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摂南大学
経営学部 経営学科

今中　菜結
JSコース

両洋高校は、それぞれの目標の大学に合格できるように、
担任の先生や進路の先生が 1人 1人の話を聞いて最後まで
サポートしてくれる高校です。私はダンス部に所属してお
り、受験直前まで部活動を続けていましたが、周りの先生
方のサポートのお陰で目標とする大学への進学を勝ち取る
ことが出来ました。高校で培った力を、将来の夢である様々
なイベントの企画・運営に活かせるよう更に磨いていきた
いと思います。

聖泉大学
看護学部
川勝　桜花
S進学コース

両洋高校は生徒と先生の距離が近く、進路の事だけでな
く様々な話をしやすい高校だと思います。放課後にもたく
さん勉強を見てもらい、自分の進路を決め、将来の夢であ
る助産師に一歩近づくことが出来ました。中学生の皆さん
はこれから様々な選択をしなくてはいけなくなり、後悔す
ることもあるかもしれません。しかし私は、最善を尽くす
ことでその選択を正解にすることも出来ることを両洋高校
で学びました。両洋高校で学んだことを活かし、国家試験
合格に向けてこれからも頑張っていきたいです。

K特進コースでは、受験勉強に集中できる環境があり、
先生方が私たちに真剣に向き合ってくれます。理解できる
まで教えて下さったり、より上のレベルの問題を用意して
下さったり、手厚く指導して下さいました。受験勉強以外
にボランティア活動にも取り組みました。勉強だけでは気
付くことができない、他人への気配りの大切さを学ぶこと
ができました。
日本でもトップクラスの研究設備が整っている大学に進

学することができたので、このチャンスを活かして将来は
胸を張って人類の科学に貢献できたと言えるような研究者
になりたいです。

京都工芸繊維大学
物質・材料科学域 応用科学課程

吉田　凛太郎
K特進コース

京都両洋高校では、部活動と勉強に精一杯取り組むこと
ができました。柔道部では主将としてチームをまとめ、勉
強面では厳しい入試を最後まで戦い抜き、志望していた大
学の合格を勝ち取ることができました。勉強や部活で忙し
い 3年間でしたが、卒業して思うことは、自分の実力を最
大限まで高めることができた、充実した 3年間であったと
感じます。これから高校に進学するみなさんも、最高に充
実した３年間を送れるような高校選びをしてください。

