
〔2021年4月現在　製作：京都市学校歴史博物館〕

昭和22(1947）年5月 昭和23(1948)年 昭和24(1949)年 昭和30年代（1955～) 昭和40年代（1965～） 昭和50年代（1975～） 昭和60年代（1985～） 現在

上賀茂中学校 廃校 加茂川中学校 昭和37年度2,402名
上賀茂小学校と併設 現在地にて 昭和60年 昭和63年

翔鸞中学校 衣笠中学校 昭和37年度2,501名
翔鸞小学校内に併設 廃校 現在地にて

雲ヶ畑中学校 京都市に編入 昭和38年度43名 休校 (平成22年)
雲ヶ畑小学校内に併設

小野郷中学校 京都市に編入 昭和37年度77名 休校 (平成19年)
小野郷小学校内に併設

昭和44年
中川中学校 京都市に編入 昭和37年度77名 衣笠中学校に合併閉校

中川小学校内に併設
昭和25年改名

待鳳中学校 現在地に移転 旭丘中学校 昭和37年度1,858名
待鳳小学校内に併設

紫野中学校 昭和26年廃校 平成16年
待鳳小学校内に併設

成逸小学校跡地に開校

待賢中学校 廃校
待賢小学校内に併設

出雲路中学校 烏丸中学校 昭和26年現在地に移転 昭和37年度1,447名
出雲路青年学校を転用 紫野中学校と合併

室町中学校 廃校
室町小学校内に併設

嘉楽中学校 昭和37年度1,795名
嘉楽国民学校を転用

二条中学校 独立（二条高等女は堀川高等女に合併） 昭和37年度2,077名
二条高等女学校内に併設

上京中学校 昭和37年度1,945名
上京国民学校を転用

滋野中学校 昭和25年度1,273名 平成14年
滋野小学校を転用 上京中学校・柳池中学校・城巽中学校

に統合し閉校
清和中学校 廃校

府立第一女学校内に併設

仁和中学校 廃校
仁和小学校内に併設

　　　　（1・2年生のみ）

北野中学校 仁和中学校と合併 昭和31年度2,499名
第二商業学校内に併設   　　第二商業学校が第一商業学校へ移転

朱雀中学校 昭和37年度1,682名
朱雀第五国民学校を転用

昭和54年
銅駝中学校 独立開校 昭和30年度938名 柳池中学校に統合閉校 平成15年開校

銅駝小学校内に併設 小学校閉校 （前年に一次統合，
 京都柳池中学校と改称）

柳池中学校 昭和30年度734名
柳池国民学校を転用 城巽中学校跡地に開校，

平成5年 平成18年，柳池中学校
初音中学校 昭和37年度674名 柳池中学校に統合閉校 跡地の新校舎に移転

初音国民学校を転用
平成16年10月開校

城巽中学校 独立開校 昭和37年度1,031名
城巽女子商業学校内に併設 　平成15年 初音中学校跡地に開校

　京都柳池中学校と統合
堀川中学校 廃校 　（前年に一次統合，京都城巽中学校に改称）

堀川高等女学校内に併設

中京中学校 現在地に移転独立 昭和37年度1,717名
府立第二高等女学校内に併設

壬生中学校 松原中学校 昭和37年度1,695名
第一中学校内に併設 壬生中学校廃校

西ノ京中学校 独立 昭和37度年2129名
第一商業学校内に併設

平成16年開校
廃校

朱雀第二小学校内に併設

淳風中学校 廃校 平成19年開校
淳風小学校内に併設 郁文中学校二部学級

郁文中学校 独立開校 昭和36年1,641名 平成19年下京中学校に統合のため閉校
郁文小学校内に併設 小学校廃校

成徳中学校 独立開校 昭和30年度1,107名 平成19年下京中学校に統合のため閉校
成徳小学校内に併設 小学校廃校 平成19年開校

尚徳中学校 昭和37年度1,154名 平成19年下京中学校に統合のため閉校 尚徳中学校跡地に開校
尚徳国民学校を転用

皆山中学校 独立開校 昭和36年度1,076名 平成19年下京中学校に統合のため閉校
皆山小学校内に併設 小学校廃校

