
2022年度 学校案内

アサンプション国際
中学校高等学校

交通アクセス Access Map

石橋阪大前
●北千里駅から約15分
●彩都西駅から約20分

●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。

入試イベントのご案内

入学試験

5  29 A M オープンスクール①土

P M

2021

6  12 A M オープンスクール②

A M

土
2021

7  17 オープンスクール③土
2021

8  28 A M 学校説明会・
入試説明会①土

2021

10  23 A M 学校説明会・
入試説明会③土

2021

11  6 A M プレテストⅠ土
2021

11  13 A M プレテストⅡ土
2021

12  18 A M 入試対策セミナー土
2021

9  25 学校説明会・
入試説明会②土

2021

1 15 A M A日程午前
A日程午後土

2022

1 16 A M B日程午前
日

2022

2022

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。

●各種イベントへは事前にHPよりお申し込みください。
https://www.assumption.ed.jp/jsh/nyushi/info/

学校公式
ホームページ

学校公式
LINE

学校公式
インスタグラムP M

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）
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「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中学校高
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中学校高等学
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！

英語を学びたい

海外で活躍したい！

これから必要とされる

思考力を身につけたい！

部活と勉強を

両立したい！
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アサンプション国際の学   びと、その先にある未来

アサンプション国際の

3つの教育プログラム

高次の思考へいざなう

「学びのスパイラル」
アサンプション国際で

つながる未来

アサンプション国際の

教育の特色
アサンプション国際中学校高等学校では、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。

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。

「思考力」「判断力」「表現力」が
身につくカリキュラム

外国語（ネイティブ）教員が身近にいる学習環境 ネットワークを活かした海外留学・研修制度

協定校推薦入学制度で
関西学院大学へ

Oneness

豊富な推薦制度で大学へ進学

海外大学への進学も可能

母語で学び、考える力を身につける
本校の「イングリッシュコース」では理科や数学を英語で行う「英語

イマージョン教育」を導入していますが、文部科学省の学習指導要

領の定める教育内容に則った内容を学びます。アサンプション国際

では、3つのコース全てで母語（日本語）を学び、考える力を身につけ

ることを重視しています。

喜びと感謝の心を育てるカトリック教育
アサンプション国際はカトリックの精神のもと、「豊かな人間性を育

む教育」で、世界の平和に貢献する人の育成を目指します。

基礎学力を「創造的思考力」まで高める
身につけた基礎学力（「知識」「理解力」「応用力」）を、「PBL（課題解

決型授業）」や体験学習など、特色ある学びを経て、より「深い学び」

へいざない、思考力を高めます。思考力は「論理的思考力」から「批

判的思考力」、最も高度な思考レベルである「創造的思考力」まで、

学習の上昇スパイラルをトルネードのごとく活性化させていきます。

カトリックの教えを基本とする
「豊かな人間性を育む教育」

応用力
理解力
知識

世界の平和に貢献する
人の育成

 

創
造
的
思
考
力 

▲ 

批
判
的
思
考
力 

▲ 

論
理
的
思
考
力

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。

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

アサンプション国際は「生きる力」を育成するため、これに「心・精神・魂」

の教育的側面を加えた、5つの基本理念を策定しました。

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。

アサンプション国際の5つの基本理念

Core Value

Life
Truth

Freedom
Goodness
Oneness

外国語
教育

外国語教員と
日本語教員の連携に

根ざした

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
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Learn life - long skills with us! at Assumption Kokusai 

僕は、英語があまり得意ではなかったのです
が、イングリッシュキャンプなどのイベント
で、英語に触れる機会がたくさん増え、
もっと色んな国の人と話せるように
なりたいと思い始めました。今で
は英語が大好きです。

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、い

ろいろ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。

外国語を学ぶことは、
文化を学ぶこと

「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」と言いま

す。本校のイングリッシュコースでは「数学」「理科」「音楽（中学の

み）」「探究（高校のみ）」の授業を英語で行う、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。

イングリッシュコースは、英語・数学・理科も英語で学びます。 英語学習の成果を披露すべく英語

スピーチコンテストを実施していま

す。スピーチ部門、プレゼンテー

ション部門の２部門に分かれ、全

員が予選に参加、最終の本選は講

堂で外部審査員を招いて行います。

英語スピーチコンテスト

コンテストやコンクールに参加することで、さらに学習効果を高めます。

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。

西日本フランス語暗唱コンクール

中学校アカデミックコースでは、英語が週6時間あります。うち2

時間はネイティブスピーカー教員による英会話の授業、残り4時間

は習熟度別の授業です。

今求められる英語の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、しっかり英語力を伸ばしていけるように

