
令和４年４月２５日現在 

男子 女子 男子 女子

一燈園 607-8025 京都市山科区四ノ宮柳山町29 595-3711 595-6764 普通科 共学 3 2 1 0  村田　俊喜 進路指導部 玉置健太郎 tamaki@ittoen.ed.jp

大谷 605-0965 京都市東山区今熊野池田町12 541-1312 541-7627 普通科 共学 288 280 3 0 飯山　等 進路指導部 梶　喬一 kaji@otani.ed.jp

華頂女子 605-0062 京都市東山区林下町3-456 541-0391 541-5962 普通科 女子 - 62 - 0 前田　千秋 進路指導部 河原　智子 h-sinro@kacho.ed.jp

京都外大西 615-0074 京都市右京区山ノ内苗町37 321-0712 322-7733 普通科 共学 154 140 5 3 長者　善高 進路指導部 田中　洋 h_tanaka@kufs.ac.jp

京都共栄学園 620-0933 福知山市篠尾62-5
(0773)

22-6241
(0773)

22-0968
普通科 共学 125 63 10 7 松田　卓也 進路部 佐藤　公聡 satou_t@kyoei.ed.jp

京都暁星 626-0065 宮津市獅子崎30
(0772)

22-2560
(0772)

22-5902
普通科 共学 19 25 3 4 玉手　健裕 教　務　部 樋口　京子 kyomu@kghs.ed.jp

京都芸術 611-0011 宇治市五ケ庄西浦6-2
(0774)

32-7012
(0774)

33-3698
美術科 共学 41 84 2 10 加藤　由子 進路指導部 酒井　憲明 info@kyoto-geikou.ed.jp

京都光華 615-0861 京都市右京区西京極野田町39 325-5235 311-6103 普通科・専門学科 女子 - 134 - 0 須原　理都子 生徒サポート部 本間　雅晴 m-honma@mail.koka.ac.jp

京都廣学館 619-0245 相楽郡精華町下狛中垣内48番地
(0774)

93-0518
(0774)

93-2266
普通科 共学 157 68 12 6 中西　紳也 キャリア教育部 黒田　昌宏 kuroda@mkg.ac.jp

京都国際 605-0978 京都市東山区今熊野本多山町１ 525-3535 525-3563 普通科 共学 25 25 1 1 朴　慶洙 進路指導部 河原　日和子 kawaharahiyori@kyoto-kokusai.ed.jp

京都産業大学附属 600-8577 京都市下京区中堂寺命婦町1-10 279-0001 283-0024 普通科 共学 269 154 0 0 福家　崇明 進　路　部 尾﨑　裕 h-osaki@jsh.kyoto-su.ac.jp

京都翔英 611-0013 宇治市菟道大垣内33-10
(0774)

23-2238
(0774)

23-9088
普通科 共学 167 36 12 3 堤　清彰 進路指導部 中川　昌隆 masahiro-saito@kyoto-shoei.ac.jp

京都女子 605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町17 531-7339 531-7377
普通科・

ウィステリア科
女子 - 327 - 1 林　信康 進路指導部 小林　悠亮 kobayayu@kyoto-wu.ac.jp

京都精華学園 606-8305 京都市左京区吉田河原町5-１ 771-4181 761-5238 普通科･美術科 共学 121 204 2 1 山本　綱義 進　路　部 北川　茂伸 kitagawa.s@k-seika.ed.jp

京都聖カタリナ 622-0002 南丹市園部町美園町1-78
(0771)

62-0163
(0771)

63-0989
普通科･看護科 共学 48 8 0 2 園田　研一 進路指導部 阿久津　知 s.akutsu@catalina-kyoto.ed.jp

京都成章 610-1106 京都市西京区大枝沓掛町26 332-4830 335-3313 普通科 共学 286 234 0 0 吉竹　浩克 進路指導部 高木　尚彦 ks-sinro@kyoto-econ.ac.jp

京都聖母学院 612-0878 京都市伏見区深草田谷町1 645-8103 641-0805 普通科 女子 - 186 - 0 川口　恒久 進　路　部 樋口　拓 hhiguchi@seibo.ed.jp

京都先端科学大学附属 616-8036 京都市右京区花園寺ノ中町8 461-5105 461-5138 普通科 共学 243 195 3 0 佐々井　宏平 教　務　部 丸岡　陽子 maruoka@js.kuas.ac.jp

京都橘 612-8026 京都市伏見区桃山町伊賀50 623-0066 623-0070 普通科 共学 132 217 0 0 安田　文彦 進路指導部 荒木　茂 araki@tachibana-hs.jp

京都西山 617-0002 向日市寺戸町西野辺25 934-2480 931-4079 普通科 共学 - 170 - 18 森川　弘仁 進路指導部 若山　浩久 shinro@kyotonishiyama.ed.jp

