
さまざまな行事を通して「人間力」を磨き、仲間とともに楽しい学校生活を
‶ 可能性無限大 "女子硬式野球部西日本一！

◀ チャレンジカップ

スピーチフェスティバル ▶

『７つの習慣®』を基に、自ら目標を定め、努力するこ
とで、「挑戦する力」「あきらめない力」「達成する力」
を育むための大会

全国で２万人が出場するこの大会で、本校生徒が
グランプリを受賞しました！

創立記念行事の一環として毎年開催されるスピーチ
フェスティバル。
日々感じている思いや、出来事を発表するコンテスト
です。
全校生徒１５００人が見守るなか、堂 と々発表。
それぞれの想いが伝わる素晴らしいものとなりました。

◀ 女子駅伝部 ▶
京都府高校総体
800m

１・２フィニッシュ！
1500m入賞　総合3位

創部1ヶ月ちょっとで

高校・大学・社
会人の

西日本チーム合
同大会で

キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）

キ
リ
ト
リ
線

料金受取人払郵便

中京局
承　認

郵便ハガキ

差出有効期間
平成28年8月
31日まで

2236

0978406

　　　　　　　　　　　 777
京都市中京区壬生上大竹町13番地

京都両洋高等学校 内
　　　　　入試課 行

『クラブ体験会』参加申込書
クラブ名 参加希望日

ふりがな

生徒名

生年月日

住　所

電　話

中学校名

男・女（　　才）

平成　　　　年　　　　月　　　　日生

立　　　　　中学校　　年　　組

〒

ふりがな

生徒名

生年月日

住　所

電　話

中学校名

男・女（　　才）

平成　　　　年　　　　月　　　　日生

立　　　　　中学校　　年　　組

〒

※参加希望の方はwebページからも申し込み可能です。
※この申し込みハガキで得た個人情報は、学校からの案内等を送る目的のみに
　使用させていただきます。それ以外の目的には、一切使用致しません。

料金受取人払郵便

中京局
承　認

郵便ハガキ

差出有効期間
平成28年7月
30日まで

2235

0978406

　　　　　　　　　　　 777
京都市中京区壬生上大竹町13番地

京都両洋高等学校 内
　　　　　入試課 行

『サマーオープンスクール』参加申込書
□生徒本人のみ　□保護者同伴　□保護者のみ

※参加希望の方はwebページからも申し込み可能です。
※この申し込みハガキで得た個人情報は、学校からの案内等を送る目的のみに
　使用させていただきます。それ以外の目的には、一切使用致しません。
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キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）キリトリ線（ハガキを切り取って投函してください。）
郵便ハガキ

※内容は変更になることがあります。

 京 都 両 洋 の 魅 力 を 体 感 ！  

 

 

SUMMER
O P E N
SCHOOL

 

７月３１日（日） 

 

 

サマー・オープンスクール

10：00▶14：00
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
●学校見学ツアー

●各種イベント

●制服試着

●両洋茶房

●個別相談会

●オープニング  

 

 

今年から新しくなりました。
　チェック柄のズボン&スカートは落ち着きがあって
とってもオシャレです。ぜひ試着してみてください。

吹奏楽部による演奏や、応援委員会に
よる演舞、入試やコースの説明、新制服紹介など。

両洋生になった気分で、京都両洋をすみずみ
まで体感しよう。

歩き疲れたらここで一休み。現役の生徒や保
護者と懇談できるスペースです。

入試に関する質問や各種奨学金に関する質問に、
入試担当者がお答えします。

『７つの習慣®』、「夢」応援プログラム、過去問
解説、英語で授業「ＰＥＣ」、中国語会話、五ツ木・
京都模擬テスト対策講座など、京都両洋を
体感するイベントが盛りだくさんです。

 

Let’s Try RYOYO！

※参加希望の方はハガキ又はwebページからお申し込み可能です。



クラブ紹介
女子駅伝部  

 