教えています。

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。

両コースとも高校ではフランス語も学びます。高校1年生は必修

で、3年間で最大8時間の授業を選択できます。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や国際機関など

でも使用されているフランス語の資格も取得し、トリリンガルをめ

ざしましょう！

高校ではフランス語の授業も！トリリンガルをめざそう！！

私はアサンプション国際で初めてフランス語を学び
ました。姉妹校との交流や検定・大会へ積極的に
参加することにより、視野が広くなり、将来の可能
性が大きく広がりました。将来は国際系の

大学で、発展途上国のことについて
学びたいです。

苦手な英語が
大好きな英語に。

初めて学んだ
フランス語が将来の夢に。

伊波 海斗さん
中学3年アカデミックコース
（吹田市立 岸部第二小学校 出身）

川端 香佳さん
高校3年アカデミックコース
（アサンプション国際中学校 出身）

外国語
教育

外国語教員と
日本語教員の連携に

根ざした

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！
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世界33ヵ国に広がるネットワーク　と豊富な研修・留学プログラム

海外で学ぶ

Students 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。

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。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

世界33ヵ国のネットワーク。

Japan

France

・フランス（アサンプション本部）

・ベルギー

・デンマーク

・イギリス

・イタリア

・スペイン

・リトアニア

ヨーロッパ

・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

アフリカ

・ニュージーランド

オセアニア

・アメリカ合衆国

・メキシコ

・グアテマラ

・エル・サルヴァドル

・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

アメリカ

Philippines

United States
・フィリピン

・インド

・タイ

・ベトナム

・日本（聖母被昇天学院）

ア ジ ア

（ロワー ハット市：箕面市と姉妹都市提携）

Assumption Network

フィリピン研修（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。

フランス研修（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。

長期留学（個人）

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。

コリブリ交換留学（希望者）

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。

ターム留学（希望者）
イングリッシュコースの中学3年生の3学期

にニュージーランド、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。

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。

親切な人々のお陰で
満足のいく留学になりました。

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
じたときは嬉しかったです。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。

フランス

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1年生

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 伶さん高校3年生

私は中学3年間で学んできた力を試してみたいと
思いNZに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！

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2年生

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

ニュージーランド

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1年生 種別 学校 学年 研修名 イングリッシュ アカデミック
サイエンス 場所 期間 費用

（概算）

中
学

1年～2年 イングリッシュキャンプ 〇 〇
蒜山高原（2019）

3日間
70,000

ハウステンボス（2020） 100,000

3年
イングリッシュキャンプ 〇 学校（通学） 3日間 30,000

ニュージーランドターム留学 △ New Zealand 80日間 1,200,000

高
校

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
中
学 1年～2年 ニュージーランド短期留学 △ △ New Zealand 10～14日間 250,000

高
校 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

の
も
る
い
て
し
催
主
が
校
学

、
り
な
と
口
窓
が
校
学

学
留
る
い
て
し
集
募



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。中学校では、AI（人

工知能）を搭載した数学のアダプ

ティブラーニング教材を活用した

り、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

個々の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

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

方法のことを指します。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

主体的に学ぶ力、
協働する力、

創造する力を養う

「創造的思考力」を高める

PBL× ICT
グループでディスカッションし

たことを、

その場でタブレットで編集し、
発表。

協働することで深められた思考
を、

デジタルで発信する

PBL×ICT授業を実践していま
す。

（課題解決型授業）

現在進行形の
世界に対応するための

ニュース番組を作ろう！【高校３年生：コミュニケーション英語】
英語の４技能を統合的に高める目的で、生徒たちは英語のニュース
記事を読み（Reading）、その内容を要約した上でニュース原稿を作
成し（Writing）、その原稿をもとにニュースビデオをグループで制作
(Speaking)。制作したビデオはクラスで視聴（Listening）しました。
ニュースビデオの制作は、グループのメンバーがそれぞれディレク
ター、アナウンサー、エディター等の役割になり、取り組むPBLを実
践。また、１人１台配布されているiPadを使い、クロマキーという映
像合成技術も習得しました。

