
土
PM

入学
試験 2  10

2023

イベントのお申し込みはHPから
（参加お申し込み専用フォーム）

※イベントの内容・時間帯が変更になることがございます。事前にHPをご確
認ください。
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

https://www.assumption.ed.jp/jsh/nyushi/info/

学校公式
インスタグラム

学校公式
ホームページ

学校公式
LINE

一般入試・
帰国生入試

準備の都合上、各種イベントへは事前にHPよりお申し込
みください。

高等学校
入試イベントのご案内 2022

本校男子サッカー部は［強化クラブ］です。
上記体験会で技量を認められることが、
入学後の入部の条件です。

男子サッカー部
体験会

オープンスクール ① 7  23 土
AM

金
AM

オープンスクール ②

オープンスクール ③

8  27 土
PM

8  27 土
PM

9  17 土

学校説明会② 11  12 土
AM

学校説明会① 10  15 土
AM

学校説明・入試説明会

入試対策セミナー
※オープンスクール①②は同内容です。 ※学校説明会①②は同内容です。 ※入試対策セミナーは午前と午後の2部制です。

12  3 土
PM

12  17

9  17 土
PM

スマホは
こちらから

2023年度 学校案内

アサンプション国際
高等学校
ASSUMPTION KOKUSAI SENIOR HIGH SCHOOL

※イベントの内容・時間帯が変更になることがございま
す。事前にHPをご確認ください。 URL

本校については
右記媒体でも

ご紹介しております！

交通アクセス Access Map

石橋阪大前

●北千里駅から約15分（7：45発）
●彩都西駅から約20分（7：35発）

●箕面駅から東へ徒歩約15分

スクールバス

阪急電車

●千里中央駅
　→阪急バス利用（如意谷線・白島線）

モノレール

●千里中央駅
　→阪急バス「ルミナス箕面の森」ゆき（約15分）
　→「如意谷住宅前」下車→徒歩（約2分）
●千里中央駅
　→阪急バス「箕面」ゆき（約15分）
　→「第二中学校口」下車→徒歩（約2分）

北大阪急行（地下鉄御堂筋線）

最寄り駅は阪急線「箕面駅」「北千里駅」、
または 北大阪急行線・大阪モノレール
「千里中央駅」。 北摂エリアはもちろん、
兵庫県や大阪市内、 門真方面からも通学
しやすい立地です。また自転車通学も可
能です。

箕面
萱野

2023年
開業予定

●箕面萱野駅※2023年開業予定
　→徒歩（約15分）
　→阪急バス「箕面」ゆき（約5分）

※記載の時刻は、平日の始業時刻（8:20）前に到着するための目安です。（2022年4月1日の運行表による時刻となります。各交通機関の状況やダイヤ変更により変わる場合がございます）
※各最寄り駅から最短時間での時刻となります。

スクール
バス

スクール
バス

自転車での
通学も可能です！



「自分らしい未来」
を 見つけ、

「挑戦す るキミ」を
応援します！

I N D E X

「自分らしい未来」
を 見つけ、

グローバル化され、様々な価値観が共存する現代において、

「⾃分らしい未来」を⾒つけることは、簡単ではありません。

でもアサンプション国際⾼等学校には、

⽇々の学びに、季節ごとの⾏事に、

先⽣や仲間との何気ない会話の中に、

「⾃分らしい未来」に⾄るための「気づき」があふれています。

⽬標を⾒定めたら、あとは挑戦するだけ。

アサンプション国際⾼等学校は、

「⾃分らしい未来」を⾒つけ、

「挑戦するキミ」を応援する学び舎です。

「挑戦す るキミ」を応援します！
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03…アサンプション国際について

05…3つの教育プログラム

07…外国語教育について

09…豊富な海外研修・留学プログラム

11…個々の進路に合わせた多彩なコース

13…スーペリアコース

14…イングリッシュコース

15…アカデミックコース

16…サイエンスコース

17…アサンプション国際の一人ひとりに合わせた

キャリアサポート

19…一人ひとりの夢の実現のための様々な入試

制度と進路実績

21…卒業後の未来

23…アサンプション国際の1年間

24…アサンプション国際の1日

25…制服紹介

26…Q＆A

27…クラブ活動

29…施設のご紹介

30…アサンプション国際のデータ



Message

カトリック教育を基に豊かな人間性を育み、
世界の平和に貢献する人を育てます。

Welcome to a new school year

夢に向かって⾶び⽴とう

アサンプション国際⾼等学校

アサンプション国際⾼等学校

理事⻑・学院⻑
Sr.Maria Josefina Matias,R.A.

A warm welcome to one and all, to this school year that we envision to be a “better normal” one!

“Better” because we have courageously survived a truly challenging pandemic year and are therefore stronger and more mindful 

of others and of our world.

“Better” because we are more grateful for things that we have taken for granted, such as the gift of LIFE, the presence of one 

another, and the opportunity to grow and learn together.

“Better” because we have overcome negativity and pessimism by being more optimistic and positive.

May we continue in our efforts to become better and better every day, offering our world, HOPE and MEANING.

Assumption Kokusai begins a fully integrated school (Pre School to Senior High School) this year – as our humble 

contribution to building a more peaceful world that is ONE, that is more UNITED and WHOLE.

Thank you for being a significant part of our ONE ASSUMPTION KOKUSAI!

本校の建学の精神「世界の平和に貢献する⼈の育成」を⽬指し、⼀⼈ひとりの個性を⼤切に伸ばしながら、多様
化に対応できる寛容な⼼を育てる教育を⼤切にしております。
私が校⻑として⼤切にしていることは、⽣徒⼀⼈ひとりとの会話です。⽣徒が何を思い、何に悩み考えているのか
を知ることにより、⽣徒を理解することができます。⽣徒に寄り添えてこそ、何を求めているのかに気づくことができ
ます。学校は我々教職員だけでなく、⽣徒たちと「ONENESS」⼀つになれてこそ「⼒強い学校」が築けます。そして、
創⽴者 聖マリ・ウージェニーの教えのように、⾃分らしい世界に⼀つだけの花を咲かせ、ここ箕⾯の地から⾃分の
夢に向かって世界へ⾶び⽴ちましょう。校⻑ 丹澤 直⼰

世界に広がるアサンプションネットワーク

オセアニア

・アメリカ合衆国
・メキシコ
・グアテマラ
・エルサルバドル
・ニカラグア
・キューバ
・エクアドル
・ブラジル
・アルゼンチン
・チリ

・フィリピン
・インド
・タイ
・ベトナム
・日本（聖母被昇天学院）

・ニュージーランド
（ロワー・ハット市：箕面市と姉妹都市提携）

・フランス（アサンプション本部）
・ベルギー
・デンマーク
・英国
・イタリア
・スペイン
・リトアニア

・コートジボワール
・ブルキナファソ
・ニジェール
・トーゴ
・ベナン
・チャド
・カメルーン
・ルワンダ
・タンザニア
・ケニア
・コンゴ

ヨーロッパ

アメリカ

アフリカ

Assumption Family
アサンプション・ファミリー

Philippines

Japan

「聖母被昇天修道会」は、世界30ヵ国以上に姉妹校を広げ、約5万人が学んでいます。この大家族のような安全・安心の

ネットワークのもとで、子どもたちの可能性を広げる教育を実践しています。

United States

France アジア

「誠実・隣人愛・喜び」は、シスターが様 な々
困難を乗り越えながら学院を設立する際
に、生み出した言葉です。
生徒たちが「誠実」に「隣人愛」を持って生
きること、その先に「喜び」を見出すことを期
待し、世界の多様性を受け入れ、寛容な
心で人と接し、感謝の気持ちを自然に表現
する人、周りの人に喜びと希望をもたらす
人に成長することを願っています。

