
※ 新型コロナウイルスの状況次第では、上記イベントは
オンラインによる実施や日時が変更となる可能性があ
ります。

－1年生－

－2 ･ 3年生－

授業：6 限 進学講座：有（必須）

進学系
（文系／理系）

６限授業で私大入
試に特化するなど、
限られた時間で効
率よく学習できるカ
リキュラムを構築。

英語留学系
（文系）

ネイティブ教員によ
る独自科目と、期間・
渡航先を選べる海
外研修で生きた英語
力を身につけます。

日本語学習系
（文系）

各学年週 3 時間ず
つ日本語の授業を
展開。1 年次はさら
に週 2日、7 限目に
も実施します。

進学系 英語留学系 日本語学習系

「進学系」ではクラブと学業の両立、「英語留学系」では生きた英
語の力を身につけ、「日本語学習系」では日本語を磨きながら産
近佛龍レベルの大学を狙える学力をつけていきます。

●文武両道で充実のスクールライフ

●それぞれの学びを深める3つの系

－卒業後－ 有名私立大学／国公立・難関私立大学

クラブ両立

CHANGE 
COURSE OK !

有名私立～
国公立大学を
目指します!

授業：7 限 進学講座：有（必須）

●超少人数クラス体制

● 7限授業+週 4日×120 分の進学講座

－2 ･ 3年生－

２年次には英・国に加えて
地歴・公民にも重点を置き、
文系の基礎を固めた上で、
３年次に受験教科に特化し
た取り組みを行います。

２年次には英・数に加えて
物理・化学に重点を置き、
理系の基礎を固めた上で、
３年次に受験教科に特化し
た取り組みを行います。

特進文系 特進理系

国公立大学／難関私立大学－卒業後－

英語、国語、数学、地歴・公民、理科のすべてに重点を置きます。

－1年生－

※ 一部の指定強化
クラブを除く

クラブ参加可

国公立
大学を

目指します !

東洋と西洋の架け橋となる国際人の育成
日本と外国の文化を広く理解し、自主的、創造的な能力を
養い、個性を生かし国際社会で活躍できる人間を育成する

建学の精神

高校生活３年間の中で「社会に出て役立つ
青年として育て、次のステージに送り出す」

教育目標

● 情報の詳細はパンフレットをご覧下さい。

入試説明会開催!
OPEN  SCHOOL !

6.25（土）　　　10:00～12:00

7.31（日）　　　10:00～14:00

10.1（土）　　　10:00～14:00

11.3（木・祝）   10:00～14:00

学校見学会

サマーオープンスクール

オータムオープンスクール

12.11（日）
10:00～12:00
14:30～16:30

12.17（土）
10:00～12:00

12.20（火）
17:00～19:00

12.22（木）
17:00～19:00

11.20（日）
10:00～12:00

12.19（月）
17:00～19:00

12.21（水）
17:00～19:00

受験生・保護者対象入試説明会

入試相談会

※ CH A NGE COURSE OK !  このマークのついたコースは希望により「クラス変更」が可能です。本人の適性、その時点での実力、目標に合わせて柔軟に対応できるのがポイントです。

両洋（Ryoyo）の漢字二文字をアルファベット表記したときの頭文字「R」

と「Y」、そしてコミュニケーションテーマに含まれている「人」という漢

字によって、本校で「人間力」を培った生徒及び本校そのものが、輝きな

がら未来に向かって歩いていくイメージを表しています。また、カラーは

本校所在地である「壬生」に同じく本拠地を置いた「新選組」で馴染み深

い「浅葱色」よりインスピレーションを得て制定しました。

－1年生－

授業：6 限 進学講座：選択可

※進学講座が受けられます。

●大学・専門学校・就職と幅広い進路に対応

●「キャリア探究」で将来の「なりたい自分探し」

私立大学／専門学校／就職－卒業後－

中学時の「学び直し」による基礎学力の定着に注力するとともに、
実践的なキャリア教育で進路意識を醸成します。

－2 ･ 3年生－

自分の希望進路に合わせて、
キャリア探究ではなく、総合
進学系の国語・英語を選択
することができます。また、3
年次からのキャリア探究系専
門科目受講も可能です。

職業観の醸成を目指し、2 年
次は 5 領域 10 分野の授業を
ローテーションで受講。
3 年次はさらに深く、自分が
選択した分野の授業を受講し
ます。

総合進学系 キャリア探究系専門科目

キャリア探究

「好き」発見!
「適性」発見!
進路実現!