ICT教育

壁一面がホワイトボード

になっている「Future 

Room」は、プレゼンテー

ションに最適。プロジェ

クタで映像を流したり、

発表用の模造紙を貼り

付けたり。生徒一人ひと

りの創意工夫を活性化

します。

Future Room

Assumption Kokusai 10Assumption Kokusai9

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
答え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。

授業紹介！



生徒一人ひとりの「挑戦する気持ち」
を活かす、6年間の学び

能動的学習力で
未来を拓くコース

PBL（課題解決型授業）による能動的学習力

をメインに養成。探究の時間を中心に教科

横断的な力を育てます。

全教科でPBL（課題解決型授業）＋

教科横断的なスタッフによる「探究科」の設置

特徴ある授業

アカデミック
（総合進学）
コース

イングリッシュキャンプ ネイティブの講師と一緒に、ストリートイングリッシュ、シチュ

エーションイングリッシュ、フィールドイングリッシュなど、様々

なアクティビティーに取り組みます。

探究 社会の課題に目を向け、「問い」を設定。仲間と協働しなが

ら、その解決策をさぐります。

教科の枠を超えて正解のない「問い」にチャレンジします。

中学1年生
1st year

中学２年生
2nd year

目指す大学

中学3年生
3rd year

高校1年生
1st year

高校２年生
2nd year

高校3年生
3rd year

アサンプション国際の

３つの教育プログラム

Assumption Collegeを
はじめとする海外の大学

関学などのSGU※を
はじめとする私立大学の
国際関係学部や外国語学部

国公立大学の文系・
芸術系・文理融合系

関学などのSGU※を
はじめとする私立大学の
文系・芸術系・文理融合系

※SGU…スーパーグローバル大学

国公立・私立大学の
医・歯・薬・理工・
農学部など

英語力を重点的に
強化するコース

英語イマージョン教育によりネイティブと語

り合える英語力をメインに養成。さらにPBL

（課題解決型授業）にも取り組みます。

英語・数学・理科・音楽（中学）・探究（高校）

で英語イマージョン教育を実施

特徴ある授業

イングリッシュ
（英語進学）
コース

コース
選択

3つの教育プログラムは、

6年間継続的に取り組みます。

イングリッシュキャンプ ネイティブの講師と一緒に過ごす、3日間の英語漬け行

事です。ストリートイングリッシュ、シチュエーションイン

グリッシュ、フィールドイングリッシュなど、様々なアクティ

ビティーに取り組みます。目標は英語でディスカッション

ができ、その内容をプレゼンテーションできる能力を身に

つけることです。

個人留学（長期休暇中）

フィリピン・フランス姉妹校交流プログラム（希望者）

フィリピン・フランス姉妹校交流プログラム（希望者）

ターム留学（3学期・希望者）

理系学力を磨き未来を拓くコース

理系進学を目指す生徒に向けて効率的な授業を展開特徴ある授業

サイエンス（理数進学）コース

探究 理系進路で必須となる論理的思考力を、高校

3年生の卒業論文作成を通じて育てます。

少人数の
コース

理系進学に必要な数学・理科は少人数で開講

し、受験に対応できる力を伸ばします。

英語エンカレッジプログラム
集中英語研修で、トレーニングやレッスンを通し、より一層英語
学習に取り組めるよう、講師陣が勇気づけ（エンカレッジ）します。

アサンプション国際は、英語力を重点的に強化する「イングリッシュコース」、

能動的学習で未来を拓く「アカデミックコース」、さらに理系進学を目指す「サイエンスコース」の３つのコースがあります。

いずれのコースでも学校生活を楽しみながら、目指す未来に近づけるよう、生徒一人ひとりを全力でサポートします。

探究 卒業論文の完成を目標とし、ディベートやプレゼンテーションを活用し