誠実・隣人愛・喜び
アサンプション国際の5つの基本理念

Life

Truth

Freedom

Goodness

Oneness

活き活きとエネルギッシュに生きる人。

いかなる時でも真実を見極め、誠実に
行動する人。

周りに流されず自分で判断し、自分らしく
生きる人。

一人ひとりの善さを大切に、ポジティブ
に思考・発言・行動する人。

誠実・隣人愛・喜びの精神を大切に、多
様性を認め、ともに協働する人。

Life

FreedomGood
ness

Truth
One
ness

教育とは人間各自の中にある
善いものをその閉じこめられて
いるところから解放し、それが、
開花し、輝くことができる光へと
導くことです。

アサンプション国際高等学校では、創立者 聖マリ・ウージェ

ニーの教え「世界の平和に貢献する人の育成」を目指します。

アサンプション国際は、一人ひとりの善さを見出し、その内に

秘めた可能性を信じます。また、「世界の平和に貢献する人

の育成」のため、日々 の関わりの中で寛容・信頼・思いやり・多

様性を尊重し、幅広い知識を身につけ、社会的責任を担える

リーダーとなる学習者を育てます。

1839 フランス・パリで聖マリ・ウージェニーにより聖母被昇天修道院が設立される。
1952 5人のシスターが来日
1953 大阪・箕面市に修道院を開設、幼稚園 開園
1954 学校法人被昇天学園 認可、小学校 開校
1960 中学校 開校
1963 高等学校 開校
1987 法人名を聖母被昇天学院に改称
2003 小学校校舎リニューアル
2006 第1体育館リニューアル
2007 中学校・高等学校校舎リニューアル
2010 第2体育館リニューアル
2015 認定こども園 開園
2017 校名を「アサンプション国際小学校・中学校高等学校」に変更
2018 園名を「こども園 アサンプション国際幼稚園」に変更

（創立者 聖マリ・ウージェニー）

アサンプション国際の歩み

Core Value
アサンプション国際のモットー

https://www.assumption.ed.jp/jsh/introduction/movie/【URL】
スマホはこちらから

学院創立の経緯から教育の理念イメージを交えながら説明して
います。皆さん、ぜひご覧ください！

学院の紹介動画

Assumption Kokusai 4Assumption Kokusai3
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3つの教育プログラムは、
互いに連携して、
学習効果を高めます。

主体的に学ぶ力、
協働する力、

創造する力を養う

PBL
（課題解決型授業）

ICT教育

現在進行形の

世界に対応するための

外国語教育

外国語教員と
日本語教員の連携に

根ざした

3つの教育プログラムは、
互いに連携して、
学習効果を高めます。
アサンプション国際高等学校では、グローバル社会で活躍

するための外国語教育と、主体的に学び、協働する力、創

造する力を養うPBL（課題解決型授業）、そしてデジタル時

代に発信する力、情報を収集する力を身につけるICT教育

の3つの教育プログラムで、これからの社会で活躍できる人

を育てます。

PBLの5つの効果

探究の授業

思考力を
鍛える

知識の
定着を
促す

応用力の
向上

表現力の
多様化

情報
リテラシーが
身につく PBLの

5つの効果

PBL（Project Based Learning）は、生徒が自ら課題を設定し、その問

題について情報を集め、解決する能力を身につける学習方法のことをい

います。本校では教員が教壇に立って板書し、生徒がそれをノートに写

すという講義型の授業だけでなく、積極的にPBL授業を行い、主体的に

学ぶ力を育てます。

高校の探究科の授業では、大学や社会で
学ぶためにスキル（アカデミックスキル）を
身につけることを目的としています。授業は
PBLで行い、調べたり、発表したり、意見交
換したりする中で、日本や世界の課題につ
いての知識も深めていきます。

論理的思考力を高める課題解決型授業

PBLの効果として主に5つがあげられます。

①思考力を鍛える
　正解のない問題について自分の頭で考え・
　整理することで思考力を鍛えます。

②知識の定着を促す
　課題解決のため自ら調査し必要な
　知識を身につけます。

③応用力の向上
　②で得た知識を応用させ、課題解決の
　方法を探ります。

④表現力の多様化
　自分の意見を言葉で表現する機会が多い
　ため、自然と表現力が身につきます。

⑤情報リテラシーが身につく
　調べる機会が多いため、世の中にあふれて
　いる情報の中から正しいものを見極める力が
　養われます。

各教科の授業で、日常的にiPadを
使用し、調査やレポートの作成、プレ
ゼンテーションによる発表などを行っ
ています。また、クイズ形式で知識の
定着度を確認するなど、多くの場面
でICTを活用しています。

iPadを活用した調査、
資料作成、成果発表

従来世界33ヵ国にあるアサンプション
国際の姉妹校とは、交換留学など相
互に交流を続けてきました。コロナ禍
で交換留学ができない現在、オンラ
インでフランスの姉妹校と交流を行
いました。

海外姉妹校との、
オンラインでの交流

2020年4月の臨時休校の際には、
いち早くYouTubeを活用したオンラ
イン授業を行いました。教員が手作
りで毎日40～50本、2ヵ月で1200本
以上の授業動画を作成し、毎日配信
しました。

学びを止めない
オンライン授業

アサンプション国際では、変化の早い現代社会で必要とさ

れるICTを活用したカリキュラムを積極的に取り入れていま

す。高校ではプログラミングの授業を取り入れています。ま

た、タブレット端末を使用し、ICTを活用して個 の々学習の理

解を深めます。辞書代わり・資料集代わり・ノート代わりとし

て、授業の中で自在に使いこなせるように指導していきます。

現代社会で必要とされる
ICT活用能力を伸ばす

外国語（ネイティブ）教員が
身近にいる学習環境
アサンプション国際は、経験豊富な外国語（ネイティブ）教員が身近に

いるので、自然に海外との結びつきを意識できる環境にあります。日々

の授業では、今後重視される主体的に学ぶ力、協働する力、創造する

力を養うためのPBL（課題解決型授業）を積極的に導入。さらに、世

界各国のアサンプションネットワークを活かし、在学中に海外で積極的

に学ぶことができます。
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本校は西日本でフランス語を学ぶ高校生のための、西日本フ

ランス語暗唱コンクールを主催しています。フランス語の現

代文学作品や演説の世界観を暗唱で表現するコンクールで

す。本校からも毎年高校生が出場し、2021年度も入賞してい

ます。

アサンプション国際のフランス語教育をご紹介！

Learn life - long skills with us
at Assumption Kokusai!

アサンプション国際の外国語（ネイティブ）教員と

一緒に、「一生モノの英語力」を身につけよう！

西日本フランス語暗唱コンクール 

イングリッシュコース、アカデミックコースでは3年間フランス

語を学ぶことができます。英語の資格を持つ高校生は今や当

たり前。オリンピックの公用語であり、国際機関などでも使用

されているフランス語の資格も取得し、トリリンガルを目指し

ましょう。

フランスの資格取得に向けた講習もあります。

イングリッシュコース、アカデミックコースでは
フランス語の授業があります外国語を学ぶことは、

文化を学ぶこと

TOPICS

本校のイングリッシュコースでは「英語」「数学」「理科」「探

究」の授業を英語で行う英語イマージョン教育を取り入れ

ており、より高度な英語学習を行っています。海外大学進

学にも対応できる実践的な英語力とコミュニケーション力

を育みます。

「イマージョン」とは「水などにどっぷり浸かる」という意味で、周りに英語しかない環境で、英語にどっぷり

浸かりながら英語力を身につけていく教育方法のことを「英語イマージョン教育」といいます。

イングリッシュコースは、
英語・数学・理科・探究も英語で学びます

大学入試で比率の高くなってきたリスニングに対応するた

め、スーペリアコースの「英語」の授業では英語イマージョン

教育を導入し、英語でのインプット、アウトプットを通して、

リスニング力を鍛えます。少人数でハイレベルな英語学習

を実施します。

スーペリアコースも
英語イマージョン授業で英語力を鍛えます

英語コミュニケーションの授業では英語ネイティブ教員によ

る授業があります。また、英会話の授業を選択することもで

きます。英語4技能（読む・書く・聞く・話す）を、生徒一人ひ

とりの能力を見ながら、しっかり伸ばしていきます。

アカデミックコースでも、
ネイティブ教員の授業があります

外国語学習の目的は、相手の声に耳を

傾け、その言葉の背景を理解し、その

ことをふまえて自分の思いを適切に伝

えられるようになることです。アサンプ

ション国際が目指す外国語学習は、

色々な人との会話を楽しみ、会話を通

してその人が持っている性格や文化、

生活背景までもがわかるようなコミュ

ニケーションツールとして、使える英語

を身につけることにあります。

イマージョン教育とは

外国語を学ぶことは、
文化を学ぶこと
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豊富な海外研修・留学プログラム
世界を見て感じて、グローバルな人になろう！

