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塔南高校へのアクセス
●市バス「塔南高校前」から西へ徒歩1分（42・43系統） 
　　　　　「吉祥院池田町」から北へ徒歩3分（42・43・84・臨13・特18系統） 
　　　　　「吉祥院長田町」から東へ徒歩8分（13・特13・78系統） 
●JR「西大路駅」から徒歩20分　●近鉄「上鳥羽口駅」から徒歩25分
※本校には駐車していただけるスペースがございません。
　公共交通機関でご来校いただくか、近隣のコインパーキングをご利用ください。

●全て同じ内容です。選択されたセッションのいずれか一つへのご参加となります。
●後日、説明会動画はYouTubeに公開予定です。　●申し込みが定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。
●抽選になった場合はランダムに選定を行います。抽選の可否や結果に関わらず、5月13日（金）までにお申し込みをいただいた
メールアドレスへお知らせいたします。メールは開建高校開設準備室のアドレス〔2023newhs@edu.city.kyoto.jp〕より
送付いたしますので、受信設定をされている場合はお外しいただきますよう、よろしくお願いいたします。

京都市教育委員会　開建高校開設準備室
［メールアドレス］ 2023newhs@edu.city.kyoto.jp
［電 話 番 号］ 075-606-1490

問い
合わせ先

第1部   9:00～｜第2部 11:10～
第3部 13:20～｜第4部 15:30～

定員各部
160名

R4.5.28土
対象

内容

中学３年生 ※義務教育学校９年生
（保護者の方の来校は１名に限らせていただきます。）

場所 塔南高校
内容 全体会（                   ）＋ L-pod体験会

申込期間 令和4年4月28日（木）10：00 → 5月10日（火）17：00まで
申込方法

注意事項

入力フォームに必要事項を記載の上、送信してください。
https://forms.office.com/r/W8XgmeWnFd
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R5.4 Start!
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京 都 市 立 開 建 高 等 学 校

説明会までに、開建について
詳しくなりたい！
上のQRコードから、パンフ
レットにアクセスできるよ！

開建高校
学校案内2022
開建高校開建高校

学校案内2022
開建高校

学校概要、教育内容の特長、
学校服のお披露目 など



多様な形態で実施する部活動や、地
域や大学等と連携した活動プログラ
ムなど、生徒自身がやりたいことに
主体的に挑戦できる課外活動の機会
を創出します。

企業、大学、行政など幅広い機関と連携し、伝統や文化はもと
より、多様で奥深い京都のまちに触れるフィールドワークや、
課題の発見と解決、京都の魅力に気付く探究活動を行う総合
的な探究の時間を、３年間を通して設置します。

通常の普通教室４つ分の大きさで、８０名程度が一斉に学ぶ「ラーニングポッド
Learning-pod通称：L-pod」をホームルーム教室として設置し、従来の講義
形式の授業と対話・協働等の活動を行う探究的な学習活動を、教室のサイズ・
形態を自在に展開しながら行います。

授業が変わる授業が変わる

Why KAIKEN ?
開建高校では、生徒が楽しみながら夢中になって学ぶことを通して、自分で考え行動する習慣を身に付け、

「自らの成長とともに他者と協働しながら、より良い未来社会の創造に取り組む人物」の育成を実現します。

生徒が夢中に
なれる課外活動
生徒が夢中に
なれる課外活動

京都をフィールドに
実践する探究活動
京都をフィールドに
実践する探究活動

京都市立開建高等学校は、塔南高校が移転再編して生まれる、新しい普通科系高校です。
令和５年４月に開校予定で、現在中学３（9）年生の皆さんは、開建１期生になります！
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開建高校が目指すこと開建高校が目指すこと

開建高校の場所は
洛陽工業高校の跡地で、
JR西大路駅から
徒歩５分の好立地です。

YouTubeのチャンネル
登録をよろしく！

色々 なコンテンツを
配信予定！

学校説明会学校説明会

開建高校
公式YouTube

ラーニングポッド
L-podL-pod

 5月28日㈯ 第1回学校説明会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 8月19日㈮ 部活動体験・見学会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 8月　　　　 授業体験会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 9月  3日㈯ 部活動体験・見学会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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 11月26日㈯ 個別相談会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 12月  3日㈯ 個別相談会
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