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令和４年度　京都府私立中学校一覧
番号 校　　　　名 郵便番号 所　　在　　地 電　　　話 法人種別 法人名 理事長名 校長名 男女共学別 設置年月日 備  考

1 洛星 603-8342 北区小松原南町33 (466)0001 高等学校 ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園 荻野　一茂 小田　恵 男 昭27. 2. 8

2 同志社 606-8558 左京区岩倉大鷺町89 (781)7253 大学 同志社 八田　英二 山崎　敏昭 共 昭22. 4. 1

3 同志社女子 602-0893 上京区今出川通寺町西入玄武町602-1 (251)4305 大学 同志社 八田　英二 中村　久美子 女 昭22. 4. 1

4 平安女学院 602-8013 上京区室町通椹木町上る武衛陣町221 (414)8111 大学 平安女学院 山岡　景一郎 今井　千和世 女 昭22. 4. 1

5 京都産業大学附属 600-8577 下京区中堂寺命婦町1-10 (279)0001 大学 京都産業大学 大城　光正 福家　崇明 共 昭22. 4. 1

6 京都文教 606-8344 左京区岡崎円勝寺町5 (771)6155 大学 京都文教学園 仁科　周朗 初田　泰宏 共 昭22. 4. 1

7 東山 606-8445 左京区永観堂町51 (771)9121 大学 佛教教育学園 田中　典彦 塩貝　省吾 男 昭22. 4. 1

8 京都精華学園 606-8305 左京区吉田河原町5-1 (771)4181 高等学校 京都精華学園 山本　綱義 山本　綱義 共 平 1. 1.12

9 ノートルダム女学院 606-8423 左京区鹿ｹ谷桜谷町110 (771)0570 大学 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院 和田　環 栗本　嘉子 女 昭27. 2. 8

両洋（休校中） 604-8851 中京区壬生上大竹町13 (841)2025 高等学校 両洋学園 角田　良平 共 昭22. 4. 1 昭和51年度から休校

10 大谷 605-0965 東山区今熊野池田町12 (541)1312 大学 真宗大谷学園 木越　渉 飯山　等 共 昭22. 4. 1

11 華頂女子 605-0062 東山区林下町3丁目456 (541)0391 大学 佛教教育学園 田中　典彦 中野　正明 女 昭22. 4. 1 平成29年度から募集停止

12 京都女子 605-8501 東山区今熊野北日吉町17 (531)7358 大学 京都女子学園 芝原　玄記 林　信康 女 昭22. 4. 1

13 京都国際 605-0978 東山区今熊野本多山町1 (525)3535 高等学校 京都国際学園 李　隆男 朴　慶洙 共 平15.12.12

14 一燈園 607-8025 山科区四ﾉ宮柳山町29 (595)3711 高等学校 燈影学園 西田　武 村田　俊喜 共 昭22. 5. 1

15 龍谷大学付属平安 600-8267 下京区大宮通七上ル御器屋町30 (361)4231 大学 龍谷大学 石上　智康 山脇　護 共 昭22. 4. 1

16 洛南高等学校附属 601-8478 南区壬生通八条下ﾙ東寺町559 (672)2661 高等学校 真言宗洛南学園 川田　信一 堀　俊彦 共 昭60. 2.13

17 京都光華 615-0861 右京区西京極野田町39 (325)5223 大学 光華女子学園 阿部　恵木 谷口　史子 女 昭22. 4. 1

18 京都先端科学大学附属 616-8036 右京区花園寺ﾉ中町8 (461)5105 大学 永守学園 永守　重信 佐々井　宏平 共 平11.11.15

19 花園 616-8034 右京区花園木辻北町1 (463)5221 大学 花園学園 栗原　正雄 溜　剛 共 平14.12. 6

20 京都聖母学院 612-0878 伏見区深草田谷町1 (645)8103 高等学校 聖母女学院 赤野  孝一 川口　恒久 女 昭24. 3.18

21 立命館 617-8577 長岡京市調子一丁目1番1号 (323)7111 大学 立命館 森島　朋三 東谷　保裕 共 昭22. 5. 5

22 京都橘 612-8026 伏見区桃山町伊賀50 (623)0066 大学 京都橘学園 梅本　裕 安田　文彦 共 平22. 4. 1

23 立命館宇治 611-0031 宇治市広野町八軒屋谷33番1 0774(41)3000 大学 立命館 森島　朋三 ヒックス　ジョーゼフ 共 平14.10. 3

24 同志社国際 610-0321 京田辺市多々羅都谷60-1 0774(65)8911 大学 同志社 八田　英二 戸田　光宣 共 昭62.12.14

25 京都共栄学園 620-0933 福知山市字篠尾小字稲子谷62-5 0773(22)6241 高等学校 共栄学園 中井　博之 松田　卓也 共 昭42.12. 1


