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　訪日観光客が増え、街のあちこちで世界
各国の外国人を見かけるようになった近
年。日本から海外へ、海外から日本へと国
境を越えて働く人も増え、会社の中では英
語が飛び交うような企業も増えています。
　社会でグローバル化が進む中、文部科学
省では2020年から大学入試センター試
験に代わる「大学入学共通テスト」の導入
を予定。英語に限らず従来のインプット型
の学力から、よりアウトプット型の学力へ
と、求められている知識や学力が変わりつ
つあります。
　中でも英語は、従来のセンター試験で
「読む」「聞く」の2技能の評価にとどまっ
ていたのに対し、新しい「大学入学共通テ
スト」では、民間の英語資格・検定試験を活
用することで「読む」「聞く」「話す」「書く」
の4技能を総合的に評価する仕組みに。高
校3年生の4月～12月の間に、対象の資
格・検定試験　（TOEIC（R)L&R　および
S&W/TOEFLiBT/実用英語技能検定な
ど）を2回まで受験でき、その成績をもとに

※インターナショナルハイスクールの中には、日本の高等学校卒業資格を得られないところもあります。

英語教育に特化した
国際科・コースに注目

　社会や企業でグローバル化が進み「将来は世界を舞台に活躍したい！」と考える人が少
なくありません。高校生のうちに高い英語力を身につけられたら、大学受験や就職の際も
選択肢が増えますね。英語の資格取得や留学をサポートしてくれ、国際感覚も磨ける高校
選びについて注目してみましょう。

　
　英語の授業数が多く設定されているな
ど、英語教育を手厚くしている国際科や普
通科・国際コース。英語以外の教科も英語
で授業を行ったり、少人数制のアクティ
ブ・ラーニング（参加型授業）で会話力を磨
く機会を増やすなど、語学をマスターする
ための環境が用意されています。中には、
担任の先生がネイティブ教員という学校
も。また生徒全員がタブレット端末を持
ち、ICT（情報通信技術）を活用した自主学
習を行うなど、先進的な学びを用意する学
校もあります。このほか、将来の留学に備
え、日本文化を学ぶ場が設けられているな
ど、国際的に活躍するための学びが充実し

ています。
　さらに帰国子女や外国籍の生徒が中心
の“インターナショナルハイスクール”で
も、海外生活を経験したことのない日本人
生徒を受け入れているところが。このよう
な教育機関では、授業がすべて英語で実施
される学校もあったり、外国人の同級生が
多く英語によるコミュニケーションの機
会が多かったりと、英語漬けの学生生活を
過ごすことができます。
　いずれの学校でも英検やTOEICなど、英
語関連の資格取得のサポートに加え、それ
らを武器にした大学受験のサポートにも
重点を置いています。

国際教育に取り組む高校特集

世界で活躍するために
自分に合った高校選びを

　このように英語に特化した学校では、生
徒全員または希望者を対象にした留学プ
ログラムを用意している学校が多数あり
ます。留学期間は、目的や留学先に応じ、短
期（数週間～数カ月）から長期（1年以上）と
さまざま。
　高校生が個人で海外留学するには、準備
や現地手配、その期間の休学や費用の問題
など、面倒なことが多いのですが、学校で
用意される留学プログラムなら、そのよう
な心配は必要ありません。1年以上の長期
留学をしても、その期間中に海外で学んだ
ことを単位に反映させ、3年間で卒業でき
たり、留学期間中の日本の高校の授業料を
（一部または全額）免除してもらえたりと
優遇措置が用意されています。また現地で
のサポートもしっかりしているので、高校
生のうちに留学したいと思っているなら、
利用しない手はありません。　

国際標準と照らし合わせ、段階別評価で英
語力を測ります。
　今後は大学受験でも、就職でも、使える
英語力を身につけていることが重要視さ
れます。このため高等学校でも、英語教育
に特化した国際科を設置したり、普通科に
国際コースを用意するなど、さまざまな取
り組みが始まっています。

