


２年次からは自由選択科目の授業があって、 自分で

好きな授業をカスタマイズできるよ！

対人支援コースの私は、 保育所や介護施設に

行って、 実地実習をしてるよ！

探究コースでは、 豊中本校とネットワークをつなぎ、

オンラインで授業やプレゼンをしたりしているよ！

▶本校とのオンライン授業

【時間割例（２年次生）】

を能勢で !

【連携型中高一貫校】
▶中学校と高等学校が、教育課程の編成や教員・
　生徒間の交流などの連携を深める取組み

【地域協働推進校グローカル型事業特例校】
▶学校が地域との協働により、地域課題の解決の
　探究を実現する文部科学省の取組み

【ユネスコスクール】
▶「児童生徒の心の中に平和のとりでを築く」こ
　とをめざす取組み

能勢分校の３年生は、なんと平均 5.3 人で授
業を受けるんです！総合学科なので様々な科目
があり、入試などで必要な科目は、1 人でも
開講して授業を受けることも。豊かな自然の中
で、ほぼマンツーマンの授業はもちろん、部活
などといった学校生活のすべてに、細かく丁寧
なサポートがあります。先生と二人三脚で
頑張りたい！という人には是非おすすめです。

探究コース科目：センター数学、古典演習、長文読解演習等　　食農コース科目：くらしと動物、果樹、農産加工と商品開発等
対人コース科目：子ども文化、福祉総合実習、社会福祉基礎等　地域コース科目：地域と観光、映像から学ぶ歴史、Webデザイン等
自由選択科目：ライフスポーツ、グローバルイングリッシュ、実践国語、プログラミング、工芸入門、看護数学等

月 火 水 木 金

1 世界史A 英語Ⅱ

2 英語Ⅱ 体育

3 数学Ⅱ 世界史A 体育

4 科学と人間生活 数学Ⅱ 現代文B

5 現代文B 科学と人間生活

6 LHR 数学Ⅱ

7
プレ課題探究

（自由選択科目)
プレ課題探究

（自由選択科目)

自由選択科目自由選択科目

自由選択科目

コース科目
総合的な

探究の時間
コース科目

コース科目

コース科目



地域の魅力を高め
　発信したい人集まれ！

▶地域活性コース

 　自分の住む地域

の魅力を再確認

できました。

地域を学び、世界に発信を！能勢町・豊能町をモデ
ルに地域の伝統や文化・地域資源など、地域の魅力
をいろんな角度から学び、それを Web などの様々な
手法で発信するところまでを学びます。また実際に
地域での〝フィールドワーク〟も重ね、実践的に学
習していくコースです。

※全コースの進路・就職実績は能勢高校時代のものです

【進路実績】
▶和歌山大学観光学部
▶公立鳥取環境大学
▶関西学院大学
　人間福祉学部社会起業学科
▶京都産業大学経営学部

▶コンピュータ総合
　　　専門学校 HALL

【就職実績】
▶阪急電鉄㈱
▶ダイハツ工業㈱

地域に貢献
 できる仕事がしたい！

保育 ・ 福祉の現場で
　　働きたい人集まれ！

▶対人支援コース

幼児とふれあい、成長を見守るといった活動をはじ
め、様々な福祉の実習があります。たくさんの人と
の関わりから実践的に学び、特別講師からの専門的
な授業もあります。「人と関わり、誰かの為になる仕
事をしたい人」におすすめです。「人」について学ぶ
コースです。

【進路実績】
▶大阪成蹊大学幼児教育学科
▶梅花女子大学心理こども学部
▶森ノ宮医療大学
▶宝塚大学看護学部
▶華頂短期大学幼児保育学科

▶大阪医療福祉専門学校
▶関西福祉専門学校

【就職実績】
▶(福)豊悠福祉会
▶日本郵便㈱

医療関係の仕事を
　めざしています！

農業 ・ 食で
活躍したい人集まれ！

        広い農場でたくさんの

　　動植物に囲まれて、

　楽しく勉強しています。

▶食農流通コース

お米・野菜・果樹などの栽培や、ミツバチ・ニワト
リなどの飼育に興味がある人におすすめです。自分
たちで育てた農産物の販売実習や、ジャム・お菓子
などの加工品開発に取り組む授業もあります。自然
の力と恵みを体感し、農産物について実践的に学ぶ
コースです。