コース紹介
特進文系　特進理系

習慣が「望む人生」を実現する

ーーー チャレンジカップグランプリ受賞 ーーー

クラブ名 日程 場所 持ち物

空手道 ７月１６日（土）１３時００分～ ８月２２日（土）１３時３０分～ １１月２６日（土）１３時３０分～ 本校格技場
空手道着・安全具 

未経験者はジャージ等
サッカー 公式ブログにてご案内します。 本校グラウンド シューズ（スパイク禁止）・着替え

柔道 ７月９日（土）９時３０分～ ８月２８日（日）９時３０分～ １０月９日（日）９時３０分～ 詳しくは学校までご連絡ください。

女子駅伝 ７月２３日（土）　９時００分～　本校グラウンド
８月５日（金）　８時００分　　本校集合 
　　　　　　　 ９時００分～　丹波

日程欄に記載 練習用具・スパイク・飲み物

女子硬式野球
１０月２日（日）　１１時３０分～　女子野球部説明会 
　　　　　　　　　１４時３０分～　体験練習会

体験者は必ずバスでご移動下さい。 
保護者の方もご希望の方はご乗車下さい。 
お車でお越しの方は静原Gで解散とします。

学校　～　静原グラウンド
ユニフォーム・グラブ・スパイク 
アップシューズ・弁当・飲み物

女子相撲 見学のみ実施します。希望者は学校までご連絡ください。

女子バスケットボール 随時実施。希望者は中学校の先生を通して、学校までご連絡ください。 本校第２体育館 練習着・シューズ・タオル・水分・着替え

女子バレーボール 随時実施。希望者は中学校の先生を通して、学校までご連絡ください。 本校第１体育館 練習着・シューズ・タオル・水分・着替え

水泳 ７月３０日（土）８時２０分～ ８月６日（土）８時２０分～ 本校プール 水着等一式・陸トレ用服装・飲み物

男子硬式野球 クラブ体験会を夏休みに実施します。詳細が決定次第、WEB ページにてご案内します。

男子バスケットボール ８月６日（土）９時００分～ ８月７日（日）９時００分～
その他の日程でも実施を予定しています。 
希望者は中学校の先生を通して、学校までご連絡ください。

本校第２体育館 練習着・シューズ・タオル・水分・着替え

ダンス ７月１７日（日）１０時００分～ ９月１８日（日）１０時００分～ 本校プール横
練習着・ダンスシューズ（体育館シューズ可） 

タオル・飲み物
チアリーディング ７月３１日（日）１４時００分～ １０月２日（日）１４時００分～ 本校中庭 運動しやすい服装・体育館シューズ

テニス 公式ブログにてご案内します。 本校グラウンド テニス用具一式

バドミントン 随時実施。希望者は中学校の先生を通して、学校までご連絡ください。 本校第１体育館 練習着・シューズ・タオル・水分・着替え

ハンドボール
７月３１日（日） 
　　１０時３０分～１３時００分

１０月２日（日） 
　　１０時３０分～１３時００分

本校グラウンド 練習着・アウトシューズ・飲み物・タオル

陸上競技 7月２０日（水）１３時３０分～ ８月１０日（水）９時００分～ 本校グラウンド 練習用具・スパイク・飲み物

レスリング ７月３１日（日）９時３０分～ １０月２日（日）９時３０分～ 本校レスリング場 体操服・タオル・着替え

吹奏楽 １０月２日（日）１４時００分～ １１月１２日（土）１４時００分～ １２月２３日（金）１４時００分～ 詳細は公式ブログにてお知らせします。

◎【授業×講座×自習】国公立大学合格を目指す充実のカリキュラム
　毎日の７限授業と放課後の講座。さらには土曜日に自習室を開放。毎日20時前まで勉強しています。
　仲間が各自の課題に取り組む姿を間近に見ることで、やる気もアップ！知識を定着させ、「分かる」を「できる」に変えていきます。
◎【１クラス１５人で学ぶ】
　K特進コースは１学年に１クラスのみ。少人数編成のクラスで先生との距離も近く、より集中して学ぶことができます。
　一人ひとりの生徒に３年間寄り添うことで、不可能を可能にしていきます。

◎【多様な進路を応援】
　大学、専門学校、就職など様々な進路を応援します。学習に意欲的でより上位の大学への進学を目指したい人は２年次
からJSクラスでより深い学習をサポート。
◎【働くことをリアルに体験】
　企業インターンワークは、有名企業と連携して行っている体験型プログラム。実在する企業からの課題をチームで解決。
チームワークやリーダシップ、課題解決力を養います。