京都文教 606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町5 771-6155 752-6808 普通科 共学 123 159 0 1 初田　泰宏 進路指導部 西村　正和 m-nishimura@ed.kbu.ac.jp

京都美山 602-0926 京都市上京区元真如堂町358番地 441-3401 441-3402 普通科 共学 122 105 20 13 岡西　啓三 進路指導部 相模　健太 k-sagami@miyama.ed.jp

京都明徳 610-1111 京都市西京区大枝東長町3-8 331－3969 331－3230 普通科･商業科 共学 211 170 12 8 二宮　庸介 進　路　部 山越　琢矢 yamakoshi@meitoku.ac.jp

京都両洋 604-8851 京都市中京区壬生上大竹町13 841-2025 841-0178 普通科 共学 249 185 13 8 角田　良平 学習進路指導統括部 芦谷　俊貴 ashitani@kyoto-ryoyo.ed.jp

同志社 606-8558 京都市左京区岩倉大鷺町89 781-7121 781-7124 普通科 共学 172 184 1 0 山崎　敏昭 教　務　部 赤川　良枝 akagawa@js.doshisha.ac.jp

同志社国際 610-0321 京田辺市多々羅都谷60-1
(0774)

65-8911
(0774)

65-3202
普通科 共学 98 186 0 0 戸田　光宣 教務センター 要　貴憲 kaname@intnl.doshisha.ac.jp

同志社女子 602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入 251-4305 251-4308 普通科 女子 - 256 - 0 中村 久美子 教　務　部 坂本　典明 dg-kyomu@girls.doshisha.ac.jp

日星 624-0913 舞鶴市上安久381番地
(0773)

75-0452
(0773)

75-0860
普通科･看護科 共学 57 44 15 5 出野　健資 キャリア部 奥山　公規 f.okuyama@nisseihs.ed.jp

ノートルダム女学院 606-8423 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町110 771-0570 752-1087 普通科 女子 - 103 - 0 栗本　嘉子 進路指導部 松本　智恵 matsumotoc@notredame-jogakuin.ed.jp

花園 616-8034 京都市右京区花園木辻北町1 463-5221 464-9469 普通科 共学 203 117 3 1 溜　　剛 進路指導部 谷　智宏 t-tani@kyoto-hanazono-h.ed.jp

東山 606-8445 京都市左京区永観堂町51 771-9121 771-7217 普通科 男子 400 - 0 - 塩貝　省吾 進路指導部 玉井　克樹 k_tamai@higashiyama.ed.jp

福知山淑徳 620-0936 福知山市字正明寺36-10
(0773)

22-3763
(0773)

23-5519
総合学科 共学 41 117 17 27 山口　　進 進路指導部 村上　勝幸 k_murakami@kan-on-sen-ku.ed.jp

福知山成美 620-0876 福知山市字堀3471-1
(0773)

22-6224
(0773)

24-5416
普通科･商業科 共学 173 149 54 18 兒島　裕之 就職指導部 芦田　真理 syusyoku@seibi-hs.jp, shingaku@seibi-hs.jp

平安女学院 602-8013 京都市上京区下立売通烏丸西入 414-8111 414-8119 普通科 女子 - 163 - 0 今井　千和世 進　路　部 阿毛　知也 t-amo@heian.ac.jp

洛星 603-8342 京都市北区小松原南町33 466-0001 466-0777 普通科 男子 214 - 0 - 小田　恵 教　育　部 丹羽　亮太 teach058@rakusei.ac.jp

洛南 601-8478
京都市南区壬生通八条下ル東寺町
559

681-6511 671-2317 普通科 共学 323 103 0 0 北川　辰雄 進路指導委員会 谷口　善典 taniguchi@rakunan-h.ed.jp

洛陽総合 604-8453 京都市中京区西ノ京春日町8 802-0394 822-0472 総合学科 共学 164 73 22 16 土屋　智裕 進路デザイン部 村上　マサ子 info@rakuyo.ed.jp

立命館 617-8577 京都府長岡京市調子1-1 323-7111 323-7123 普通科 共学 160 203 0 0 東谷　保裕 進路指導部 福田　成穂 n-fukuda@fkc.ritsumei.ac.jp

立命館宇治 611-0031 宇治市広野町八軒屋谷33-1
(0774)

41-3000
(0774)

41-3555
普通科 共学 187 188 0 0

ヒックス　ジョ-セフ
（Hicks Joseph) キャリア教育部 山本　清之 yamakiyo@ujc.ritsumei.ac.jp

龍谷大学付属平安 600-8267
京都市下京区大宮通七条上ル御器
屋町30

361-4231 　371-1793 普通科 共学 267 176 1 0 山脇　護 進　路　部 西村　了慶 nishimura-r@heian.ed.jp

メールアドレス
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