クラブ両立

CHANGE 
COURSE OK !

私立大学／専門学校／公務員－卒業後－

英語・国語に特化したカリキュラムで
“進学したい”大学に合格できる!

クラブと学業の両立による充実した高校生活!

2 年次からは英語・国語に特化した文系特化型カリキュラムで
効率的に学習。放課後はクラブや課外活動に軸足を置きなが
らも、中堅私立大への進学を実現します。

進学系では、放課後講座を文系教科に絞って実施。放課後の
自由度が高くクラブや課外活動に打ち込むことができます。
キャリアチャレンジ系 (C 系 ) では、放課後講座や選択授業でい
ち早く専門的な知識や実践を学内で体験。各分野の大学進学
を中心に、多様な進路の実現を支援します。

「医療・健康」、「情報・IT メディア」、「初等・幼児教育」の各
分野や「公務員」など、「人のためになる」を実感できる仕事
を目指す人に最適化されたカリキュラムで、夢の実現を強力に
サポート。

進学系

効率的な学習

キャリアチャレンジ系(C系)

「人のためになる」実感が得やすい仕事を目指す！

授業：6 限 進学講座：有（必須）

●文武両道で中堅私立大学合格を目指す進学系

●「人のためになる」実感が得やすい仕事を
目指すキャリアチャレンジ系(C系)
医療・健康 公務員情報・ I T メディア 初等・幼児教育

クラブ両立

CHANGE 
COURSE OK !

「進学系」と
「C系」で
希望進路に
直結!

ダイジェスト版

K 特進コース（国公立）J 進学コース（準特）

叶えたい夢、目指したい姿へ近づく、4 つのコースを用意しています。

S 探究コース（進路・将来） J キャリアコース（準特）

キミの夢へとつづく4つのコースでキラリ! 4 c o u r s e s

2022年度入試進路実績

国 公 立 大 学 3名
摂神追桃レベル 158名

産佛龍近レベル合格者数が前年対比20%以上増
J進学コース卒業生の66%が産佛龍近レベル以上の大学に進学!!

摂神追桃レベル合格者数が前年対比20%以上増

難関私立大学 33名
産佛龍近レベル 245名

短期大学
京都文教短期大学／池坊短期大学／関西外国語

大学短期大学部／大阪音楽大学短期大学部　など

主な専門学校
京都医健専門学校／京都コンピュータ学院／

京都理容美容専修学校／京都美容専門学校　など

主な就職先
防衛省／サンコール株式会社／I＆H株式会社／

京都薬品工業株式会社／ユニチカ株式会社　など

国公立大学 3名
京都教育大学 1名

滋賀大学 1名

新潟大学 1名

関関同立レベル 33名
関西大学 18名

同志社大学 9名

立命館大学 5名

関西学院大学 1名

産佛龍近レベル 245名
佛教大学 95名

京都産業大学 52名

龍谷大学 29名

近畿大学 22名

京都橘大学 18名

関西外国語大学 11名

京都外国語大学 5名

京都女子大学 4名

甲南大学 2名

日本大学 2名

など

摂神追桃レベル 158名
大谷大学 33名

大阪産業大学 25名

摂南大学 19名

京都先端科学大学 19名

京都文教大学 10名

京都精華大学 10名

東海大学 8名

京都光華女子大学 7名

大阪体育大学 6名

追手門学院大学 3名

明治国際医療大学 3名

など

その他の大学 99名

「話す、聞く、考える、P.E.C. (Practical English Comprehension)」をキャッチフレーズに、英語で理解し、考える力を身につけるための授