梅逕中学校 昭和37年1,131名 平成19年下京中学校に統合のため閉校
梅逕青年学校を転用

昭和30年 昭和31年 昭和32年
七条分校 七条中学校 昭和37年度1,796名

七条第三小学校内に併設

唐橋中学校
第一工業中学校内に併設

城南中学校 　　　　　　　洛南中に合併
廃校

吉祥院中学校

洛南中学校 昭和30年度2,599名
府立京都第二中学校内に併設

八条中学校 昭和37年度1,588名
弘道中学校 廃校

弘道小学校内に併設
九条中学校 昭和37年度1676名
九条小学校を転用

平成24年開校
陶化中学校 昭和37年1,982名

陶化小学校内に併設 藤森第一中学校内に併設 陶化中学校跡地に
小中一貫校として開校

昭和48年 昭和57年
大内中学校 廃校 昭和61年度843名

大内小学校内に併設

現・向日市立勝山中学校

洛東中学校 昭和36・37年度2,166名 平成23年開晴小・中学校に統合のため閉校
東山国民学校（第三高等小）を転用 平成23年開校

有済中学校 弥栄中学校 昭和31年度1,242名 平成23年開晴小・中学校に統合のため閉校 洛東中学校跡地に
有済小学校内に併設 弥栄小学校廃校 小中一貫校として開校

平成26年開校
月輪中学校 現在地に独立移転 昭和37年度2,109名

月輪小学校内に併設 月輪中学校跡地に小中一貫校として開校

平成25年 平成28年独立開校

修道小学校（東山小学校）跡地に開校

山科中学校 現在地に独立移転 昭和37年度2,796名
山階小学校内に併設 昭和51年 昭和52年

昭和60年度1,842名
山科中学校 昭和61年 昭和62年
鏡山分教場 廃止 昭和63年度796名
鏡山小学校内に併設 勧修中学校内に併設 現在地に独立移転

昭和47年 昭和48年
昭和61年度1,077名

山科中学校
音羽分教場 廃止 昭和40年 昭和41年 昭和42年
音羽小学校内に併設 昭和61年度1,522名

現在の音羽川小学校の地で独立開校 S55 現在地に新築移転
昭和36年 昭和38年

昭和57年度1,174名
昭和51年

下京区

東山区

山科区

京都市立中学校・総合支援学校の変遷

上京区

北区

中京区

七条第三中学校

朱雀第二中学校

上鳥羽小学校内に併設

山科中学校南分校

陶化中学校として開校

洛南中学校七条分教室

南区

乙訓郡乙訓中学校

藤森第二中学校

吉祥院小学校内に併設

音羽中学校

山科中学校花山分教室 花山中学校

山科中学校分教室

洛南中学校

東養護学校

勧修中学校

安祥寺中学校

八条中学校

大宅中学校

加茂川中学校

西賀茂中学校

旭丘中学校

中京中学校

洛風中学校

乙訓中学校事務組合立第三乙訓中学校 久世中学校

衣笠中学校

烏丸中学校

北養護学校

下京中学校

山科中学校

勧修中学校

上京中学校

嘉楽中学校

開晴小・中学校

東山泉小・中学校

二条中学校

西京高等学校附属中学校

西賀茂中学校加茂川中学校北分校

京都御池中学校

北野中学校

朱雀中学校

洛友中学校

北総合支援学校

松原中学校

西ノ京中学校

七条中学校

九条中学校

凌風小・中学校

音羽中学校

勧修中学校東分校

安祥寺中学校

久世中学校

東山総合支援学校白川総合支援学校東山分校

山科中学校音羽分校

京都府乙訓中学校事務組合立中学校より分離独立
（昭和34年京都市に編入）

山科中学校北分校

大宅中学校

東総合支援学校

花山中学校



〔2021年4月現在　製作：京都市学校歴史博物館〕

昭和22(1947）年5月 昭和23(1948)年 昭和24(1949)年 昭和30年代（1955～) 昭和40年代（1965～） 昭和50年代（1975～） 昭和60年代（1985～） 現在