Student’s Voice

「聖母被昇天修道会」は、世界33ヵ国に姉妹校を広げ、約5万人が学んでいます。この大家族のような安全・安心のネットワークのもとで、

毎年、海外研修を実施しています。これからの未来社会で必須のツールとなる英語、そしてフランス語を学びます。感受性豊かな十代に

世界を感じ、知る経験を通して、グローバルな発想を持った人を育てます。

フランス姉妹校留学（希望者）

ボルドーにある姉妹校の生徒宅にホームス

テイします。また、パリ市内の本部修道院訪

問や創立者の足跡を辿り、文化・歴史につい

て学びます。

国内外で国際交流を体験する機会を作ったり、留学希望者のカウンセリングなどを

行っています。語学研修や留学、様々なコンクールなど海外への入口となる情報を

たくさん発信。西日本のフランス語のコンテストの運営も行っています。

国際交流センター

フィリピン姉妹校留学（希望者）

姉妹校の生徒宅にホームステイしながら、

国際情勢や文化、教育の現状をフィールド

ワークを通して学びます。

ターム留学（希望者）

イングリッシュコースの高校1年生また

は2年生の3学期に、カナダで実施する

1学期間の留学です。

コリブリ交換留学（希望者）

フランスやニューカレドニアの高校生と本校

の生徒が互いの国でホームステイ先となり、

留学体験をし、文化交流を図ります。

フィリピン研修で聖母被昇天修道会の姉妹校を4校ほど
訪問し、多くの生徒と触れ合いました。どの学校の生徒
も温かく迎えてくれ、いい思い出になりました。ホストファ
ミリーも優しく私たち研修生を迎え入れてくれました。

現地の人々が
温かく迎え入れてくれました。

フィリピン

イングリッシュコース
（豪州 Hillcrest Christian College 出身）

 大村 健太さん関西学院大学2年生

その他の留学制度

長期留学（個人）
カナダやアメリカ、ニュージーランドなど、1年間海外の学校に留学します。留学先で

の単位を本校の単位として認定しますので、3年間で高校の卒業資格が得られます。

03

私はパリに3週間、ボルドーに2週間ホームステイをしま
した。フランスの多様な文化を直に感じることができ、学
校で教わったフランス語が通じた時は嬉しかったです。
フランス語は英語と並んで国連の公用語です。私はこの
経験をもとに、将来は国際機関で働きたいです。

国際機関で活かせる
フランス語を学びに留学へ。

02

僕は外国の人と話すことに憧れ、カナダに留学しました。
最初は新しい環境に慣れず、日本に帰りたいと思うことも
ありました。ですが、ホストファミリーの方や学校の先生
は英語が理解できない僕にゆっくりと話してくださり、と
ても親切でした。今は留学ができて満足しています。

親切な人々のおかげで
満足のいく留学になりました。

04

私は中学3年間で学んできた力を試してみたいと思い中
学3年次にNZでターム留学をしました。日頃の授業のお
かげで現地の授業にも抵抗なく入っていけました。友達
もでき、今でも連絡をとり合っています。留学を経験した
ことで自信がつきました。高校でも海外にチャレンジして
いきたいと思います。

学んだ英語力で海外にチャレンジ！

フランス ニュージーランド

カナダ

イングリッシュコース
（豊能町立吉川中学校 出身）

 平田 伶さん京都外国語大学1年生

イングリッシュコース
（吹田市立第一中学校 出身）

元木 玲那さん慶応義塾大学2年生
イングリッシュコース
（アサンプション国際中学校 出身）

南谷 萌依さん高校3年生

種別 学年 研修名 全コース イングリッシュ
コースのみ 場所 期間 費用（概算）

1 年
エンカレッジプログラム 〇 学内（校外） 4日間 70,000

カナダターム留学 △ Canada 90日間 900,000

2 年
エンカレッジプログラム 〇 学校（通学） 3日間 30,000

カナダターム留学 △ Canada 90日間 900,000

1 年～ 2年
フィリピン研修 △ Philippines 14日間 140,000

フランス研修 △ France 14日間 300,000

1 年～ 2年

コリブリ交換留学
（フランス本土） △ France 21日間 220,000

コリブリ交換留学
（ニューカレドニア） △ New Caledonia 21日間 130,000

（　　　　 ）国内・海外研修概要一覧 〇＝全員参加　△＝希望者のみ参加
年度によって場所・
期間・費用は変わります

学
校
が

主
催
し
て
い
る
も
の

学
校
が
窓
口

と
な
り
、募
集

し
て
い
る
留
学
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目指す大学
・難関私立大学の文系・教育系学部や看護系学部

こんな方にオススメ！

主体性を身につけたい

自ら課題解決できるようになりたい

文武両道を実践しながら大学進学を目指したい

基礎学力の定着とともに
能動的学習力で未来を拓く

アカデミック
（総合進学）コース

個々の進路に合わせた
多彩なコース
高等学校での3年間は一人ひとりの
進路に合わせたコースでより深い学びを。
アサンプション国際では、より一人ひとりの進路に合わせた最適な教育環境を提供するため、

高等学校からは4コースを設置。自分の夢の実現に向けて最適なコースを選ぶことができます。

目指す大学
・国公立大学文系、理系学部

こんな方にオススメ！

英語だけでなく他の教科の学力も強化したい

論理的思考力を身につけたい

国公立大学を目指したい

ハイレベルな学習で
英語力を生かして国公立大を目指す

スーペリア
（国公立進学）コース

国公立大学（理系・文系）進学に必要な英語・国語・数学を
重点的に、より深くハイレベルな学習に取り組みます。

理系進学に必要な数学、理科を少人数で開講し、大学受験
に対応する力を伸ばします。

目指す大学
・医歯薬系私立大学

・難関私立大学の理工農学系学部

こんな方にオススメ！

医歯薬系の学部に進学したい

理工・農学系の学部に進学したい

理科や数学が好き

理系学力を磨き未来を拓く

サイエンス
（理数進学）コース

目指す大学
・海外の大学
・難関私立大学の国際関係学部や外国語学部

こんな方にオススメ！

英語が好き

海外留学がしたい

海外大学を目指したい

英語イマージョン授業で
実践的な英語力を育む

イングリッシュ
（英語進学）コース

ネイティブ教員による英語イマージョン授業で、学校の中でよ
り多くの時間、英語を話すこと、聞くことを目標としています。

PBL（課題解決型）授業で、知識偏重の学力ではなく、主体
的・能動的に考える力を伸ばします。

スーペリア
コース

本校では、高校2年生進級時にサイエンスコースなどへの転コースが可能です。入学後に培っ
た力と自らの適性と目標を考え、コースや科目を選択します。

※こちらのコース選択は一例です。

※スーペリアコースからの転コースは3年生進級時のみ、アカデミックコース、サイエンスコースにコース変更が可能。
※スーペリアコースへのコース変更については審査基準を合格した者のみ。

高校1年生

〈3年間のコースの流れ〉

高校2年生 高校3年生
2年生
進級時

3年生
進級時 卒業時

イングリッシュ
コース

アカデミック
コース

イングリッシュコース

アカデミックコース

スーペリアコース〈文系〉

スーペリアコース〈理系〉

スーペリアコース〈文系〉

スーペリアコース〈理系〉

サイエンスコース

希
望
進
路
の
実
現
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

高 1 英語
コミュニケーションⅠ

論理・表現
Ⅰ

数学Ⅰ 数学 A 化学基礎 生物基礎 探究 現代の国語 言語文化 歴史総合 公共 フランス語 保健体育 音楽 LHR

高 2 英語
コミュニケーションⅡ

論理・表現
Ⅱ

Math Studies
科学と
人間生活

探究
論理国語・文学国語

古典探究
地理総合

世界史探究
日本史探究

フランス語 保健体育 音楽 家庭 情報Ⅰ LHR
政治経済※
地理探究※

高 3 英語
コミュニケーションⅢ

論理・
表現Ⅲ

Global
Studies

IS

探究
論理国語・文学国語

古典探究
世界史探究
日本史探究

フランス語 保健体育 生活文化 LHR 演習※

歴史演習

国公立大学（理系・文系）進学に必要な英語・国語・数学を

重点的に、より深くハイレベルな学習に取り組みます。

ハイレベルな学習で、
英語力を生かして国公立大を目指す

Superior Course

スーペリア
（国公立進学）コース

ネイティブ教員による英語イマージョン授業で、学校の中でよ

り多くの時間、英語を話すこと、聞くことを目標としています。

英語イマージョン授業で実践的な英語力を育む

English Course

イングリッシュ
（英語進学）コース

英語力で
、

未来を変
える。英語力で
、

未来を変
える。英語力で
、

未来を変
える。英語力で
、

未来を変
える。

国公立大学を
目指す。
国公立大学を
目指す。
国公立大学を
目指す。
国公立大学を
目指す。

金谷 桜花さん
高校3年イングリッシュコース
（茨木市立西中学校 出身）

イングリッシュコースでは、数学や理科の授業も英語で行うため、
最初はわからないこと、できないことの連続で大変でしたが、先生
方やクラスメイトの助けもあり、乗り切ることができました。英語
を頑張りたいという気持ちが大事です！また、私はスピー
キングが苦手でしたが、授業中や休み時間もネイティブ
の先生と何度も会話を重ねるうちに、どんどん話すこ
とが楽しくなり、英語がさらに好きになりました！