業を展開しています。指導体制は、ネイティブ教員2人に日本人教員1人という手厚さ。P.E.C.の取り組みとして、1年生の冬にセブ島語学

研修を実施。事前学習としてのオンライン英会話とともに、アジアでもトップレベルの英語力を誇るフィリピン・セブ島での徹底したマンツーマン授業で、ま

さに“英語漬け”の生活を体験することができます。J進学コース英語留学系の希望生徒には、追加で最大1年間の海外研修プログラムも用意しています。

また、J進学コース（進学系・日本語学習系）、Jキャリアコースにも授業を拡大。英語４技能の向上を目指す入り口として、令和4年度より「論理・表現（英語）」

の授業において小グループでのオンライン英会話を導入。英語学習へのモチベーションアップと3年後の大学受験につながる学習効果を狙います。通常の授業で

も、外国人教員と日本人教員の2名体制でオンライン英会話と連動した事前・事後指導を行い、学習効果を高めます。

京都両洋高校の
英語教育 対象コース： K特進 J進学 Jキャリア話す、聞く、考える、P.E.C.

総合進学系
2年次 各2単位履修 3年次 2単位履修

発展国語 英語演習 英語演習

● 2 年次：4 単位履修 　● 3 年次：2 単位履修

キャリア探究系  5領域10分野の専門科目群
ホスピタリティ・英語 クリエイティブ・ITサイエンス

観光・ホテル・
ブライダル

英語コミュニケーション&
ダンス

アニメ・
メディアクリエーター

IT・ロボット&
空間デザイン

スポーツ・栄養 芸術・エンタメ 家政・福祉

栄養 スポーツ 芸術 エンターテイメント
&ビューティ 調理・製菓 保育・福祉

ACCESS 
交通アクセス



吹奏楽部 サッカー部

女子バレーボール部男子硬式野球部 女子バレーボール部

バドミントン部 陸上競技部 女子硬式野球部

硬式テニス部 アメリカンフットボール部

チアリーディング部

柔道部

女子相撲部

空手道部ハンドボール部 ダンス部 弓道部

写真部 ITS部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部女子バスケットボール部

女子硬式野球部バドミントン部

硬式テニス部

男子バスケットボール部

空手道部

チアリーディング部

ハンドボール部ハンドボール部

水泳部

アメリカンフットボール部

ITS部

吹奏楽部

陸上競技部

ダンス部
セブ島
C E BU  I S L AND

K特進&J進学（英語留学系）
J進学（進学系・日本語学習系）&

Jキャリア※

「社会に出て役立つ青年として育て、次のステージに送り出す」　本校の教育目標です。高校生活を通してこの目標を達成するために、

私たちは「自立・尊重・対話・創造」という4つのキーワードを大切にしています。自ら考え、判断し、行動する。違いを理解し、他

者を尊重する。対話により、解決策を見出す。豊かな発想で、新たな価値を生み出す。これら4つを実現できる力を身につけて社会へ

の一歩を踏み出せるよう、独自に描いた12の「目指す生徒像」に向けた教育プログラムを展開。行事、学習、進路指導、生活指導、

課外活動など本校における教育活動のすべてを通じて、「人」として輝くための総合的な力を育てていきます。

華道部

学校行事において、最も満足度の高い修学旅行。本校では、オーストラリアのケアンズと

その周辺地域が研修先です。特にホストファミリー宅で２泊するファームステイは、皆さ

んにとってよい思い出となるでしょう。英語しか通じない環境に身を置き、仲間と協力し、

ホストファミリーとコミュニケーションを取り合う中で、異文化理解と協力することの大切さ

を学ぶはずです。また、修学旅行を通じて、生徒の満足度が最も高いのは５日目のグリー

ン島観光。世界遺産であるグレートバリアリーフの玄関口にある、大自然が約6000年も

の歳月をかけてつくり上げたサンゴの島で、グラスボトムボートで船に乗ったまま海の中を

覗くことができ、時には海ガメを見ることもあります。本校の建学の精神は「東洋と西洋

の架け橋となる国際人の育成」。オーストラリアの大自然を目の当たりにし、異文化に触

れることで、今まで気づきもしなかった「新たな自分」に出会えるかも！？

最も満足度の高い行事はやっぱり修学旅行 !
異文化体験を通じて新たな自分を発見しよう !!

