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能勢高校の進路指導と進路状況 

この 3 月に卒業した６２期生（中高一貫・総合学科８期生）進路状況 

卒業者数  男 26名 女 30名 計 56名  

 ６２期生（人数・割合） ６１期生 ６０期生 ５９期生 

四年制大学 ９ 16.1% 21.7％ 17.3％ 29.3％ 

短期大学 ３ 5.3% 6.5％ 5.8％ 12.0％ 

専門・各種学校 ２９ 51.8% 37.0％ 48.0％ 26.7％ 

(このうち看護学校) （２） (3.6%) (2.1％) (5.8％) (0％) 

就 職 １４ 25.0% 34.8％ 19.2％ 25.3％ 

その他 １ 1.8% 0.0％ 9.7％  6.7％ 

卒業生数 ５６人 100% ４６人 ５２人 ７５人 

 

四大進学者 男 6名 女 4名  合計 10名   短大進学者 男 0名 女 3名  合計３名 

合格大学  

大阪市立（理学） 立命館（文学） 大阪工業（工） 大阪薬科（薬） 大阪国際（国際教養） 

大阪学院（外国語） 大阪成蹊（教育） 関西看護医療（看護） 近畿（理工） 近畿（薬） 

千里金蘭（生活科学） 神戸常盤（教育） 甲南女子（子ども教育） 四天王寺（人文社会） 

長浜バイオ（バイオサイエンス） 梅花女子（文化表現） 大阪経済（２部経営＊） ＊浪人生 

合格短大 

大阪成蹊(栄養)  大阪成蹊(幼児教育) 創価女子（英語コミュニケーション） 

専門学校進学者 おもな進学先 男１０名  女１９名  計２９名 

大阪ビューティーアート      大阪アミューズメントメディア（３）      平成リハビリテーション    

阪神自動車鉄道航空（２） 大阪保健福祉（２）  大阪府農業大学校  大阪アニメーションカレッジ（２） 

ECC国際外語  関西保育福祉（２）  大阪ECO動物海洋   放送芸術学院   ECCコンピュータ（２） 

ミス・パリ・エステティック   大原公務員法律  大阪調理製菓（２）  ルトーア東亜美容（２） 

大阪ビジネスカレッジ  大阪文化服装学院  大阪アニメーションスクール  箕面学園福祉保育 

就職者等 おもな就職先 男１１名  女４名  計１５名 

日本郵便・郵便局員（１）/ 郵便配達（１）  NSC・製造   マリンフード・食品製造  

サカエトランスポート・営業管理ドライバー   豊悠福祉会・介護スタッフ      

ボルツ・製造   米村歯科医院・歯科アシスタント   陸上自衛隊・一般曹候補生 

 

 

 

 

平成27年度の長期留学生シュエンの 

帰国時のメッセージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんはじめまして。私の名前

は張径儀 （チャンジンイ）です。ジーンと呼んでください。中国の貴陽から来ました。北京

語と貴陽弁と少し英語が話せます。ホストファミリーは倉垣の中川さんです。 

能勢高校では、２年２組でみんなと授業を受けています。日本語学習については、能勢の町

の人たちが、日本語ボランティアとして学校に教えに来てくれています。とっても感謝してい

ます。今参加している部活は、空手道部・茶道部・華道部です。来年２月まで日本にいます。

よろしくお願いします。 

 

留学生紹介！ 

貴 陽

 

留学生シュエン 

你好. 我 的 名字 是 ジーン 

にはお うお で みんず しぃ ジーン （中国語） 

「こんにちは。私の名前はジーンです。」 
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◆能勢高校のスーパーグローバルハイスクール SGH（平成 27年度より 5年間の指定）の取組