同志社大学
社会学部
熊谷　恒輝
J進学コース



令和元年度クラブ実績
●吹奏楽部

・吹奏楽コンクール関西大会　　　４年連続出場 2019 年銀賞

・マーチングコンテスト関西大会　８年連続出場 2019 年金賞

・アンサンブルコンテスト京都府大会 2019 年金賞

●女子硬式野球部

・第 23 回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 ベスト 8

・第 10 回記念全国女子硬式野球ユース大会 ベスト 8

・第 10 回関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会 優勝

●空手道部

・第 46 回全国高等学校空手道選手権大会

　　　　　　　　　　男子個人形　　出場　　芳賀・北川

　　　　　　　　　　女子個人形　　出場　　芳賀

・第 39 回全国高等学校空手道選抜大会

　　　　　　　　　　男子団体形　　出場　　秋本・田中・山本

　　　　　　　　　　女子個人形　　出場　　芳賀

※大会は中止

・第 38 回京都府高等学校空手道秋季大会

　　　　　　　　　　女子個人形　　優勝　　芳賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　第５位　亀澤

　　　　　　　　　　男子団体形　　優勝　　秋本・田中・山本

　　　　　　　　　　男子個人形　　準優勝　秋本

　　　　　　　　　　　　　　　　　第５位　田中・山本

　　　　　　　　　　男子団体組手　第３位　秋本・馬場崎・辻元・出石・山本

　　　　　　　　　　女子団体組手　第３位　眞田・樋口・芳賀・亀澤

●バドミントン

・京都府高等学校バドミントン新人大会（学校対抗） 男子　準優勝

女子　ベスト８

・近畿高等学校バドミントン選手権大会京都府予選会

　　　　　　　　　　男子　シングルス ベスト８

　　　　　　　　　　　　　ダブルス ベスト 8

　　　　　　　　　　女子　ダブルス ベスト 16

・京都府高等学校バドミントン新人大会（個人戦）

　　　　　　　　　　　　　シングルス ベスト 8

　　　　　　　　　　　　　ダブルス ベスト 8

●水泳部

・第 87 回日本高等学校選手権熊本県・アクアドームくまもと

　　　　　　　　　　個人 3種目・リレー 1種目 出場

　　　　　　　　　　男子 200 ｍ平泳ぎ 嶋田　陽太（1年）

　　　　　　　　　　男子 200 ｍ・400m自由形 酒井　健伸（3年）

　　　　　　　　　　男子 800 ｍリレー 小梶　領真（1年）

沼田　直大（2年）

安井悠一郎（2年）

酒井　健伸（3年）

・第 74 回国民体育大会茨城県・山新スイミングアリーナ

　　　　　　　　　　個人 1種目・リレー 1種目

　　　　　　　　　　少年男子A　男子 200 ｍ平泳ぎ 嶋田陽太（1年）

　　　　　　　　　　少年男子 B400 ｍリレー 小梶領真（1年）

・第 73 回近畿高等学校選手権兵庫県・ポートアイランドスポーツセンター

　　　　　　　　　　個人 25 種目・リレー 6種目出場

●女子相撲部

・第 7回国際女子相撲選抜堺大会 超軽量級　3位

・第 1回全日本相撲個人体重別選手権大会 中量級　準優勝

・第 7回関西女子相撲選手権大会 軽量級　優勝

●女子バスケットボール部

・第 72 回全国高等学校総合体育大会京都府予選　兼　

　　第 66 回近畿高等学校バスケットボール大会京都府予選

ベスト 8

・第 79 回京都府高等学校選手権大会　兼　

　　第 72 回全国高等学校バスケットボール選手権大会京都府予選

第 3位

・第 67 回京都府高等学校新人大会　兼　

　　第 30 回近畿高等学校新人大会京都府予選

第 3位

●陸上競技部

・第 72 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

　　　　　　　　　　女子走高跳 第 3位

・第 72 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

　　　　　　　　　　女子走高跳・男子走高跳 出場

・第 52 回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

　　　　　　　　　　男子走高跳 出場

●テニス部

・女子第 42 回全国選抜高校テニス大会 出場

・女子全国私立高校テニス選手権大会

　　　　　　　　　　団体の部 ベスト８

・男子全国総合体育大会テニス競技京都府予選

　　　　　　　　　　団体の部 準優勝

●チアリーディング部

・第 28 回関西選手権大会 出場

・第 30 回全日本高等学校選手権大会 出場

●サッカー部

・インターハイ京都府予選 ベスト 32

・京都府高校サッカー新人大会

　　　　　　　　　　決勝トーナメント 進出

●女子バレーボール部

・2019 年度近畿高等学校バレーボール優勝大会　兼　

　　第 72 回近畿 6人制バレーボール高等学校男女選手権大会

ベスト 16

・京都府私立高等学校バレーボール大会　兼　私学総体　兼

　　近畿私立高等学校バレーボール選手権大会予選

優勝

・天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会京都府予選会