吹奏楽部では在部３年間のうちで２回、国内の演奏旅行へ行くことを吹奏楽部修学旅行としています。

その目的は、大きく2つあります。

・吹奏楽強豪校との合同練習会＆ジョイントコンサートの開催

・プロの吹奏楽団とのジョイントコンサートを開催

今年度は、東京にある、トップバンドとして名高い東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部との合同練

習会とジョイントコンサートを企画。京都両洋高等学校らしい最高の演奏とパフォーマンスを披露できる

よう、日々の活動にも力が入ります。また今後は、日本の吹奏楽界におけるトッププロ吹奏楽団である、

東京佼成ウィンドオーケストラとのレッスン会とジョイントコンサートも計画しています。以上のように、

トップバンドとのコンサートを体験したり、合同練習会や交流会で親交を深めたりすることを通して豊か

で深い経験を重ね、生徒たちの生涯の財産として思い出に残る修学旅行を実現します。

国内の吹奏楽強豪校との合同練習会や
ジョイントコンサートを通し、生涯の思い出づくりを。

K特進コースとJ進学コース英語留学系のセブ島修学旅行は語学研修と海外体験の二

つを軸としています。マンツーマンの英会話レッスンを2週間集中的に受講し、英語４

技能の向上を図ります。経験豊富な講師による充実したレッスンによって、各生徒に適

したペースの学習に取り組める理想的な環境です。週末にはボランティア活動、マリン

アクティビティ、現地の子どもたちとの交流など、豊かな国際教養を身につけることを

目指す研修も予定しています。事前にオンライン英会話を半年受講することで、現地で

の学習へスムーズに移行できるようにしています。他にもセブ島研修には、欧米と比べ

て留学費用が安いこと、英語を話す人口が多いこと、フレンドリーな国民性から生まれ

るホスピタリティなど、多くの利点があります。

令和4年度入学生からはこのプログラム対象をJ進学コース進学系・日本語学習系とJ

キャリアコースにも広げ、選択制として希望者には２年生のオーストラリア修学旅行で

はなく、同時期にセブ修学旅行に変更することも可能になっています。

マンツーマンの語学研修と多彩なアクティビティ。
理想的な環境でたっぷりと海外研修 !