みは、今年度、２年目の活動に入ります。この事業は、高校生が実際に海外に行き、現地調査

などを通して国際経験を積み、グローバルな人材を育てるための研究開発です。 

文部科学省の SGH 事業は始まって３年目になりますが、今年度は全国で新たに 12 校が SGH

に指定されました（大阪府は私立高槻高校 1校）。現在全国で 123校(全国の高校数は 5682

校)が SGHに指定されており、大阪府では、府立では能勢高校（H27指定）、北野高校・三国

丘高校（H26指定）、豊中高校・千里高校・泉北高校（H27指定）の 6校、国立では大教大付

属平野校舎（H26指定）、私立では、関西大学高校・関西創価高校（H26指定）、関西学院千

里国際高等部・清風南海高校（H27指定）高槻高校（H28）の 5校で、合計 12校です。 

今年度ＳＧＨの具体的取組み 

◆ 連携大学及び研究室 

大阪大学外国語学部 モンゴル研究室 今岡良子先生 

大阪教育大学教育学部 生態化学研究室 乾陽子先生 

大阪国際大学、公立鳥取環境大学、モンゴル国立大学、モンゴル科学技術大学 

クアラルンプール大学（マレーシア）、国立マレーシアプトラ大学 

◆ その他の連携 

ＪＩＣＡモンゴル、ＪＩＣＡ東京、ＪＩＣＡ関西、箕面市国際交流協会、ＮＰＯフリー・ザ・

チルドレン・ジャパン、オイスカ関西研修センター、能勢町付加価値創造協議会、アスンタ

高校（マレーシアの姉妹校）など 

２年次生（64期生）の取り組み    

＜海外実態調査 モンゴル セレンゲ県シャーマル郡とウランバートル＞ 

◆課題研究テーマ：モンゴルの文化・歴史・社会（特に「貧困と経済発展」） 

◆指導・助言：大阪大学 モンゴル研究室 今岡良子先生 

モンゴルの文化、歴史、環境、経済を学ぶ。特に、日本政府

の ODA で、JICA がモンゴルでの養蜂で経済基盤の安定化の推

進事業を学び、そこから「貧困対策、経済発展、環境保護」に

ついて課題研究を進めます。また、モンゴルに現地調査を行き

ます。 

(1) スーパーグローバル（ＳＧ）基礎知識講座（全員受講） 

「総合的な学習の時間」で様々なグローバル分野から外部講師

を招き、講演やワークショップを行います。 

(2) SG重点分野講座と英語学習 (「スーパーグローバルスタディー（SGS）」選択生徒 11名) 

① 授業「SGS」水曜日 1,2限 

② 土曜日（1～4限）＋夏季休業中の SG重点分野講座 

・ 「貧困対策、経済発展、環境保護」課題研究 大学の先生や専門家の講義 

・ 外国人講師による英語特別プレゼンテーション力養成講座 

③ モンゴルフィールドワーク 平成 28年 8月 6日（土）～8月 12日（金） 

モンゴル国立大学、モンゴル科学技術大学にて英語プレゼンテーションとワークショップ 

④ 成果発表 中間発表 11/22(火)、研究発表 2/4(土) 

⑤ 外部講師による放課後英語プレゼンテーション講座 

⑥ 大阪国際大学生とともに平安神宮にて外国人観光客を観

光案内 

⑦ 公立鳥取環境大学英語村訪問と大学教授による環境ゼミ

を受講 

⑧  姉妹校アスンタ高校にて英語プレゼンテーション 

◆ SG重点分野講座、基礎知識講座は、いつでも授業見学可能です！ 

① 6 月 20日（月）13：25～15：15 2年 SG基礎知識講座 外部講師 フリーザチルドレン

ジャパン（FTCJ）代表 中島早苗さん「世界の貧困と児童労働」 

② 6月 22日（水）8：50～10：40 2年 SGS重点分野講座外部講師 FTCJ代表 中島早苗さ

ん「世界の児童労働とモンゴル マンホールチルドレン」 

③ 6月 29日（水）13：25～15：15  2年 SG基礎知識講座外部講師 箕面市国際交流協会職

員  河合大輔さん「外国人とともに暮らす社会」 

④ 6 月 30日（木）14：25～15：15  1年 SG基礎知識講座外部講師 オイスカ関西研修セン

ター所長 清水利春さん 「国際 NGOオイスカの果たす役割」 

⑤ 7 月 13 日（水）13：25～15：15   2 年 SG 基礎知識講座外部講師 フランス語通訳者    

加納さん、フランス人コーディネーター カトリーヌさん 「フランスで働いて」 

 

NHK総合テレビ 放送予定 

6月 29日（水）NHK総合テレビ（２チャンネル）の番組 

「おはよう関西（午前 7時 45分～8時 00分）」で、本校の今年度の SGHの取

組が紹介されます。 

放送時間は番組内で 7時 50分から 7時 55分の 5分間です。ご覧下さい！ 

（但し、放送の都合上、放送延期・中止になる場合がありますので、ご了承ください。） 

スーパーグローバルハイスクール （ＳＧＨ） 
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