大切なのは、頑張りたいという気持ち！

平谷 祥太さん
高校3年イングリッシュコース
（吹田市立西山田中学校 出身）

イングリッシュコースではネイティブの先生から教わる授業が多
く、1年生の始めの頃はオールイングリッシュでの授業を理解する
ことがとても大変で不安もありました。しかし今ではスムーズに話
を理解して、クラスメイトと英語で話し合えるなど、自分の
英語力が伸びているのを感じています。さらに班ごとに内
容を考え、発表する機会が多く、プレゼンテーション力
の向上や相手に伝える力もつきました。

着実に英語力が向上しているのを実感できています！

大学受験までに必要な学習時間を確保し、国公立
大学現役合格を目指します。1年次より少人数授業で英語と国語、
数学を重点的に強化します。英語は英語イマージョン教育を導入
し、高いレベルの英語力を養成します。2年次より生徒一人ひとりの
進路希望に合わせた選択授業を実施し、こまやかに学習指導を進
めていきます。

少人数授業で
英語・国語・数学を重点的に鍛える

コースの

特徴
担任は英語科の教員、副担任は英語ネイティブ教

員で、朝礼や掃除など教員からの連絡や会話は英語で行われます。
数学・理科のイマージョン授業は、日本の教科書の内容を英語で
行っています。エンカレッジプログラムやサイエンスフェア、TOEFL 
Juniorの受検などコース独自の行事もあり、英語力のさらなる向上
を目指します。

英語・数学・理科・探究の授業は
英語で取り組む

コースの

特徴

※カリキュラムは適宜変更される可能性があります。

英語・国語・数学の授業について

英語 国語 数学

英語イマージョン授業で、実践的な英語力、英
語で表現する力、英語で英語を理解する力を磨
きます。また、効率よく精選されたカリキュラム
により、こまめに定着度を確認しながら基本文
法、英単語・英熟語を習得させ、英文読解、速
読スキルを鍛えます。本校で培った英語力を強
みに、世界で活躍するリーダーへと成長するこ
とを期待します。

現代文では、「論理的に読む、解く、表現する」
トレーニングに取り組みます。現代文の評論で
は、科学や歴史、文化など、様々なテーマが扱
われますので、それらを論理的に読み解く経験
を積むことは他教科の学びを深めることにつな
がります。また、古典では、基礎的な知識をしっ
かり身につけたうえで問題演習も積極的に行
い、実戦的なスキルを育てていきます。

個々の学力レベルを高めるため、実感を伴って
理解すること、学習の広がりや深まりなどの進
歩を感じることができるよう生徒一人ひとりに合
わせた柔軟な指導に努めています。基礎問題を
確実に正答できるレベルから、大学入試突破に
向け、ハイレベルな問題にも対応できる力を育
成します。また、数学的な思考力・表現力を磨
き、合理的、論理的に考える力も養成します。

※ 内は英語イマージョン授業を実施している科目です。 ※31～34コマの「政治経済・地理探究」「演習」は選択者のみです。 ※カリキュラムは適宜変更される
可能性があります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

高 1 英語
コミュニケーションⅠ

論理・
表現Ⅰ

数学Ⅰ 数学 A
数学
演習

現代の
国語

言語文化 国語演習 歴史総合 公共
化学
基礎

生物
基礎

保健体育 音楽 探究 LHR

高 2
文系 英語

コミュニケーション
Ⅱ

論理・
表現Ⅱ

数学Ⅱ 数学 B
数学
演習

論理国語・文学国語
古典探究

国語
演習

地理総合

日史 /
世史

政治経済
地理探究

地学基礎 保健体育 音楽 家庭 情報Ⅰ 探究 LHR

理系 政治経済
地理探究

生物 /物理 化学
地学基礎

保健体育 音楽 家庭 情報Ⅰ 探究 LHR
物理基礎

高 3
文系 英語

コミュニケーション
Ⅲ

論理・
表現Ⅲ

英語演習
国語演習

数学C 数学演習 論理国語・文学国語 古典演習

日本史探究 /世界史探究 歴史演習
理科基礎
演習 政経演習

地理演習
情報
演習

保健体育 探究 LHR
数学演習

理系 数学Ⅲ 生物 /物理 化学
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アカデミックコースは、アットホームな雰囲気で毎日とても楽しいで
す。英語の授業ではiPadを使って調べ物をすることもあります。フ
ランス語は、最初できるか不安でしたが、先生も優しく教えてくださ

るので、安心して授業に取り組むことができました。放課後
は中学1年生～高校3年生までが所属するダンス部の練習
で自分の好きなダンスを踊ったりと良い思い出であふれ
ており、高校生活がとても充実していると感じます。

Academic Course

アカデミック
（総合進学）コース

理系進学に必要な数学、理科を少人数で開講し、大学受

験に対応する力を伸ばします。

理系学力を磨き未来を拓く

Science Course

サイエンス
（理数進学）コース

中川 沙恵さん

理数系分
野で、

世界を変
える。理数系分
野で、

世界を変
える。理数系分
野で、

世界を変
える。理数系分
野で、

世界を変
える。

思考力で、
次代を拓く。
思考力で、
次代を拓く。
思考力で、
次代を拓く。
思考力で、
次代を拓く。

高校3年アカデミックコース
（箕面市立第六中学校 出身）

ここだからできる経験で、毎日充実しています！
僕は実践的な英語教育と幅広い進路に対応していることに魅力を
感じ、入学を決めました。アカデミックコースでも英語の授業は、基
本的に英語で行われているので、書く力だけでなく、聞く力、話す

力も身についていることが実感でき、英語力を確実につけ
ることができます。また言語系以外にも、数学や生物な
ど理系分野の科目も選択できます。僕も、受験用に数
学をとっていて、その制度にとても感謝しています。

國廣大嗣さん
高校2年アカデミックコース
（吹田市立佐井寺中学校 出身） 木村 佳歩さん

高校2年サイエンスコース
（池田市立渋谷中学校 出身）

アカデミックコースでも英語力が身につきます！

辻本 浩佑さん
高校3年サイエンスコース
（豪州Klondike中学校 出身）

入学当初から、1年間はイングリッシュコースで英語をしっかり学
ぼうと考えていました。周りに英語がよくわかる人が集まってい
ることと、先生方のサポートが手厚く、英語のスキルは向上した
と思います。元々理系が好きなことと、日本語で基礎
的なことを学びたいこともあり、2年生はサイエンス
コースに移りました。将来は英語を活かした仕事に
就きたいです。

英語力と理系の力で将来に！

授業紹介

私は入学当初から理系の道に進みたいと思い、このコースを選
択しました。サイエンスコースの授業は、1年次とはガラッと変わ
り理系科目が多くなりますが、同じ理系の道に進む仲間と共に
切磋琢磨しながら勉強に励んでいます。サイエンスコー
スは2年生から選択のため、入学時に理系科目が苦手
でも、少人数制で先生方が寄り添って教えてくださる
ので、自信を持って将来のことを考えられます！