　国際科や国際コースを設置する学校
は多数ありますが、学校により、海外留
学の有無や留学先の国、期間、サポート
体制の違いはもちろん、学内での英語を
使った授業など、この記事で紹介した学
び以外にも、多彩な内容が学校により用
意されています。海外留学やアクティブ
ラーニングなど、ハードルが高く感じる
かもしれませんが、高校生のうちから世
界とつながることができる経験は、大学
受験だけでなく、その後の人生において
も大きな糧になります。まずは気軽に
オープンキャンパスなどに参加して情
報収集し、自分に合った学び方ができる
学校を探してみましょう。

英語関連の資格取得や
大学受験をサポート

高校生のうちに海外へ
充実の留学プログラムも
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 大阪学芸高等学校

希望進路の実現に向けたサポート体制
（放課後講習・管理自習室・駿台サテネットシステム・
E-learning教材「スタディサプリ、スタディサプリ・イングリッシュ」)
○最新のICT（情報技術）環境を完備
○2年次に海外修学旅行又は短期語学研修実施

〒558-0003
大阪市住吉区長居1-4-15

℡ 06-6693-6301
大阪メトロ御堂筋線長居駅より徒歩約7分
JR阪和線長居駅より徒歩約6分
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●国際科
　特別説明会・・・7月24日㈬
　※事前予約制（本校HPよりお申し込みください。）

■将来の進路や個性に応じた２つの学科、８つのコース
　【国際科】 ダブルディプロマコース／１年留学コース
　【普通科】選抜特進コース／特進理数コース／特進看護コース／特進コース／
　　　　　進学コース ／特技コース

→次項へ続く

【国際科2コース】
○ダブルディプロマコース（関西唯一）
　本校とカナダブリティッシュ
　コロンビア（BC）州の海外校に
　同時在籍。本校教員とBC州教員の
　授業(All English)を受け、単位認定
   されることで本校とBC州両方の
　卒業資格を取得。
　海外の大学進学に有利！
○1年留学コース
　本校独自のプログラムで1年間留学
　体験（カナダ、ニュージーランド）。
　単位認定し３年間で卒業。
　留学期間中の本校の授業料は
　いただきません。

今春「国際科」誕生！

　・世界で“活躍できる人”になる！
英検の実績・３０年にわたる多彩な海外体験
プログラム　　　　
【1】１７年連続英検１級合格
　英検１級３名  準１級８０名  ２級３２６名 
　準２級４６０名
   （２０１８年在籍６６９名調べ)
【2】海外体験・国際交流プログラム
　・ニュージーランド、カナダへの１年間留学
　　　　　　　　　　　　　　 （国際科全員）
　・５週間のニュージーランド短期留学

（英語進学コースオプション）
　・１７日間のカナダ、イギリス研修

（高校１・２年生オプション）
　・ニュージーランド修学旅行    （普通科2年）
　・シンガポール修学旅行   （スポーツコース）

大阪薫英女学院高等学校
基本情報・アクセス

学校の特色

イベント情報

〒566-8501
摂津市正雀１丁目４番１号

℡ 06-6381-5381（代表）
℡ 06-6381-0335（入試広報部）
阪急京都線正雀駅下車北東へ約300m(徒歩5分)
JR東海道線 岸辺駅下車北東へ約800m（徒歩10分）
URL:https://www.kun-ei.jp/　

　建学の精神（敬・信・愛）にそって創立当初から女子教育を進め、本年88年目を迎
える女子校です。国際的に活躍できる「たくましい女性」を目指し、英語教育、留学に
その特色を持ち、全国トップレベルの英検取得は大学進学にもつながっています。
　「一人で勉強しない」のフレーズは日常生活、学校活動、学習活動においても共に
友人とつながる大きな位置づけとなっています。

●普通科 文理特進コース・英語進学コース
　総合進学コース・ＳTコース

●国際科  ＳＡコース・ＳＥコース

□オープンキャンパス   7/28（日）・8/25（日）・9/29（日）・10/27（日）・11/17（日）
□留学フェア               11/17（日）
□文化祭                      9/14（土）・15（日）
□入試説明会               10/27（日）・11/17（日）・12/1（日）・12/15（日）
　　　　　　　　　　　　□個別相談会               12/7(土)・12/8(日)・12/14(土)・12/21（土）・12/22（日）
        　　　　　