　女子駅伝部は、本年度創部された新しいクラブです。
部員は１年生のみで８名。自分たちが中心となり歴史を刻んでい
きます。クラブ活動についてはもちろんのこと、女性監督でしかで
きない高校生という多感な時期の不安や悩みについても、決め
細やかな指導・アドバイスを受けることができることも、本校の特
徴です。他の学校にはない“新しい歴史を創り上げる楽しさ”を
この京都両洋高校女子駅伝部で味わってほしいと思います。
　普段の練習はグラウンドだけでなく、世界文化遺産である二
条城の周辺や全国高校駅伝の本拠地でもある西京極陸上競
技場で行っています。練習場所までは専用のマイクロバスを利
用して移動します。季節を問わず恵まれたこの環境の中で着実
に力をつけ、夢を形に変えていきます。
　チームのモットーは“支
えてくださっている全ての
方々から愛され、応援さ
れるチーム”です。夢はも
ちろん“京都代表として、
都大路を走ること”、そし
て“テッペンを取ること”。
興味のある方はご連絡く
ださい。

全国で2万人の頂点に
　『人に優しさを配り、親との関係を改善する』－これが私のチャレンジ目標です。ちょっとしたことから親と上手くコミュニ
ケーションが取れなくなった私。部活でも上手くいかず鬱 と々した毎日を過ごしていました。そんな自分に嫌気がさし、「なん
とかして自分を変えたい！」と挑戦し始めました。バスで座席を譲ったり、ゴミ拾いをしたり、時にはこっそり家の手伝いをした
り…。優しさを配れば配るほど前向きに過ごせる日々 が増えていき、笑顔の絶えない毎日を送れるようになりました。そし
て、たくさんの人からの「ありがとう」。この言葉に元気をもらい、私自身の優しさを取り戻していくことに気づいたのです。
もし、「自分はドン底にいる」と思っている人がいれば、自分に「頑張れ！」と声をかけ、周りの人々に優しさを配ってみてく
ださい。きっと明るい未来がひらけるはずです。

　「テストで点をとるためだけではない教育」の必要性が高まっている現代の日本において、『７つの習慣®』を通して「生きる力」や「人間
力」といった能力を養い、「なりたい自分」を実現するために必要な考え方や習慣を学び、身に付けることができます。
将来の夢や進路、学業成績、周りの人との豊かな関係や自分をとりまく社会との関係、趣味や特技などの自分らしい活動など、学生生活の
あらゆる場面において、望む結果を出していくことを目指します。

◎【個々の目標に分かれて学ぶ】３つの系で広がる進路
　　　「 進　学　系 」学業とクラブの両立。
 「英語留学系」留学や海外研修などの取り組みで生きた英語の力を身につける。
 「国際中国語系」日中英のトリリンガルを目指す。
◎【好きなことに全力投球】文武両道で充実のスクールライフ
　J進学コースでは、約75％の生徒がクラブ活動に参加しています。
　クラブに所属しない生徒は、クラス全体のレベルアップを図る「全体講座」と、習熟度別に展開される「個別講座」で弱点を
克服。学びたいことや進路に合わせてレベルアップを図り、コース全員で目標大学への進学を目指します！

◎【授業×講座×自習】国公立大学合格を目指す充実のカリキュラム

Ｋ特進

◎【個々の目標に分かれて学ぶ】

Ｊ進学

◎【多様な進路を応援】

Ｓ
【多様な進路を応援】【多様な進路を応援】

進学

　「テストで点をとるためだけではない教育」の必要性が高まっている現代の日本において、『７つの習慣　「テストで点をとるためだけではない教育」の必要性が高まっている現代の日本において、『７つの習慣　「テストで点をとるためだけではない教育」の必要性が高まっている現代の日本において、『７つの習慣

『７つの習慣®』

　「難関大学へ進学したい」「クラブに力を入れたい」など、
希望に合わせてコースを選択。成長過程において夢や目標が
変化した場合のクラス変更も可能です。

『特進文系』×『特進理系』

もう一つの夢を追いかけながら、有名私立大学をはじめ、
希望の進路を目指せる実力を養成。

あなたの夢を叶えてみませんか

第30回私立中高展
平成28年
　8月26日(金)～28日(日)
平成28年
　8月26日(金)～28日(日)

詳しくは
学校WEBページを
ご覧ください

ご不明な点は下記へお問い合わせください

京都両洋高等学校京都両洋高等学校京都両洋高等学校
TEL:075-841-2025
URL:www.kyoto-ryoyo.ed.jp

会 場：京都市勧業館みやこめっせ3階

西賀茂中学校出身
岡林　百音

日程 場所

クラブ体験会
体験スケジュール

※参加希望の方はハガキ又はwebページからお申し込み可能です。※安全には、充分に配慮しておりますが、万一に備えてケガの保険も準備しております。

ブログも
始めました