少人数制で手厚いサポートを受けながら理系の道へ。

英語の授業は週6時間以上あり、ネイティブ教
員による英語の授業もあります。読む、書くだ
けでなく、聞く、話すことで4技能を伸ばします。

3年次には自分の進路に合わせて、入試に向けた演習科目やフ
ランス語や芸術などの授業を選択することができます。個々に応
じた私立大学合格を目指し、総合型選抜や学校推薦型選抜、
一般選抜といった、多様化する大学入試に対応する力を育成し
ます。

多様な進路に対応できる学力を育むコースの

特徴
サイエンスコースは、1年次に培った力と自らの適
性から目標を考え、2年次から選択できるコース
です。医歯薬系、理工農学系学部進学を目指し、

数学・理科を重点的に学びます。数学や理科の学びには「なぜだ
ろう」があふれています。理科や数学の授業では、こういった課題
を発見する力を大切にし、仮説を立てて検証するプロセスも学び
ます。

少人数で基礎学力・理系学力を磨くコースの

特徴

※32～33コマの「演習」は選択者のみです。 ※カリキュラムは適宜変更される可能性があります。※31～34コマの「政治経済・地理探究」「演習」は選択者のみです。 ※カリキュラムは適宜変更される可能性があります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

高 1 英語
コミュニケーションⅠ

論理・表現
Ⅰ

数学Ⅰ 数学 A 現代の国語 言語文化 歴史総合 公共 化学基礎 生物基礎 フランス語 保健体育 音楽 探究 LHR

高 2 英語
コミュニケーションⅡ

論理・表現
Ⅱ

数学Ⅱ
論理国語・文学国語

古典探究
地理総合

日史 /世史

地学基礎

フランス語

保健体育 音楽 家庭 情報Ⅰ 探究 LHR
政治経済※
地理探究※

生物 芸術

高 3 英語
コミュニケーションⅢ

論理・
表現Ⅲ

英語演習
論理国語・文学国語

古典探究

日本史探究 /世界史探究 歴史演習 数ⅠA演習 英会話

保健体育 芸術 探究 LHR 演習※

生物 情報 生活文化 フランス語

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

高 1 入学時（1年次）選択したコースのカリキュラム

高 2 英語
コミュニケーションⅡ

論理・表現
Ⅱ

数学Ⅱ 数学 B
数学
演習

論理国語・文学国語
古典探究

地理総合 化学

生物 地学基礎

保健体育 音楽 家庭 情報Ⅰ 探究 LHR

物理 物理基礎

高 3 英語
コミュニケーションⅢ

論理・
表現Ⅲ

英語演習 数学演習

数学C 数学演習 論理国語・文学国語 化学

生物

保健体育 探究 LHR 演習※

数学Ⅲ 物理

PBL（課題解決型）授業で、知識偏重の学力ではなく、主体

的・能動的に考える力を伸ばします。

基礎学力の定着とともに、能動的学習力で未来を拓く



日本フランス語教育学会による「フランコフォニー」と
呼ばれるフランス語を介した結びつきを紹介する催し
に、4名の生徒が参加。東京大学や慶應義塾大学の
学生たちに混ざって、堂々たるプレゼンをしました。

外国語の検定試験だけでなく、様々な資格取
得や検定試験の受検に積極的に取り組んでい
ます。

社会人も参加する「第13回日仏会館フランス語コン
クール」。東京で行われる、全国で15人しか選ばれな
い決勝大会に、本校の生徒が見事に出場を果たすこ
とができました。

その他の検定・資格・コンクール実績
各教科で取り組んでいる検定・資格 各教科で取り組んでいるコンクール

第13回 フランコフォニーを発見しよう

第13回 日仏会館フランス語コンクール

日本漢字能力検定

硬筆書写技能検定

毛筆書写技能検定

ニュース時事能力検定

実用数学技能検定

1年生 3年生
1級 0％ 5％

準 1級 10％ 5％

2級 30％ 62％

準 2級 38％ 19％

協定校である関西学院大学を

訪問し、大学での学びを体験

します。高校課程を超えた大

学の学び、キャンパスツアーや

身近な存在の卒業生の講演

を通して、自分の進路を考える

貴重な機会となっています。

高大連携（関学訪問）

アサンプション国際の一人ひと　　りに合わせたキャリアサポート

毎日放課後～20時まで自習室を設置しています。自習室は私語厳禁の集中ルーム

と、大学生メンターが常駐し、質問対応してもらえるメンタールームがあります。友達

と教え合うことのできる自習室です。それぞれの用途に合わせて生徒たちは上手に

利用・活用しています。

自習室

TOEFL Junior
イングリッシュコースの生徒は、中学3年次以上では「TOEFL Junior」を
全員受検しています。また、高スコア取得者は「TOEFL ITP」を受検し
ています。

この賞は日本のフランス
語教育における名誉ある
賞です。本学は、今後も
フランス語を含む外国語
教育を重視し、グローバ
ルな視点を持った人材を
輩出してゆく努力を続け
ていきます。

実用英語検定試験取得率（イングリッシュコースの実績）
2022年度 高等学校（4月）

実用フランス語技能検定試験
文部科学大臣賞団体賞 受賞

高校3年生の7・8時間目に、入

試問題演習を中心とした授業

を少人数で実施しています。

長期休暇中には、希望者対象

の講習も実施します。

演習・講習の実施

各学期に1回、大学や職業・

進路のことについて学ぶ機会

を設けています。社会で活躍

する先輩に来てもらったり、自

分たちで調べたりして関心を

高めていきます。

進路ホームルーム

4月、7月、12月に二者・三者面談を実施し、一人ひとりの進路のニー
ズを確認、模擬試験の結果などから進路実現に向けてアドバイス
をします。高校3年生は面接練習や志望理由書の添削などのサ
ポートも行い、多様化する大学入試にもしっかり対応します。

個別面談・サポート

隔週水曜日の放課後、希望者を対象に受験級別の英検講習を実
施しています。英検受験対策専門の講師の指導により、より上級の
合格を目指します。

英検講習

年に数回、本校に大学関係者

をお招きし、大学や学部につい

て学ぶガイダンスを実施し、将

来の進路について早くから意

識させます。高校3年生では受

験種別でもガイダンスを実施

し、入試の知識を提供します。

大学ガイダンス

アサンプション国際で未来を切り拓く
「Each of us has a mission on the earth -

私たち一人ひとりが地上における使命を持っています。」 　創立者 聖マリ・ウージェニー

全ての人は固有の使命を持ってこの世に生を受けています。アサンプション国際では、生

徒が自らの使命を考え、見つけることに主眼を置き、キャリア教育を行っています。進路

指導は、ただ生徒と保護者の方々に進学先のデータを提示するだけではありません。生

徒の「進みたい道」を明確化した上で、実現可能な進学先を生徒一人ひとりが見出してい

けるよう、サポートしています。

入学時 3年生

1級 0％ 5％

準 1級 0％ 5％

2級 14％ 62％

準 2級 29％ 19％

3級 33％ 5％

英検2級以上の取得
者の割合は、イングリッ
シュコース入学時点で
の14％から、3年生に
なると72％へ大幅に
アップ。イマージョン教
育の取り組みの成果
が表れています。

高校3年間の実用英語検定取得率の推移
（2022年度 実績）

2018年 2019年 2020年 2021年
A1（仏検2級レベル） 11 17 23 21

A2（仏検準2級レベル） 7 10 11 10

B1（仏検3級レベル） 1 1 1 0

2019年
4月

2019年
10月

2020年
9月

2022年
1月

CEFR C1（英検1級） 1

CEFR B2（英検準1級） 3 4 5 5

CEFR B1（英検2級） 7 16 22 27

DELF・DALFとは、フランス国民教育省が認定した唯一の公式フラン
ス語資格（ディプロム）で、一度取得すれば無期限有効です。自分のフ
ランス語の能力や知識を証明書として形にすることができます。

DELF・DALF（高校生）

全世界で英語を学習している中高生の上位7%に入っていることの証
明になっています。アサンプション国際では、4年連続延べ16名の生
徒がGoldランクを獲得し、表彰されています。

TOEFLスコア（CEFR換算）別人数

DELF・DALF階級別人数

2019年度から4年連続延べ16名の
生徒がGoldランクを獲得！

TOEFL Junior 
Goldランク表彰

在日フランス大使館との協定により

大阪府内で唯一団体受検が可能！
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海外大学進学協定校推薦入試制度