ながら、世界の課題を自ら解決する力を養います。

卒業後も「世界に貢献できる人」として活躍できるよう、様々なインプッ

ト・アウトプットスキルを実践的に身につけます。

現地校の生徒宅にホームステイしながら、フィールドワークを通して学びます。

長期休暇中に個人で留学します。

英語イマージョン授業 英語・数学・理科・音楽の

授業を英語で行います。

基礎学力の養成

英語イマージョン授業 英語・数学・理科・探究・コース科目の

授業を英語で行います。

個人留学（長期休暇中） 長期休暇中に個人で留学します。

長期留学（1年間） 1年間海外の学校に留学します。

長期留学（1年間） 1年間海外の学校に留学します。

現地校の生徒宅にホームステイしながら、フィールドワークを通して学びます。

1学期間の留学プログラムです。

サイエンス
（理数進学）
コースは
高校2年生から
選択可能です。

外国語教育

PBL（課題解決型授業）

ICT教育

外国語教員と日本語教員が連携。苦手な人は苦手意識をなくし、得意な人はさら　　　にその能力を育めるよう、生徒一人ひとりにあわせて指導します。

主体的に学ぶ力と、仲間と協働し、論理的に考え、創造する力を養います。

日常的にタブレットやPCに触れることで、現代社会で必須とされるICT機器を使　　　いこなせる能力を無理なく身につけます。

CEFR
B1

英検2級
レベル

CEFR
A2
英検
準2級
レベル

目指す
英語レベル

目指す
英語レベル

CEFR
B2
英検
準1級
レベル

CEFR
B1

英検2級
レベル

CEFR
B1

英検2級
レベル
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3 教 科（国・数・英）に

時間数を多く配当し、

基礎学力と思考力を

伸ばします。

幅広い進路に対応する
科目の開講

大学進学をにらみ、国公立大学受

験にも対応できる科目、受験演習を

配置し、力を伸ばします。

(           )ポスターセッション
プレゼンテーション (           )ポスターセッション

プレゼンテーション
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PBLを取り入れた英語イマージョン教育では、答えのない問いに対して生徒同士

でグループを作り、クラスメイトとディスカッションしながら、一緒に解くことが

奨励されています。生徒がグループディスカッションをしている中、教員は各グ

ループを見て回り、行き詰まっているところがあればヒントを与えます。教員は英

語で会話をしながら、答えを導くプロセスそのものが楽しくなるような環境作りを

心がけています。

※PBLの考え方については09ページをご覧ください。

イングリッシュコースでは、ネイティブスピーカー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・聞くことを目標としています。

実践的な英語力と、
コミュニケーション力を育む

こんな方にオススメ！
英語が好き

留学経験がしたい

海外大学を目指したい

少人数で仲良く
学ぶことができます。

イングリッシュコースでは、毎日ネイティブの先
生との授業があり、英語に触れる機会が多いで
す。私は将来、海外留学をしたいと思っている
ので、凄く良い刺激になっています。
年に一度のスピーチコンテストでは、自分で
テーマから考えた英語の文章を発表
します。とても素晴らしい経験
が出来ます。

クラスの仲間と
ディスカッションしながら進める
授業が一番楽しいです！

イングリッシュコースは、数学、理科、音楽のイマージョン授業で、
海外の研究や考え方を知ることができ、とても為になります。私は
更に視野を広げたいと思い、自然科学部と、
平和と人権学習会にも所属しています。先
生や高校の先輩方と活動することで、知
識が深まり楽しいです。将来は世界の
人々が幸せに働くことができる会社を
作りたいと考えています。