12/7~22の期間は10：00~18：00まで毎日予約制の個人相談会を実施しています。

総合的な英語力を向上させるために「読む」
「書く」「聞く」「話す」の４技能を意識した英語
教育を実践しています。
○「リーディング」の授業はオールイング 
リッシュで行っています。
○「エッセイライティング」という授業では
英語で発想し、長文を書く力を養っています。
○担任または副担任がネイティブスピーカー
なので「リスニング力」が身につきます。
○「English Time」や「スピーチコンテスト」
を実施、英語で発表する機会がたくさんあり
ます。
「カナダ語学研修」「ニュージーランド長期留
学」「カナダ交換留学」も充実しています。

●国際科

本校ではネイティブ教員による「英語で英語
を学ぶイマ―ジョン英語教育」を実施してい
ます。社会科やScienceなど一部科目も英語
で学び、教科の学力をつけると共に英語力も
向上させる融合指導を実施しています。ま
た、『少人数授業』を徹底し、グループ・ディス
カッションやディベートなど参加型授業を
積極的に取り入れ、現代社会や企業が求める
「柔軟な発想力・思考力」「自ら考え行動でき
る主体性」を育みます。また一方で、国内中学
校出身生が主な募集対象である本校では、高
校生としての学力もつけるべく「国語総合」
「日本史A」などの高校科目を日本人の高校
教員が日本語で指導しており、大学受験にも
対応可能、関関同立クラスには卒業生の
28%、関西外大・産近甲龍クラスには29%と
有名大学へ高い進学実績を誇っています。　
　　　　　　

関西インターナショナルハイスクール

〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町2-9-36

℡ 06-6621-8108
JR「天王寺駅」東口より徒歩5分。
大阪メトロ御堂筋線『天王寺駅』
東改札より徒歩3分。近鉄南大阪線『大阪阿倍野橋』東改札より徒歩3分。

“英語にどっぷり浸る３年間”
「使える英語」を身につけ、TOEIC550点～850点を目指す英語教育で、関関同立、
関西外大など有名大学進学・海外留学を実現する大阪のインターナショナルス
クールです。高校教育を英語と日本語で実施。世界につながる英語・国際力を養い
ます。国内中学生、帰国子女が主な募集対象。高卒資格も可能です。学校説明会では
「生きた英語」が習得できる本校独自の教育システムや進路状況、入試などにつき
まして、 具体例を交えながら説明しております。 

基本情報・アクセス

学校の特色

イベント情報
《オープンキャンパス》
7/13㈯・7/20㈯・7/27㈯ ・8/3㈯他 各日14:30～16:10
Gareth Warham先生（イギリス）他が体験授業を担当します。

関西外語専門学校 国際高等課程

大阪府認可 文部科学省大学入学資格付与校
通信制高校との併修により、高卒資格も取得可能

 大阪国際滝井高等学校
基本情報・アクセス
〒570-0062
大阪府守口市馬場町2丁目8-24

℡ 06-6996-5691

学校の特色

イベント情報

大阪メトロ谷町線・今里筋線
「太子橋今市駅」より徒歩約8分
大阪メトロ今里筋線「清水駅」より徒歩約7分
京阪本線「滝井駅」より徒歩約5分，「土居駅」より徒歩約5分

●8/25(日)オープンスクール（申込不要）　ランチ＆スイーツもあるよ！
　10:30～12:00 将来、必ず役立つ滝井教育（全体説明）
　13:00～15:00 科・コース・クラブ体験（希望者）
●9/15(日)文化祭　9:30～14:30（申込不要）　プレゼントもあるよ！

7系統に分かれた科・コース設定で一人ひとりのニーズにあった教
育を行うために30人以下の少人数クラスを実現し、社会に貢献で
きる行動力を身につけた生徒を育てます。海外研修も盛んで、カ
ナダ語学研修(国際科)、ベトナム修学旅行(普通科）、ニュージーランド
長期留学(国際科・希望者)、奨学金付ニュージーランド短期留学（希
望者）、ベトナム医療ボランティア(希望者)、UCLA研修ツアー (希望
者)、ケンブリッジ研修(希望者)、オーストラリア語学研修(希望者)
を実施、グローバルな視野を身につけます。