●ハンドボール

・第 70 回全国高等学校総合体育大会京都府予選　兼　

　　第 62 回近畿高等学校選手権大会京都府予選

ベスト８

・京都府私立中学高等学校ハンドボール大会 準優勝

・近畿私立高等学校大会 出場

●柔道部

・第 68 回全国高等学校総合体育大会柔道競技京都府予選

　　　　　　　　　　個人戦　女子 78 ㎏超級　　第 3位 丸一　萌

・第 61 回近畿高等学校柔道新人大会京都府予選

　　　　　　　　　　個人戦　女子 48 ㎏級　　　第 3位 津田　萌香

　　　　　　　　　　　　　　女子 63 ㎏級　　　第 3位 森井　心花

（近畿大会出場）

・第 42 回全国高等学校柔道選手権大会京都府予選

　　　　　　　　　　団体 男子　第 5位

女子　第 3位

（男女共近畿大会出場）

　　　　　　　　　　個人戦　男子 60 ㎏級　　　第 3位 浅田　太陽

　　　　　　　　　　　　　　女子 52 ㎏級　　　第 3位 渡邉　千京

　　　　　　　　　　　　　　女子 63 ㎏級　　　第 3位 森井　心花

　　　　　　　　　　　　　　女子無差別　　　第 3位 山口　紀菜

●男子バスケットボール部

・第 72 回全国高等学校総合体育大会京都府予選　兼　

　　第 66 回近畿高等学校バスケットボール大会京都府予選

第 3位

（近畿大会出場）

・第 79 回京都府高等学校選手権大会　兼　

　　第 72 回全国高等学校バスケットボール選手権大会京都府予選

第 4位

・第 67 回京都府高等学校新人大会　兼　

　　第 30 回近畿高等学校新人大会京都府予選

第 4位

●男子硬式野球部

・第 101 回　全国高等学校野球選手権京都大会 ベスト 16

●アメリカンフットボール部

・2019 年度京都府高等学校アメリカンフットボール秋季大会

　第 50 回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会京都 出場

進 路 実 績 2020 年度実績✎

大　学

国 公 立 3名 産近佛龍レベル 165名
難関私立大学 39名 摂神追桃レベル摂神追桃レベル 67名67名

K 特進コース 2期生も 1期生に
続き国公立大学に現役合格 !!
京都工芸繊維大学のダビンチ入

試、京都府立医大の推薦入試のよ
うに、単なる知識詰込み型の学力
だけを評価するのではなく、自ら
主体的に考え学ぶ力や粘り強く探
求する力が試され、表現力や論理
的思考力が優れていることが求め
られる入試方式で、見事に実力を
発揮し合格を勝ち取ることができ
ました。これは、毎日の 7限授業
と放課後の進学講座による豊富な
学習量に加え、「Fナビ」や「課題
探究」の授業を通して、「思考力・
判断力・表現力」を身に付けられ
ていたからに他なりません。

国公立 3名
京都工芸繊維大学 1

京都教育大学 1

京都府立医科大学 1

クラブ活動との文武両立を目指
して取り組んできた J進学コース
生も難関大学受験で大躍進 !!
京都教育大学（教育）、慶応義塾

大学（文）、立命館大学（経済・産社・
理工・情報理工・総合心理）、同志
社大学（商・グローバル地域文化・
経済・政策・社）、関西大学（総情・
商・文・社安・システム理工）、関
西学院大学（文・理工）、明治大学
（文）などに現役合格 !

早慶上理レベル 3名
早稲田大学 1

慶応義塾大学 1

東京理科大学 1

関関同立レベル 36名
立命館大学 16

関西大学 10

同志社大学 7

関西学院大学 2

明治大学 1

産近佛龍レベルの大学受験でも
J進学コース生が大活躍 !!
産近佛龍レベルの大学に J進学

コースから 114名が合格 !
さらに、龍谷大学（農・先端理工）、

京都産業大学 ( 情報理工）、甲南大
学（フロンティアサイエンス）な
どの理工系学部にも現役合格 !

産近佛龍レベル 165名
佛教大学 50

京都産業大学 37

京都橘大学 27

龍谷大学 25

京都外国語大学 9

関西外国語大学 6

近畿大学 3

京都女子大学 3

大阪経済大学 3

甲南大学 1

同志社女子大学 1

JS コースでは卒業生の約 50%
が産近佛龍・摂神追桃レベルの大
学に現役合格 !!

摂神追桃レベル 67名
大谷大学 36

追手門大学 16

大阪産業大学 10

摂南大学 3

桃山学院大学 2

看護・医療・福祉系の受験でも
J進学コース、JS コースの生徒が
大躍進 !!
龍谷大学（現代福祉）2名、佛

教大学（社会福祉）3名、京都橘
大学（健康科）2名合格 !

音楽・体育系大学 29名
幼児教育系大学 18名
看護・医療・
福祉系大学

38名

その他 221名

大学進学～就職と多様な進路希望に対応する S進学コースからは、産佛
龍近・摂神追桃レベルの大学に 15名、看護・医療・福祉系の大学・専門
学校に 16名が現役合格 ! さらに、音楽・体育系の大学・専門学校に 17名
が合格 !!
就職では、今年も即戦力として多くの企業に人材を送り出すことができ

ました !!

📖専門学校
京都医健専門学校
京都栄養医療専門学校
京都建築専門学校
京都保育福祉専門学校
京都保健衛生専門学校

他

📛就職
自衛隊
ダイハツ工業株式会社
イオンリテール株式会社
エムケイホールディングス株式会社
井筒八ツ橋本舗
株式会社全日警

他