英語で行うPB L

英語イマージョン授業では、英語・数学・理

科、音楽（中学のみ）、探究（高校のみ）の授

業を英語で行っています。読む・書く・話す・

聞く活動を通じて英語の力を伸ばします。

英語に多く触れる毎日
数学、理科のイマージョン授業は、インター

ナショナルスクールと異なり、日本の教科書

の内容を英語で行っています。将来の大学受

験で数学や理科の科目が必要になった場合

でも対応できるのが強みです。

日本の教科書を英語で学ぶ強み
中学校1・2年生ではハウステンボスや蒜山で

のイングリッシュキャンプ、高校1年生では学

校内でのエンカレッジプログラムがあります。

また希望者はカナダ・ニュージーランドに2ヵ

月間留学するターム留学にも参加できます。

英語だけの数日間

英語力で、

未来を変える。

English Course

イングリッシュ（英語進学）コース

学びのポイント

01 02 03

辻岡 夏姫さん
中学2年イングリッシュコース
（私立 雲雀丘学園小学校 出身）

井上 羚央さん
中学3年イングリッシュコース
（高槻市立 高槻小学校 出身）

外国語教育 × PBL

イングリッシュ（英語進学）コース

授業紹介！

数学・英語・理科・音楽は英語イマージョン授業を行っています。

※チャレンジタイム（仮称）：個々の学力に合わせて、自学自習の習慣を確立するた

めの時間です。

３年間のカリキュラム
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数
間
時
業
授
総

１
中 ５ ３ 5 ４ ４ 1.5 1.5 ３ ２ １ １ １ １ 33

２
中 ５ ３ 5 ４ ５ １ １ ３ ２ １ １ １ １ 33

３
中 4 ４ ６ ４ ５ １ １ ３ １ １ １ １ １ 33

月 火 水 木 金

朝礼 全体朝礼 クラス朝礼 クラス朝礼 聖堂訪問 クラス朝礼

１ 英語 国語 音楽 社会 数学

２ 体育 体育 国語 国語 社会

３ 数学（日本語） 技術家庭 宗教 英語 理科（日本語）

４ 理科 技術家庭 数学 体育 特別活動

５ 数学 英語 社会 美術/音楽 書写

６ 国語 数学 理科 美術 英語

７ 委員会活動
クラブ活動

理科 チャレンジ
タイム 探究 宗教活動

クラブ活動放課後 クラブ活動 学習優先日
英検講習（希望者） クラブ活動

時間割（1年生）



主体性を身につけたい

論理的思考を身につけたい

自ら課題解決できるようになりたい

アカデミックコースでは、英語・英会話を習熟度別授業でしっかり学びつつ、国語・数

学も多くの時間を配当し、多様な進路に対応できる力をつけることを目標としていま

す。また教科や探究の授業を通じて知識を覚えるだけではなく、思考・整理・発表な

どアウトプットする力も育てます。

英語＋多様な進路に対応できる学力を育む こんな方にオススメ！

ハードな部活と両立しながら
しっかり学力も伸ばせます！

英語や数学の授業数が多いです。その分、力
がついてきていることを実感できます。英会話
の授業では、ネイティブの先生から生きた英
語を学ぶことができます。部活動では、高
校生の先輩と共に活動するので、礼儀や
技術を、より高いレベルで身につける
ことができます。信頼できる先生
や仲間達と、楽しく充実した
日々を過ごしています。

勉強も部活動も高いレベルで
力がついてきていることを
実感できます。

辻本 真衣さん
中学2年アカデミックコース
（豊中市立 北丘小学校 出身）

僕はサッカー部に所属しています。毎日ハー
ドな練習をしていますが、みんなと一緒に強
いチームになるために頑張っています。勉
強との両立も大変ですが、タブレットやプ
ロジェクターを使った授業は楽しく、今ま
で苦手だった科目もわかりやすく学びや
すいので、とても充実したスクール
ライフを過ごしています。

S D G sや社会問題にも
取り組む探究科
学校設定教科「探究科」では、社会と自分のつながりについて能動的に学習しま
す。中学校の探究科では世界の問題について、ゲストスピーカーやグループワー
ク、発表を通じて学びます。高校の探究科では、自分でテーマを設定して取り組
む卒業論文に向けて、ディベートやプロジェクト、ポスター発表を行います。

中学3年間の英語の授業では、習熟度別展開

授業として自分の力に応じて英語を伸ばして

いきます。また英語検定を全員に受験させる

ことで、中学時代での検定取得率を高めます。

英語・英会話をしっかり学ぶ
国語・数学についても標準時間数より多めの

時間数を配当し、中学段階で基礎学力をしっ

かり身に着け、高校でより幅広い進路選択に

対応できる力を育てます。

多様な進路に対応できる力をつける
知識だけでなく、新しい大学入試で求められ

る情報活用力・思考力を、教科や探究の授業

でのグループワーク、発表、レポート作成を

通じて育てていきます。

情報活用力・思考力を育てる

思考力で、

次代を拓く。

Academic Course

アカデミック（総合進学）コース

学びのポイント

01 02 03

PBL × ICT

高谷 奏夢さん
中学2年アカデミックコース
（吹田市立 南山田小学校 出身）
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アカデミック（総合進学）コース