2021年度は、約37％の生徒が指定校推薦入

試制度を使って大学に進学をしています。

多くの生徒が在学中に必要な知識と技能を身

につけ、希望する進路に進んでいます。

2021年度生徒の進学実績
（卒業生114名中現役進学者）

関西学院大学と本校との協定校推薦入学制度を利用して関

西学院大学に推薦入学できます。

アメリカ・カナダ・オーストラリアに

計5校ほど、本校独自の協定校があ

り、こちらの入試制度も利用して海

外大学へ進学することも可能です。

本校が提携している外部団体が煩雑な出願・入学手続きをサポートし、

以下の3つの「進学」から選択して申請することができます。

①返済不要の奨学金の給付が保証されている北米の大学進学

②世界トップクラスの大学編入も可能なアメリカのコミュニティカレッジ進学

③世界ランキングトップ500をはじめとする大学への進学を可能にする
　パスウエイ＆ファンデーションコース経由での大学進学

関西学院大学には
協定校推薦入学制度で！

1名

3名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

2名

1名

3名

4名

3名

1名

※大学による成績・資格の基準あり
推薦受け入れ枠は
全14学部にわたり 25名※計

過去5年の主な大学進学先（数字は人数。（）は過年度生）

一人ひとりの夢の実現のための　　様々な入試制度と進路実績
協定校推薦入学制度で
関西学院大学へ
本校は関西学院大学と協定校推薦入学制度を結び全学部計25名

の推薦枠があります。その他有名私立大学にも多くの指定校推薦

枠があり、さらに「海外大学進学協定校推薦入試制度」により、海

外の提携大学に進学する道も選べます。

※大学の指定する基準あり
神学部

文学部

社会学部

法学部

経済学部

商学部

人間福祉学部

国際学部

教育学部

総合政策学部

理学部

工学部

生命環境学部

建築学部

豊富な指定校推薦制度・
特別入試を利用できます！
関西学院大学の他に、上智大学など有名私立
大学や全国の大学に約450名の推薦枠を保有
しています。
※他も含め大学は約80校、短大は約25校の指定校推薦枠が
あります。（ただし、指定校推薦は毎年見直しがありますの
で、今後変更の可能性があります。）

①カトリック校特別入試

②主な学校推薦型（指定校推薦）

上智大学 若干名 南山大学 若干名

オーストラリア

・Australian Catholic University（AUC）

アメリカ

・Northwest College
本校独自の海外大学協定校

さらに！海外大学進学のサポート制度として…

カナダ

・Algoma University
・Vancouver Island University

近畿大学
龍谷大学
摂南大学
京都女子大学

甲南大学
神戸女学院大学
桃山学院大学
京都外国語大学

関西大学
追手門学院大学
甲南女子大学
聖心女子大学

6 名
7 名
3 名
1 名

1 名
1 名
1 名
1 名

1 名
1 名
3 名
9 名

4年制大学進学時の試験種別の割合

学校推薦型
（指定校）

37%
学校推薦型
（公募）

22%

一般選抜

11%

総合型選抜

30%

合　格　校 2017 2018 2019 2020 2021
国公立大学神戸大学 0（1）

大阪教育大学 1
東京藝術大学 1
佐賀大学 1
叡啓大学 1
島根大学 2
琉球大学 1
鳥取大学 1
神戸市外国語大学 1
京都市立芸術大学 0（1）
京都工芸繊維大学 0（1）

私立大学 上智大学 3 2 3 1 2
慶應義塾大学 1 1
明治大学 1 1
中央大学 1 1
南山大学 1 2
聖心女子大学 1
中部大学 1
上武大学 2
新潟産業大学 1 2
静岡産業大学 1 1
国士舘大学 1
岐阜協立大学 1
桐生大学 1
東京理科大学 0（1）
千葉工業大学 0（1）
清泉女子大学 1
日本大学 1
多摩大学 1
杏林大学 1
国際基督教大学 1
津田塾大学 1
帝京大学 1
酪農学園大学 1 1
城西国際大学 1
東京国際工科専門職大学 1
白百合女子大学 1
関西学院大学 4 3 6 13 12
関西大学 5（1） 3（2） 3 5 5
立命館大学 0（1） 0（1） 1 1
同志社大学 2（1） 2 1
近畿大学 3 7 5 5
甲南大学 1 1 1 1（2） 1
龍谷大学 0（1） 0（1） 1 1（1） 1
京都産業大学 3 0（1） 1
関西外国語大学 1 2 3 1
京都外国語大学 1 9 4 6
追手門学院大学 5 3 5
桃山学院大学 5（1） 1
摂南大学 3 2 3
神戸学院大学 0（3） 2 1
千里金蘭大学 1 1 2
大阪産業大学 2 1 1（2） 1
関西国際大学 1 5 1
大阪電気通信大学 1 1
大阪青山大学 1 2 1
大阪学院大学 2 1（1）
大和大学 2 1
大手前大学 1

合　格　校 2017 2018 2019 2020 2021
神戸国際大学 1
太成学院大学 1
大阪成蹊大学 2 1
大阪工業大学 2
大阪経済法科大学 2 1
大阪人間科学大学 1
関西福祉科学大学 1 1
流通科学大学 1
大谷大学 1
明治国際医療大学 1
京都学園大学 1
大阪信愛学院大学 1 1
大阪商業大学 1
びわこ成蹊スポーツ大学 1
神戸女学院大学 6 2 2 4 5
同志社女子大学 3 2 1
甲南女子大学 5 3 2 3 5
神戸松蔭女子学院大学 5 2 1 3
大阪樟蔭女子大学 2 3 1
平安女学院大学 2 1
武庫川女子大学 1 0（1） 1
梅花女子大学 3 9（2）
京都女子大学 1 3
園田学園女子大学 1 1
大阪女学院大学 1 1
京都光華女子大学 1
神戸女子大学 1
京都ノートルダム女子大学 1 3 1 1
京都芸術大学
（京都造形芸術大学） 2（1） 1 2 2

京都美術工芸大学 1 1 1
京都精華大学 2
大阪音楽大学 1 1 1
大阪芸術大学 3 0（1）

0（1）
1

川崎医科大学（医学部）
京都薬科大学（薬学部） 1
神戸薬科大学（薬学部） 1
兵庫医療大学（薬学部） 1
大阪大谷大学（薬学部） 1
大阪医科薬科大学（薬学部） 1
大阪医科薬科大学（看護学部） 0（1）
千里金蘭大学（看護学部） 1（1） 0（1）
松本歯科大学 1
朝日大学（歯学部） 1
宝塚医療大学（保健医療学部） 2
藍野大学（医療保健学部） 1

短期大学
大阪歯科大学（医療保健学部） 1 1
大阪国際大学短期大学部 1
龍谷大学短期大学部 1
武庫川女子大学短期大学部 1 0（1）
関西外国語大学短期大学部 1 1
大阪成蹊短期大学 1
嵯峨美術短期大学 1
大阪学院短期大学 1

海外大学
大阪青山短期大学 1
テンプル大学 1

1

オリンピック大学 1

カトリカ・サン・アントニオ・
デ・ムルシア大学
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I have acquired a lot of things from this school. 
I took the English course for three years, so I 
took c l asses in  Eng l ish and d id a  lot  of  
presentations and discussions in Engl ish. 
Thanks to this I could improve my English skills 
as much as I want, and I could also develop the 
ability to deliver my opinion to others properly. 
This ability helped me immensely during my 

university entrance exams. In addition, 
the generous support from my teachers 
was very helpful. I owe my success to 
my teachers.
Now,  I  spec ia l i ze  i n  Eng l i sh  i n  
university, and I will progress beyond 
my dream for the future. I will do my 
best with al l that I have acquired in 
Assumption Kokusai!

