つかった！

これからも色々な経験を積んで、学び続けて、
社会を協創しよう！

皆さんが開建高校を卒業するときには、その先の人生も
日々を楽しみ、他の人たちと協力しながら活動すること
で、自分から進んで、社会をより良くしようとする人（＝
「協創者」）となっています。

総合的な探究の時間や、自身の
興味・関心に基づいて選択した科
目を中心に学びを深め、学問の広
がりを知ることで、進路選択に繋
げます。

協創者になれる
3年間

協創者になれる
3年間

生徒一人ひとりが、自分の将来イメージの実現に向けて
主体的に思考・判断し、行動することができるようにな
るために、適切な支援（情報提供、現状分析、方向性の確
認等）や助言（問いかけ等）をします。

開建高校の
成長支援
開建高校の
成長支援

【総探との関わり】
総探で探究を進めていく過程で、実際に学校の外に出て、開建
生以外の地域・社会の様々な人たちと対話・協働を通して、これ
まで知らなかった社会のしくみ、多様な仕事が地域・社会で果た
す役割などが見えてきます。そういった経験や人々とのつながり
が、自身の将来について考える貴重な材料のひとつとなります。

【未来デザインプログラム】
様々な分野で社会に貢献している人たちと対話・協働できる機
会です。社会で活躍する人たちの講演を聞き、実際に企業や大
学へ行って対話する中で今まで知らなかった世界について学
び、自分の価値観や視野を広げます。

【課外プログラム】
生徒の興味・関心に課外でも応えるために、いくつかのプログラ
ムを準備しています。「やってみたいをやってみる」ことの真骨頂
は、主体的に選ぶことです。より深く興味のある分野について知
るために活用してください。

【しなやかな支援「チーム指導」】
開建高校のホームルームでは、1クラスの生徒約80人に対して
3～ 4人の教員が担任として配置されます。様々な得意を持っ
た教員がチームで生徒を見守るため、生徒は自身の個性や関心、
場面に応じて適切な教員に相談することができます。

【じっくりと対話】
自身の夢や目標に対してじっくりと考えられるよう、先生との対
話を通じて進路目標を定めていきます。例えば「困っている人を
助けられるような人になりたい」と考えたときに、「そう思うのは
なぜ？」「具体的にどんな人を助けたい？」など、ともに問いを深
めることで、考えをさらに広げ深め、進路実現に向かいます。

興味・関心の幅を広げる1年間。
総合的な探究の時間での先輩た
ちとの関わりや、未来デザインプ
ログラムなどで卒業生や地域の
大人たちの話をたくさん吸収する
ことで、自身の進路や将来ありた
い姿のイメージを持ちます。

１年生で色々なことを知って、
自分の好きが見えてきた！
２年生ではインターンに行った
り、探究を深めてより明確に
進路を考えたい！

自分が将来どんな生き方をし
たいのか、全然分からない…
そもそもどんな職業や生き方

があるかも知ら
ないなあ。

きみはどんな人になりたい？
KAIKEN
C h e c k

未来の自分にわくわくできたかな？開建高校で未来を見つけよう！未来の自分にわくわくできたかな？開建高校で未来を見つけよう！

3 年生3 年生

2 年生2 年生

1 年生1 年生

このページではどのようにキャリア意識を形成していくかについて説明します。

こんな風に生きていきたいという夢に向かって未来を駆
けていく開建生にとって、大学進学や就職は夢のための
通過点です。その後の人生でも必ず岐路に立つことがあ
ります。開建高校では、3年間を通して夢を創り・広げて
いく中で、通過点を選択し、目標に向かって歩んでいく力
を身に付けます。その力を付けるための様々な活動を紹
介します。

※新型コロナウイルス感染防止のため、状況により開催方法の変更や、
　中止の判断を行うことがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 5月28日㈯ 第1回学校説明会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 8月19日㈮ 部活動体験・見学会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 8月22日㈪ 授業体験会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 8月23日㈫ 授業体験会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 9月  3日㈯ 部活動体験・見学会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
 9月17日㈯ 第2回学校説明会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
10月15日㈯  第3回学校説明会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
11月  5日㈯  部活動体験・見学会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
11月26日㈯  個別相談会
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
12月  3日㈯  個別相談会

【 募 集 定 員 】 240名

 前期選抜120名
 中期選抜120名
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
【 通 学 圏 】 京都市・乙訓地域
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
【 前期選抜内容 】 学力検査（共通）、
 報告書、
 面接（グループワーク）、
 活動実績報告書
 （A方式2型のみ）
※協働的な学習を中心とした教育活動に向かう姿勢を重視するため、
　面接（グループワーク）を取り入れる方向で検討しています。

※入学者選抜に関する内容は、全て予定で記載しています。詳細については、
　必ず京都府・市教育委員会が9月に発行する実施要項をご確認ください。



プレゼンテーションルーム
一学年全員が一堂に会して講義を受
けることができる大講義室です。大
人数の仲間を集めて集会を開いた
り、大画面で動画を見たり、自由な
発想で活用しましょう。

特色ある施設・設備特色ある施設・設備F loo r  MapF loo r  MapF loo r  MapF loo r  Map

施設・設備施設・設備

1414141413131313

ここは地域住民に開放されてい
るので、様々な人と対話したり、
ミニ講演会や絵本読み聞かせ会
などの企画を行うなど、様々な
形で一緒に活動することができ
ます。

地域協働スペース

カフェテリア

バレーボール・バスケットボールの公式
戦や、マーチングバンドの演奏も可能な
大空間です。アリーナの他にも、小体育
館（講堂）があり、たくさんのスペースで
様々な屋内活動ができます。

アリーナ

お昼休みや放課後などに利用で
きるカフェテリアがあります。 地
域の方も利用することができ、
協働の場にもなります。

Q ｜ 開建高校は新1年生だけが通うのですか？
A ｜ 開校後は、2・3年生の塔南高校生も一緒に学びます。
  また、新しい校舎が完成するまでは現在の塔南高校で活動し、
  令和5年夏ごろにみんなで新校舎へ引っ越す予定です。

Q ｜ 自転車通学はできますか？
A ｜ 可能です。自転車通学にも対応できるよう、駐輪場を設置しています。

Q ｜ 中学校ではGIGA端末を使っていましたが、開建高校でも使いますか？
A ｜ 入学時に、個人持ちのタブレット端末を購入いただく予定です。
  令和4年度の塔南高校ではSurface Go3（約80,000円）を入学時に購入いただいています。

プロジェクターや電子黒板、Wi-Fiの設
備、一人1台購入するタブレットは、毎日
の授業でひとりひとりに合った活用や、
協働する学びに活用します。
日々の気付きやアイデア等を学びの引き
出しとして増やし、自己の成長の記録と
しても活用します。

ICT機器を使った最先端の学び

Q＆AQ＆A

1F

2F

4F

3F

和室

保健室

職員室・事務室

校長室
光庭

光庭

光庭

書道室

美術室

カフェテリア
地域協働スペース

プレゼンルーム

講堂

トレーニングルーム

図書館

PCルーム

自習室

プレゼンルーム

L-pod

L-pod

L-pod
ホームベース

ホームベース

ホームベース

アリーナ

L-pod

L-pod

L-pod
ホームベース

ホームベース

ホームベース

理科講義室

家庭科室

実験室2

被服室

音楽室

実験室1

L-pod

L-pod

L-pod

ホームベース

ホームベース

ホームベース

アリーナ上部

観覧スペース

KAIKEN