３年間のカリキュラム 時間割（1年生）

授業紹介！
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科
理

楽
音

術
美

育
体
健
保

庭
家
術
技

教
宗

究
探

動
活
別
特

 

数
間
時
業
授
総

１
中 ５ ３ 4 ６ ３ 1.5 1.5 ３ ２ １ １ １ １ ３３

２
中 ５ ３ 4 ６ ４ １ １ ３ ２ １ １ １ １ ３３

３
中 4 ４ ５ ６ ４ １ １ ３ １ １ １ １ １ ３３

※チャレンジタイム（仮称）：個々の学力に合わせて、自学自習の習慣を確立するた

めの時間です。

月 火 水 木 金

朝礼 全体朝礼 クラス朝礼 クラス朝礼 聖堂訪問 クラス朝礼

１ 国語 理科 社会 国語 書写

２ 体育 体育 国語 美術/音楽 数学

３ 英会話 数学 数学 美術 英語

４ 数学 国語 音楽 体育 特別活動

５ 理科 技術家庭 宗教 英語 社会

６ 英語 技術家庭 理科 社会 英会話

７ 委員会活動
クラブ活動

英語 チャレンジ
タイム 探究 宗教活動

クラブ活動放課後 クラブ活動 学習優先日
英検講習（希望者） クラブ活動
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本校の文理選択は高校2年生から。高校1年生で高校の数学・理科を学んだあとで、

コース選択ができます。理系（医療系、理工学部、農学部など）受験に向けて、数学・

理科を重点的に学びます。

理系進路に対応する力を育む こんな方にオススメ！

医療・理工学系の大学を目指したい

理科が好き

理数系分野で、
世界を変える。Science Course

サイエンス（理数進学）コース

仮説を立て、
検証するPB L授業
数学や理科の学びには「なぜだろう」「どうしてだろう」があふれ
ています。数学や理科の授業では、こういった課題を発見する
力を大切に、仮説を立てて検証するプロセスも学びます。

理系授業 × PBL

英語力と理系の力で将来に！

辻本 浩佑さん
高校2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。

数学・理科の授業は進路に必要な生徒のみが受講するため、少

人数で開講されます。同じ目的を持った仲間と、質問しやすい

環境の中で受験に必要な力を伸ばします。

少人数授業で力を伸ばす

学びのポイント

01

TOEFL Junior

各種資格取得状況

中学3年生以上のイングリッシュコースの生徒は、

「TOEFL Junior」を全員受験しています。

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。

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、堂々の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験に積極的
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、本校の元
木玲那さんが見事に出場を果たすことがで
きました。

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（高校3年生実績）

DELF・DALF（高校生）

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12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

全世界で英語を学習している中高生の上位7%に入っ

ている事の証明になっています。アサンプション国際

では、2年連続5名の生徒がGoldランクを獲得し、表

彰されています。

イングリッシュコース（中3以上）8割の生徒は

英検2級以上です。

TOEFL Juniorのスコア別人数（CEFR換算）

2年連続！5名の生徒が
Goldランクを獲得！

2019年4月 2019年10月 2020年9月
CEFR B2（850以上） ３ ４ ５

）上以547（1B RFEC ７ 16 22

CEFR A2（646以上） 28 25 44

1級 5％
準1級 35％
2級 50％

イングリッシュコース アカデミック・サイエンスコース

1級・準1級 3％
2級 19％
準2級 19％

実用フランス語技能検定試験（高校生）

4級（合格率80％）

16名
3級（合格率54％）

30名
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

TOEFL Junior 
Goldランク
表彰

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

春 秋
B1 1名

A2 4名 5名

A1 12名 11名

授業紹介！



英語イマージョン・PBL・フランス語圏への
研修・生徒会長の経験などを生かし、大学
のFIT入試で必要な志望理由書、自己推薦
書をしっかり準備することができました。 留
学をきっかけに知った難民、発展途上国の
問題を深く学び、世界の平和を祈りながら、
情勢を見据え行動できるようになりたいと
考えています。

在学中の経験が、
そのまま入試の準備に。

進路行事と演習・講習を実施海外大学進学協定校推薦入試制度
協定校は全部で46校
アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダの大学へも進学