岡崎中学校 昭和26年まで
岡崎青年学校を転用 3年生のみ分校として利用

岡崎中学 昭和25年
四錦分教場 廃止 岡崎中学校 昭和37年度2,197名

第四錦林小学校内に併設 　　　岡崎第二中学校を本校にして統合

岡崎中学校
錦林分室 廃止

錦林小学校内に併設
昭和25年

養正中学校 洛北中学校（現・洛北高校）へ統合 高野中学校 昭和37年度1,589名
養正小学校内に併設 　　養正中学校廃止

下鴨中学校 昭和37年度2,048名

洛北中学校 廃校
府立第一中学校内に 4月
併設 近衛中学校 昭和37年度2,404名

第二錦林小学校を転用

12月　現在地に移転 昭和37年度1,276名
修学院小学校内に併設

昭和27年4月 昭和27年11月 昭和32年
（委託設立） 本山中学校 と改名 現在地に移転 昭和60年度1,238名

立命館神山中学校廃校

大原中学校 （京都市に編入） 昭和37年度186名
大原小学校内に併設 昭和25年 昭和48年 小中一貫校

開設 昭和36年度16名 尾見分校　一時閉鎖 昭和56年 平成8年
久多中学校 （京都市に編入） 昭和44年度38名 一時閉鎖 閉校

久多小学校内に併設 大原中学校へ統合
平成19年花背小中学校に統合

昭和30・31年度36名
別所小学校内に併設 （京都市に編入） 平成19年開校

昭和22年10月 小中一貫校
（京都市に編入） 昭和31年度45名

八桝小学校内に併設 平成19年花背小中学校に統合
昭和32年4月 昭和32年7月 平成2年

堰源中学校 周山中学校堰源分校 昭和39年度39名 休校
昭和51年

（京都市に編入）

昭和24年9月 平成17年 令和2年
周山中学校 周山中学本校舎 昭和37年度 832名 （京都市に編入）

周山小学校内に併設

細野中学校
細野小学校内に併設

宇津中学校
宇津小学校内に併設

山国中学校
山国小学校内に併設

黒田中学校
黒田小学校内に併設

弓削中学校
弓削小学校内に併設

四条中学校 昭和37年度2,154名
四条商業学校内に併設太秦中学校を統合し、現在地に独立開校 昭和55年 昭和56年

昭和61年度1,072名
太秦中学校

太秦小学校内に併設 廃校 昭和50年 昭和51年
昭和60年度985名

洛西中学校 廃校
府立第三中学校内に併設

昭和25年 昭和51年 昭和52年
嵯峨野中学校 蜂ヶ岡中に合併のため廃校 昭和61・62年度1,189名
嵯峨野高等女学校内に併設

蜂ヶ岡中学校 昭和37年度2,698名
嵯峨中学校 廃校 昭和43年 昭和44年

嵯峨小学校内に併設 昭和59・61年度1,404名

西院中学校 西院第二小学校跡に移転 昭和37年度1,167名
西院第一小学校内に併設

昭和51年
高雄中学校 昭和37年度122名 梅ケ畑奥殿町に移転 令和３年　双ヶ丘中学校に統合

高雄小学校内に併設

宕陰中学校 昭和37年度43名
宕陰小学校内に併設

御室中学校 双ヶ丘中学校 昭和37年度1,595名
御室小学校内に併設 現在地にて開校

（24年1月） 昭和50年 昭和52年

昭和33年4月 10月 昭和34
中学部設置

深草中学校 昭和49年 昭和54年
竹田分教場 廃止

竹田小学校内に併設

深草中学校 現在地(旧騎兵連隊跡地）に移転 昭和37年度1,585名
深草小学校内に併設

藤森中学校 昭和37年度2,214名

伏見中学校 昭和37年度2,140名
伏見国民学校を転用

7月
堀内中学校 桃山中学校 昭和37年度1,667名

第三商業学校内に併設　　4月　第三商業学校廃止し堀内中に転用
昭和53年