高校で英語イマージョン教育、PBL、フラン

ス語の授業、さらにフランス人留学生の受

け入れなどを経験したことで国際的視野

を身につけることができ、フランス及び

ヨーロッパ地域の言語や文化、歴史に

興味を持ちました。そこでヨーロッパ

地域について詳しく学び、様々な

国際問題を追究することがで

きるこの学部を志望しま

した。

大学では、さらに語学力

や国際社会への理解を

深め、将来は外資系企

業で活躍できる人材へと

成長していきたいです。

高校時代はコロナ禍で留学こそできませんでし

たが、姉妹校とオンラインで交流を行ったり、1年

次から参加できるコンクールに積極的に参加

したりしていました。大会に参加したこと

で出会った、ロマンガリの『夜明けの約束』

という作品がきっかけで、大学はフランス

文学を専攻しています。これからの4年間

では、文学をはじめとして音楽や

舞台芸術などのフランス

語圏の豊かな文化につ

いても学びたいと思っ

ています。また、作品

への理解を深めるた

めに現地へ留学して作

者ゆかりの場所を訪れて

みたいです。

私は高校3年間テニス部に所属し、勉強面で

はフランス語に興味を持ち、検定を受けるな

ど、色々なことにチャレンジして有意義な時

間を過ごすことができた高校生活でした。

大学では法律を学び、社会とつ

ながる一歩だと思いながら

法律の勉強を頑張ってい

きたいと思います。

アサンプションでの3年間は青春そのものでした。仲

間と共にダンス部を立ち上げ、2年間キャプテンを務

めました。1から部活を作っていく楽しさ、大変さを

身に染みて感じ、数々のステージを作り上げました。

また、高校1年生の時に留学を経験し、カナダの学

校で受けた女性学の授業や、高校の授業で学ん

だグローバルスタディーズに興味を持ち、このよ

うなグローバルイシューについて英語で学ぶ

ことができる大学への進学を決め

ました。

英語に特化した環境で学びを

深め、先生方や友達のおかげで

とても充実した3年間を過ごす

ことができました。

卒業後 の未来
それぞれ　　の夢に

進み始めた　　卒業生たち
2021年3月卒業生

浅窪 佑芽さん
神戸市外国語大学
外国語学部 英米学科
イングリッシュコース

アサンプション国際中学校出身

私は薬剤師を目指すために薬

学部を志しました。高校の授

業では少人数授業かつ先生

方の手厚いサポートのおかげ

で、問題解決力や思考力、探

求心を育むことができました。

そして、同じ目的を持つ仲間

と支え合いながら厳しい受験

勉強を乗り越え、第一志望合

格の実現ができました。

学習においては基礎を確実に

固め、自分の長けている科目や分野

を集中的に伸ばすことが、合格へと近づく

第一歩になると実感しました。

髙沢 瞳さん
京都薬科大学
薬学部 薬学科
サイエンスコース

アサンプション国際中学校出身

山﨑 愛莉さん
同志社大学

グローバル地域文化学部
ヨーロッパコース
イングリッシュコース
箕面市立第六中学校出身

西野 大生さん
南山大学 法学部
法律学科

アカデミックコース
豊中市立第九中学校出身

家族の勧めがきっかけで、アサンプション国

際に入学を決めました。アサンプションで学ん

だことはたくさんありますが、特に重要だと思

うことは、人の話を聞くことです。私は他の人

（特に年上の方）の経験談を聞くことは、自分

にとってとても大きな財産になると思います。

なぜなら、自分が経験せずに、その人の当時

の考え方、感情を教えてもらうことで、自分に

も同じ分の経験値が得られるからです。

今現在は、将来の夢が決まってい

ませんが、この先幸せに

生きていくための方

法や道を大学で見

つけ、そのために必

要な知識を身につ

けていきたいと考え

ています。

岩室 英迪さん
龍谷大学

先端理工学部
環境生態工学科 
サイエンスコース

豊中市立第十三中学校出身

高校で受けたPBL型授業により、思考力や社会

問題を問われる問題にも無事に対応でき、ま

た英検準1級も、英検講習を受けたことで、

無事合格することができました。それらの他

にも、先生方の手厚い進路指導のおかげも

あり、自信を持って大学受験することがで

きました。

また卒業後の目標である1級建

築士資格の取得に向けて、

大学では建築の勉強の他

に、高校で学んだフラン

ス語を活かし、フランス

の大学への留学にも挑戦

したいと考えています。

ダングワル
マナンさん
近畿大学

建築学部 建築学科
アカデミックコース

豊中市立第十三中学校出身

山本 千愛里さん
神戸女学院大学
文学部 英文学科 
イングリッシュコース

池田市立石橋中学校出身

笠原 英令さん
上智大学

文学部 フランス文学科 
アカデミックコース

アサンプション国際中学校出身
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アサンプション国際の
1年間

アサンプション国際では、年間を通じて、様々な行事を行っ

ています。世界各国にまたがる系列校との交流やチャリティ

イベントを通して自己理解、自己実現し、達成感を味わいな

がら生徒間の絆を深めていきます。
[イベントスケジュール]

授業やクラブ活動など、学校生活を楽しみながら知識

を深め、協調性や団結力を身につけます。

放課後に使える自習室は20時まで開放。
[1日のタイムスケジュール]

「おはようございます！」。箕面
駅から徒歩、千里中央駅から
のバス、自転車等、様々な方法
で生徒たちは登校してきます。
今日も一日がんばりましょう。

登校
8：20

待ちに待った昼休み。教室で
お弁当を食べたり、食堂で食
事をしたりと思い思いの時間
を過ごします。ただし今は黙
食です。

昼休み
12：40

6時間目終了後に掃除の時間
があります。教室だけでなく
廊下や生徒玄関など学校全
体をみんなで掃除します。

清掃

下校

15：20

午前中は1～4時間目の
4つの授業が続きます。
話を聞くだけでなく、
iPadで調べたり発表し
たりと、あっという間に
午前中の授業が終わり
ます。

午前授業
8：50

お昼からも5・6時間目の
授業が続きます。集中
力が切れないようにがん
ばります。

午後授業
13：25

7時間目の授業がある日を除い
て、放課後の活動がスタートし
ます。普段の曜日はクラブ活動
が、金曜日は宗教活動がありま
す。約8割の生徒が活動に参加
しています。

7・8時間目／
放課後活動
（クラブ・委員会・宗教活動）

15：40

※学年・曜日によって活動内容が変わります。

強化クラブと自習室に残る人は20時まで、それ以外の
生徒は18時20分が下校時間になります。今日も一日お
疲れさま。明日も一日がんばろう!

18：20

4 Apr

入学式・始業式　
オリエンテーション　
フィリピン研修生の受け入れ

5 May

中間試験　
球技大会

6 Jun

合唱コンクール　
古典芸能鑑賞（高校）
コリブリ交換留学生受け入れ

7 Jul

期末試験　
終業式　
夏期講習

8 Aug

フィリピン研修　
夏期講習
始業式

9 Sep

避難訓練

10 Oct

中間試験　
フランス研修（隔年）
体育祭・学院祭　
チャリティ・デー

11 Nov

追悼ミサ

12 Dec

期末試験
修学旅行
（高2：ポーランド、北海道）
クリスマス祈りの集い
終業式

1 Jan

始業式
ターム留学（1月～3月）

2 Feb

学年末試験
卒業式

3 Mar

修了式
コリブリ派遣
（フランス・ニューカレドニア）
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Q
A

スクールバスは
どこから出ていますか？

スクールバスは、彩都西駅と阪急北千里駅から出てい
ます。（発着場所は下の地図）行きは1本、帰りは授業
終了後と部活動終了後の2本運行しています。

阪急「北千里」駅下車
dios北千里P1立体駐車場北側（スクールバス看板あり）

彩都西駅 
発着場所

大阪モノレール「彩都西」駅下車
駅寄りのロータリー内

ガーデンモール
彩都

ブレザー、スラックスまたはスカート、セーター、ネクタイを基本とする

制服ですが、年中、好きな制服を選んで着用することができます。デザ

イン性にも優れた制服が学校生活を彩ります。

生徒の声から先行して導入されたスラックスの他にも、ニッ

トベストやリボンなど、バリエーションも増えてコーディネート

する楽しさが加わります。今までの上品さなどは残したまま、

多様性と機能性を備えた制服になりました。

制服紹介
本校について、入試イベントなどでいた

だいた、皆さんからのご質問にお答えい

たします！

Q＆AQ＆A

制服（コーディネート 例1） 制服（コーディネート 例2） 体操服

2022年度
より

女子制服が

リニューアル
！女子制服が

リニューアル
！女子制服が

リニューアル
！

自転車通学も安心！
冬でも暖かいスラックス

ワンポイント入りの
ニットベストもグ
レーと、オフホワイ
トの2色から選べ
ます！

夏服・冬服対応のス
カートも濃淡グレーの
2色になりました。

選べるニット
ベスト

新しくリボン
も登場！

スカートは濃淡グレーの2色！

爽やかさ満点の
セーラータイプも登場！

ニットやスカート、
リボンも新しい色を採用！
毎日おしゃれも楽しめます！

Q
A
アサンプションってどういう意味？

学院の設立母体である聖母被昇天修道会
（英語名：Religious of Assumption）の名前
です。聖母マリアがその人生の終わりに、肉
体と霊魂を伴って天国にあげられたという出
来事に由来しています。