協定校として、有利な条件で進学することができます。

関西学院大学への訪問、複数

の大学を招いての進学ガイダン

スを実施し、進路の目標を明確

化していきます。

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。キャリア教育の一貫と

して、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

トしていきます。

2021年度は、約41％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。

推薦入学利用率（卒業生106名中現役進学者）

学校推薦型
（指定校）

国公立大学、
医歯薬系大学への
現役合格を実現！
国公立大学

1名
医歯薬系大学

3名

関西学院大学

13名
関西大学

5名
立命館大学

1名
近畿大学

5名
神戸女学院大学

4名
聖心女子大学

1名
甲南女子大学

3名

同志社女子大学

1名

難関私立大学への
合格者も多数！

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。

関西学院大学には
協定校推薦入学制度で！

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。

豊富な指定校推薦制度・
特別入試を利用できます！

2020年度 進路実績TOPICS

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

1名
3名
1名
1名
1名
1名
1名

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

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

①カトリック校
　特別入試

25名※計

過去4年の主な大学合格実績

慶應義塾大学 法学部 政治学科 合格

元木 玲那さん
イングリッシュコース
2021年3月卒業生

私は大学で経済の勉強をしたいと考えてい
ましたが、高校で学んだ英語とフランス語
やフランス留学に行けたこと、グローバル
な視点から物事を考える機会を沢山いただ
けたことから、外国語教育に長けた大学で
経営学を学ぶことにしました。将来は外資
系企業でマーケティングの仕事をしたいと
考えています。

アサンプションでの学びが
新たな将来の夢へ。

カリキュラムや課外での活動が豊富なた
め、常に大学や将来どんな自分になりたい
か意識できる環境でした。その結果AO入
試で第一志望校に合格することが出来ま
した。大学では食を学際的に視野を広げ
て学んでいきます。

在学時の経験をきっかけに
大学で学びを深めていきます。

立命館大学 食マネジメント学部 
食マネジメント学科  合格

森内 勇輔さん
サイエンスコース
2021年3月卒業生

臼田 沙樹さん
アカデミックコース
2021年3月卒業生

手厚い進路指導と
卒業後の未来

ロンドン大学シティ校
ヨーク大学
ウエストミンスター大学
ポーツマス大学

サイモンフレーザー大学
マニトバ大学

アイオワウェスリアン大学
サンフランシスコ州立大学
テネシー工科大学
マサチューセッツ大学ボストン校
マサチューセッツ大学ローレル校
マサチューセッツ大学ダートマス校
アイダホ州立大学
ニューハンプシャー大学
ロングアイランド大学ブルックリン校
ロングアイランド大学ポスト校
ニューイングランド大学
フロリダアトランティック大学
ミリキン大学

アメリカ イギリス

カナダ

オーストラリア
グリフィス大学
アデレード大学
南オーストラリア大学

「海外大学進学協定校」一例
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41%

特別入試

11%
総合型選抜

15%

学校推薦型
（公募）

16%

一般

15%

大学名 2020
106名

2019
75名

2018
38名

2017
62名

国公立 神戸大学 （1）
京都工芸繊維大学 （1）
島根大学 2
鳥取大学 1
琉球大学 1
叡啓大学 1

京都市芸術大学 （1）
私立 上智大学 1 3 2 3

慶應義塾大学 1 1
明治大学 1 1
中央大学 1 1

近畿 関西学院大学 13 6 3 4
関西大学 5 3 ３（2） ５（1）
同志社大学 2 ２（1）
立命館大学 1 （1） （1）
近畿大学 5 5 3
甲南大学 ）1（1 1 1 1
龍谷大学 1 1 （1） （1）
京都産業大学 （1） 3
追手門学院大学 3 5
関西外国語大学 3 2 1
京都外国語大学 4 9 1

女子大 神戸女学院大学 4 2 2 6
同志社女子大学 1 2 3
武庫川女子大学 （1） 1
甲南女子大学 3 3 5

有名私立大学への
合格者も多数！
慶應義塾大学

1名
上智大学

1名
中央大学

1名
明治大学

1名

②指定校推薦制度

関西大学　　　6名 　　近畿大学　　　　1名
甲南大学　　　1名　　龍谷大学　　　　1名
追手門学院大学 　6名　　京都外国語大学　9名
聖心女子大学　 2名　　神戸女学院大学　3名
甲南女子大学　3名　　神戸松蔭女子学院大学　5名
　　　　　　　　　　　など　合計約450名