昭和63年1,088名

桃陵中学校 昭和54年度1,108名

伏見中学校 昭和55年 平成31年
向島分教場 廃止 昭和57年度1,386名
向島小学校内に併設 二の丸北小学校跡地に

昭和58年 昭和59年 小中一貫校として開校
昭和62年度631名

向島中学校内に併設 現在地に移転独立
昭和28年

醍醐中学校 現在地へ移転 昭和60年1,125名
醍醐小学校内に併設 独立

昭和61年 昭和62年
昭和62年823名

醍醐中学校内に併設現在地に移転独立
柏原中学校 廃校 昭和50年 昭和51年

府立桃山中学校内に併設 昭和61年度977名

昭和48年 昭和49年
桃花中学校 廃校 昭和60年度1,398名

府立桃山女学校内に併設 醍醐中学校内に併設 現在地に移転独立
平成2年（4月1日開校）

平成2年度590名

昭和50年
昭和62年1,127名

京都市及び久御山町中学校事務組合立淀中学校が大淀中学校と久御山中学校に分離

昭和33年
上桂中学校 昭和49年度2,290名

第五中学校内に併設 昭和59年 昭和60年
昭和61・62年度936名

上桂中学校 廃止 現在地に移転独立
松尾分教場 昭和53年 昭和54年

松尾小学校内に併設 昭和62年度1,071名

昭和49年 昭和50年
昭和62年度1,167名

昭和53年 昭和54年
昭和63年度1,509名

　　昭和55年 昭和56年
乙訓中学に合併し廃止 昭和62年度1,310名

大原野小学校内に併設 平成7年
洛西中・西稜中分離新設

昭和25年廃校
平成元年

大枝小学校内に併設 平成9年度513名

昭和61年

大原中学校尾見分校

西京区

京都市立中学校・総合支援学校の変遷

右京区

立命館神山中学校

左京区

乙訓郡大枝
中学校

池田分校

梅津中学校

乙訓郡大原野
中学校

洛北中学校

周山中学南校舎

修学院中学校

高野中学校

嵯峨中学校

西京極分校 西京極中学校 西京極中学校

太秦中学校

近衛中学校

桃陵中学校

花背小・中学校

白河養護学校 白河総合支援学校

神川中学校 神川中学校

向島秀蓮小・中学校向島中学校

藤森中学校

小栗栖中学校

桂中西分校

桂中学校内に併設

醍醐中学校

向島東分校 向島東中学校 向島東中学校

桂川中学校

樫原中学校

洛西中学校

桃山中学校

伏見中学校

大淀中学校

洛水中学校

樫原中西分校 洛西中学校

小栗栖分校

樫原中学校

栗陵中学校

桂中北分校

洛西中東分校

桂中東分校 桂川中学校

西養護学校

西稜中学校

西総合支援学校

大枝中学校 大枝中学校

大原野中学校

西陵中学校

洛水中学校

栗陵中学校

小栗栖中学校

春日丘中学校

桂中学校

松尾中学校 松尾中学校

南分校 春日丘中学校

深草中学校

桂中学校

宕陰中学校

双ヶ丘中学校

鳴滝総合支援学校

大淀中学校

修学院中学校

岡崎中学校岡崎第二中学校

花背第一中学校

蜂ヶ岡太秦分校

蜂ヶ岡嵯峨広沢分校

周山中学北校舎

梅津分校

花脊第二中学校堰源分校 堰源中学校

蜂ヶ岡中学校

呉竹養護学校鳴滝分校

周山中学校

西院中学校

洛北中学校

大原小・中学校

下鴨中学校

桃陽養護学校

呉竹養護学校

　国立療養所宇多野病院内に
　双ヶ丘中の筋ジストロフィー
　児学級設置

伏見区 桃山小呉竹分校

太秦中学校

現在地に移転旧陸軍野砲隊兵舎を転用

花背村立別所中学校

周山中学西校舎
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