【進路実績】
▶明治大学農学部
▶近畿大学農学部
▶鳥取大学農学部
▶酪農学園大学
▶長浜バイオ大学

▶兵庫県立農業大学校
▶京都府立農業大学校

【就職実績】
▶㈱能勢食肉センター
▶敷島製パン㈱

▶探究コース

大学進学を
めざす人集まれ！

人数が少ないから、

先生に質問しやすいです。

受験勉強がはかどります。

明確な目標を持って学習し、大学進学をめざします。
少人数授業ですですから、「授業のペースについてい
けない！」なんてことはありません。また社会に出
たときに必要な、「生きる力」が身につく、「課題探究」
にも取り組みます。海外の文化・伝統に触れ皆さん
が大人になった時の「住みやすい地球」の姿を探る
コースです。

【進路実績】
▶大阪市立大学
▶兵庫県立大学
▶京都教育大学
▶奈良教育大学
▶高知県立大学

▶島根大学
▶関西大学
▶近畿大学
▶関西学院大学
▶立命館大学

選べる４つのコース選べる４つのコース

子どもと、

いっぱい遊べて、

楽しく学べます。
動物看護師
　　めざします！

京都女子大学
　　めざします！
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Why MALAYSIA?Why MALAYSIA?

MALAYSIA

箕面駅(6：51発 )から電車で登校(約70分 )
（阪急電鉄～能勢電鉄～阪急バス）

マレーシアから能勢分校まで 6 時間

大阪梅田駅 (6:45発 )から電車で登校 (約 90分 )
( 阪急電鉄～能勢電鉄～阪急バス )

能勢町

大阪梅田駅から能勢分校まで 90 分

〒

豊能警察署

豊能田尻簡易郵便局

妙見口駅

亀岡方面

能勢分校農場

一庫ダム

淨るりシアター

大阪府立豊中高等学校能勢分校  〒563-0122 大阪府豊能郡能勢町上田尻５８０番地
ＴＥＬ：０７２－７３７－０６６６　　
ＦＡＸ：０７２－７３７－１０４６　　
ＨＰ：http://nose-br.toyonaka-hs.ed.jp/

能勢分校

山辺口 (7:58 発 ) からバスで登校 ( 約 20 分 )

妙見口駅 (7：55 発 ) からバスで登校 ( 約 20 分 )

川西方面 川西方面

能勢町役場

逢坂峠

知明湖

名月峠

能勢ささゆり学園 文

能勢ささゆり学園から能勢分校まで 40 分

丹波篠山方面



Why MALAYSIA? の答 (3)
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能勢にいながら国際交流もできるんだね

町内からも意外に近いし、 一度きてみたら？

能勢分校はマレーシアに姉妹校があるよ

2 人のキャラクターは誰？お浄 & るりりんって？

お浄 & るりりんは、 " もっと身近に！もっと魅力的に！！ "

をキーワードに、 能勢人形浄瑠璃と能勢町の魅力を発信す

るために誕生した PR キャラクターです。

地元の人形浄瑠璃劇団 「鹿角座 （ろっかくざ）」 と、 地域

の伝統芸能応援団体 「黒衣隊 （くろこたい）」 が全国にキャ

ラクターを公募。 町内小中学校の児童 ・ 生徒や、 能勢人

形浄瑠璃鹿角座公演の来場者等の投票により決定しました。

2014 年 8 月にデビュー。

2015 年 4 月には能勢町公認キャラクターに。

" おおさかのてっぺん " 能勢の PR 活動を行っています。

昨年も修学旅行で

マレーシアの姉妹校と交流してきたよ

お浄 るりりん

Aa

国際交流が盛んで、
ユネスコスクール認定され、
毎年様々な国から留学生が来るよ
インドネシア　 や中国　 、
ハンガリー　 とかね