上智大学 若干名
南山大学 若干名

大学訪問・ガイダンスなどの進路行事

高校3年生の７・８時間目に、

地歴公民科・理科の演習科目を

少人数で実施。夏期・冬期・春

期には希望者対象の講習も実

施しています。

演習・講習の実施

上智大学 経済学部 経営学科 合格
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4
Apr

5
May

6
Jun

7
Jul

8
Aug

9
Sep

10
Oct

11
Nov

12
Dec

1
Jan

2
Feb

3
Mar

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

中間試験　
球技大会

合唱コンクール　
古典芸能鑑賞　
コリブリ交換留学生受け入れ

期末試験　
終業式　
夏期講習

フィリピン研修　
夏期講習
始業式

避難訓練　
イングリッシュキャンプ（中1・中2）

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

追悼ミサ

期末試験
修学旅行（中3：沖縄）
クリスマス祈りの集い・終業式

修学旅行（高2：北海道・ポーランド）
始業式
ターム留学（1月～3月）

学年末試験
高校 卒業式

中学 卒業式・修了式
コリブリ派遣（フランス・ニューカレドニア）

8：20
登校

12：40
昼休み

8：50
授業

13：25
授業

15：40
授業・クラブ活動
委員会活動・宗教活動
7～ 8時限
※学年・曜日によって
活動内容が変わります。友達と楽しくランチ！

1～4時限 5～6時限

15：20
清掃

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（高校生対象）。

チャリティ・デーでは自分は何をしたら人の役に
立てるかなど、人の為になる喜びと幸せを感じ
ることができます。生徒だけでなく先生方、
保護者の方々がアサンプションファミリー
として一緒に行事を作り上げていける
ところが大好きです。

私が一番好きな学校行事は、秋に行われる
チャリティ・デーです。アサンプション国際幼
稚園から高等学校、保護者の皆様が一丸と
なって作り上げるとても大きなイベントで、

毎年楽しみにしています。

皆で協力して作り上げる
行事が沢山あります。

学院や保護者の方々も
一緒につくるチャリティ・デー

山﨑 茉白さん
高校2年イングリッシュコース

（アサンプション国際中学校 出身）

島田 雅さん
高校1年アカデミックコース

（アサンプション国際中学校 出身）

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]

アサンプション国際の
1日 [1日のタイムスケジュール]



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

●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 ●演劇部 ●ダンス部（女子）

運動部

文化部

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
なテーマで話しあっています。

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
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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拡がります。クラブ活動

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。

中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。

四方 優羽さん
中学2年アカデミックコース
（箕面市立 萱野東小学校 出身）

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本校の入試を専願で受験し、合格すること。

プロ選手との交流は子どもたちに夢を与え、
キャリア形成の一助に！

トピックス

西宮ストークスの今野翔太選

手が、子どもたちにバスケット

ボールに親しみを持ってもらえ

るように指導しました。 ©NISHINOMIYA STORKS

強化クラブのサッカー部に所属しています。監督やコーチのご指
導のもと、技能と精神力の向上を実感しています。土日は公式
戦や練習試合、長期の休みには強化遠征がありま
す。昨日の自分を超えられるように、日々全力で
チャレンジしています。

仲間と共に昨日の自分を超えられるよう
日々全力でチャレンジ！
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ブレザー、パンツ・ジャンパース
カート、ネクタイ・リボンを基本
とする制服です。2021年度より
女子制服にスラックスタイプが
導入され、デザイン性にも優れ
た制服が学校生活を彩ります。

2022年女子制服が

リニューアル予定！

制服

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中学校高等学校

アサンプション国際中学校高等学校

理事長・学院長
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 e�orts to become better and better every day, o�ering 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.
�ank you for being a signi�cant part of our ONE ASSUMPTION KOKUSAI!

本校の建学の精神「世界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。
私が校長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
めているのかに気付くことができます。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。

アサンプション国際中学校高等学校は、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。

施設のご紹介
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2
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4

誠実 隣人愛 喜び
世界の平和に貢献する人の育成

学院の
モットー 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開
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。
（聖マリ・ウージェニー）

制服（夏服） 制服（冬服） 体操服

中庭

人工芝グラウンド 聖堂 食堂

体育館 生徒玄関 図書館

Future Room
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