Q
A
自習室などはありますか？

7時間目の授業終了後から20：00までの
自習室を開設しています。静かに取り組む
自習室だけでなく、教え合いを行う自習室
も開設し、大学生メンターが常駐しますの
で質問や相談にも対応しています。

Q
A
修学旅行の行き先は？

高等学校は北海道（4泊5日）またはポーランド
（4泊6日）の選択です。※高校の海外修学旅
行は新型コロナウイルス感染症の発生状況の
有無を見て再開の判断をします。

Q
A
保護者との連携は？

年に2回の学年保護者会と、担
任との面談を年2回行います。
学校からの連絡はプリントに
加え、「ミマモルメ」「Classi」と
いったメール配信サービスも
利用しています。

Q
A
1年生の生徒数、クラス数、男女比は？

1年生はイングリッシュ：1クラス、アカデミッ
ク：3クラスの計4クラス。1年生124名中、
男子：58名、女子：66名です。

Q
A
土曜日に授業はありますか？

土曜日に授業はありません。
授業時間は50分で、6時間目
または7時間目まで授業があ
り、3年生の希望者とスーペリ
アコースの生徒を対象とした
「演習授業」が7・8時間目にあ
ります。また、クラブ活動など
放課後の活動は18：20、自習
室は20：00までです。

朝礼・聖堂訪問 8：30～ 8：40

1時間目 8：50～ 9：40

2時間目 9：50～ 10：40

3時間目 10：50～ 11：40

4時間目 11：50～ 12：40

お昼休み 12：40～ 13：20

5時間目 13：25～ 14：15

6時間目 14：25～ 15：15

掃除 15：20 ～ 15：35

7時間目/放課後 15：40～ 16：30

8時間目/放課後 16：40～ 17：30

高校はグレーのネク
タイと同じデザイン
のリボンが誕生！
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クラブ活動
アサンプション国際のクラブ活動は、学年を超え

て好きなことに熱中できる場です。仲間ととも

に目標に向かって努力することで、学校生活が充

実し、自分の世界がさらに広がります。

宗教活動

社会貢献活動

聖歌隊
病院や地域でのコンサートな
ど、多くの場所で聖歌を歌い、
その美しさと祈りの心を分か
ち合う活動を行っています。

ハンドベル
学校行事や、依頼を受けた団
体などで演奏をしています。
地域の方々の前で美しい音
色を響かせます。

平和と人権学習会
人が生きていく上で最も大切
な平和と人権について、みん
なで様々なテーマで話し合っ
ています。

生徒会執行部の
社会活動
災害地域、姉妹校への支
援活動など、生徒たちが自
主的に目を向け活動してい
ます。

校外活動
施設・病院訪問
ハンドベル・聖歌隊の活動
が、聴く人の心を元気づけ
ます。災害復興イベントに
も参加しています。

学院をあげてのチャリティ
活動です。収益金は国際支
援や社会活動のために全
額寄付します。

アサンプション
チャリティ・デー

その他…聖書に親しむ集い、ボランティア

運動部 文化部

●バスケットボール部
●女子バレーボール部
●硬式テニス部
●陸上競技部
●剣道部
●男子サッカー部

●放送部
●軽音楽部
●写真部
●書道部
●国際活動部
●フランス語部

●クッキング部
●茶道部（裏千家）
●美術部
●自然科学部
●ダンス部
●演劇部

バスケットボール部 女子バレーボール部 硬式テニス部 陸上競技部 剣道部 男子サッカー部

放送部 軽音楽部 写真部 書道部 国際活動部 フランス語部

クッキング部 茶道部

美術部 自然科学部

ダンス部

高校サッカー部キャプテンとして、52名の部員
と活動しています。監督・コーチの指導は厳し
いですが、サッカーだけでなく、人として大切な
こともたくさん教わっています。勉強との両立

は大変ですが、全国高校サッカー選手
権大会出場・大阪府二部リーグ優勝を
目指し頑張ります。

勉強と両立しながら優勝に向けて
日々練習しています！

村井 秀哉さん
高校3年アカデミックコース
（豊中市立第十二中学校 出身）

2018年4月創部と歴史は浅いチームですが、プロフェッショナルなコーチ
陣を揃え、強くかつチーム力の高いサッカー部を目指し、日々厳しい練習
に励んでいます。
高等学校の男子サッカー部に入部いただくには、条件を満たすことが必
要になります。

男子サッカー部 入部希望のみなさんへ
強化クラブ

①本校主催の「サッカー部体験会」に参加し、
サッカーの技量を認められること。

②中学校長の推薦を受け、本校を専願で受験すること。
③本校の高校入試において合格すること。
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施設のご紹介

食堂について

アサンプション国際高等学校は、大阪市内を

一望できる箕面市山麓公園のほとりに位置

します。学内には宗教行事に使われる聖堂

や、毎日、温かくておいしい焼きたてのパン

や手作りのお弁当を提供している食堂、さら

には人工芝を張ったグラウンドなど、生徒一

人ひとりの個性を伸ばすための、様々な設備

が充実しています。

食堂では軽食として、学校のオーブンで焼

いた「焼きたてパン」が、生徒に好評です。

昼食時には温かい日替わりのお弁当や軽食

などその日の気分で選べて食堂がにぎわっ

ています。またアイスクリームの自動販売機

も人気です！

1

2

3

4

人工芝グラウンド

聖堂 食堂

体育館 生徒玄関

HR教室

図書館

中庭

1

Future Room

2 3

4

アサンプション国際のデータ

箕面駅からの通学路

アサンプション国際高等学校に通っている生徒の分布図や箕面駅からの通学路など、本校に関わる情報になり

ます。

箕面駅から学校まではゆっくり歩いて15分。車の少ない住宅街の中の道を通学路に指定しています。通学路には水路があったり、木々があっ

たりとのんびり歩いても気持ちいいです。

①阪急箕面駅の改札を出て、右へ
曲がり、『箕面会館』の横の道を、
道なりにまっすぐ進みます。

②箕面北公園前の道路の横断歩道
を渡り、また道なりにまっすぐ進
みます。

③『カトリック聖母被昇天修道会本
部修道院』を過ぎ、突き当りを左
へ曲がります。

④上り坂の、1つ目の十字路を右折。

⑤道なりに進むと本校が見えてきま
すので南西門より登校します。

　（自転車置き場などもこちらから
です。）

行き
南西門

帰り
西門

みのおサンプラザ

箕面市立北小学校

カトリック聖母被昇天
修道会本部修道院

アサンプション国際
箕面会館

箕面北公園阪急箕面駅

大阪市 東大阪市

岸和田市

箕面市

豊中市
吹田市

茨木市

豊能郡

高槻市川西市

川辺郡

宝塚市

尼崎市西宮市

伊丹市

堺市

守口市
門真市

大東市

池田市

アサンプション国際に
通っている生徒の
居住地別グラフ
箕面市近辺はもちろん、大阪市や兵庫県からも電

車などを利用し、通っている生徒もいます。また

2023年には北大阪急行「箕面萱野駅」が新設予定

のため、大阪府内ではさらにアクセスしやすい立地

となっています。

75人～
35～74人
20～34人
10～19人
1～9人

居住地人数

居住地 高校生
（全 314 名） 割合（％）

大阪府 箕面市 84 26.8 
豊中市 75 23.9 
吹田市 50 15.9 
茨木市 16 5.1 
池田市 20 6.4 
大阪市 17 5.4 
高槻市 6 1.9 
豊能郡 10 3.2 
東大阪市 2 0.6 
門真市 2 0.6 
守口市 1

1.3 
大東市 1
堺市 1

岸和田市 1
兵庫県 川西市 8 2.5 

宝塚市 8 2.5 
尼崎市 5 1.6 
川辺郡 5 1.6 
西宮市 1

0.7 
伊丹市 1