2018年3月15日、サッカー部はドイツへ海外遠征を行いました。修学旅行と海外遠征

の2つの側面を併せ持つ今回の行程ではまず、その国の文化や歴史に触れることから

始めました。実際に様々な施設を巡ることは教科書や映像で学習するよりも大きなイン

パクトがあります。そしてドイツ国内リーグであるブンデスリーガではフランクフルトVS

マインツの試合を生観戦。宿泊はサッカー専用の総合施設「スポーツシューレ」です。

ヨーロッパや海外には代表チームも合宿を行うサッカー専用の宿泊施設がどの国にも

あります。スポーツに打ち込むには最高の環境でした。

地元のユースチームとの交流試合前後には相手チームと交流。全世界が熱狂し　国、

文化、歴史を超えてボール一つで交流し、通じ合えるサッカーの持つ偉大な力、素晴

らしさを誰もが強く感じた経験でした。海外の文化、芸術、歴史に触れ、瞬く間に過

ぎた7日間。「百聞は一見に如かず」この興奮は言葉、写真では伝えきれません。皆さ

んも一緒に体験してみませんか？今後も海外への遠征を予定しています。

Danke schön! 「ありがとうございます！」
サッカー部員たちの元気な声が響きます。

京都両洋高校では、2021年度よりiPadを新入生全員に導入し、生徒一人ひとりに

最先端の教育を実践します。現代社会において、ICT（情報通信技術）の最低限の

知識と技術を身につけることは必須となってきました。iPadを使った授業を通して、

主体的・協働的・探求的な学びを追究し、学びの形を進化させていきます。

新しい学びの探究

学習での活用 進路指導での活用 情報共有での活用

全天候型人工芝グラウンド

硬式野球部室内練習場 南郷グラウンド（男子硬式野球部専用グラウンド）

静原グラウンド（女子硬式野球部専用グラウンド）

3F1F

放送映像部

レオクラブ

書道部

中国語クラブ

合唱（コーラス）部

一生懸命に取り組む、仲間と協力する……

様々な行事を通して楽しい学校生活を。

授業もクラブ活動も心ゆくまで取り組めるよう、最新＆充実の施設・設備が揃っています。

※J進学コース進学系・日本語学　
　習系、Jキャリアコース希望者
　のセブ島修学旅行は２年生・
　９日間の予定です。

文化系クラブ

一人ひとりの「輝きたい」に合わせて選べる4つのコース
「難関大学を目指したい」「クラブ活動を頑張りつつ進学も目指したい」「資格取得や専

門的な知識も学びたい」「将来の夢や目標を見つけたい」など、希望に合わせてコース

を選択できます。

志望大学進学への徹底支援（放課後講座）
講座形式とCBT※1学習の併用、習熟度別のクラス編成などきめ細かな放課後講座で、

苦手科目や弱点の克服、得意科目のさらなる実力アップや実践力を身につけることもで

きます。
※1  Computer Based Trainingの略、コンピュータを利用して学習を支援するシステム

行事を通して人間力を磨く!
「校外学習」「スピーチフェスティバル」「体育祭」「文化祭」「海外への修学旅行」など

の行事を通じて、創造力、表現力、発信力、協働力、傾聴力、計画力、実行力、主体性、

積極性などを身につけていきます。

充実の学級活動 (LHR)
生徒自らが積極的に考え、クラス委員を中心に全員が自発的にクラス運営に取り組む

LHRの実現を目指しています。各種検定の効果的な対策・指導もLHRの時間を利用し

て行っています。

体育系・文化系の多彩な活動
本校では、多くのクラブがそれぞれの目標を掲げ、活発に活動しています。勉強だけでなくク

ラブ活動に積極的に参加することで、たくましさと優しさを備えた人間を育成することを目指し

ます。

勉強との両立もしっかりサポート
学習面を支えるプログラムの充実のほか、担任・進路指導部・クラブ顧問が生徒の進路希望と

学習状況を密に情報共有。クラブ活動に全力で取り組みながら自分の進路を切り拓く力を育て

ます。

「7つの習慣 J®」
大切なことは、自分の可能性を信じること。人間力教育

の中心的プログラムとして取り組み、より良い生き方が

できるようにサポートしています。 

エナジード
多様な価値観に触れ、その上で目的意識を持って選択し

行動する。自分で考えを組み立て、納得できる答えにた

どり着く力を鍛えることで、生き方や進路を考え抜くキャ

リア教育プログラムです。

人間力教育

クラブ活動 学校行事

魅力ある学習

家庭科部

アニメーション部

クイズ研究会

地歴部

第 2 体育館メインフロア  空調完備

第 1体育館メインフロア  空調完備

プール  公認温水プール

第 2 体育館前
駐車場

トレーニング室吹奏楽部合奏場（HERZ  S aa l）

チアリーディング
スクエア

充実した施設でキラリ!
F a c i l i t y

多種多様な部活でキラリ!C l u b  a c t i
v i t i e s

S c h o o l  e x
c u r s i o n

「人」として輝く生徒を育てます。

京都両洋高校の特徴
Ryoyo qua
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GOALSTART

様々な場面で言葉や技能を
使いこなせる生徒

様々な職業に興味・関心の幅
を広げられる生徒

「なりたい」自分を定め、
日々努力し続ける生徒

人権に対する配慮が
行き届いた生徒

「いじめ」や「からかい」が
ない中で生活する生徒

SNS に対して健全な
取り扱いができる生徒

意見の違いを対話によって
解決できる生徒

ルールを踏まえて建設的に
主張できる生徒

基本的な生活習慣を
自らととのえられる生徒

礼儀正しく、品を保ち、
たくましさと優しさを持った生徒

知識や情報を収集し、
有効に活用できる生徒

見通しをもって計画的に
行動できる生徒

オーストラリア
AUS T R A L I A

修学旅行

の学習へスムーズに移行できるようにしています。他にもセブ島研修には、欧米と比べ

て留学費用が安いこと、英語を話す人口が多いこと、フレンドリーな国民性から生まれ

るホスピタリティなど、多くの利点があります。

令和4年度入学生からはこのプログラム対象をJ進学コース進学系・日本語学習系とJ

キャリアコースにも広げ、選択制として希望者には２年生のオーストラリア修学旅行で

異文化や異なる言語に直に触れる修学旅行。

「東洋と西洋の架け橋となる」建学の精神に一歩近づく。修学旅行でキラリ!

サッカー部
修学旅行

吹奏楽部
修学旅行




