国公立大学進学のための高校特集

関西大倉高等学校
・特進Sコース

東大、
京大、
阪大など最難関を目指す少数精鋭
体制で仲間と共に高め合う。
目指すは
「頂点」
、
最
難関クラスの国公立大学へ。
高い目標を抱くか
らこそ成長できる環境と、
それを可能にする
バックアップが強みです。
原点となる動機を心の奥から掘り起こし阪
大、
神大をはじめ全国の難関国公立大学へ。
なぜ
難関国公立大学を目指すのか。
なぜその大学を
選ぶのか。
そんなスタートから共に考え、
ハイレ
ベルかつ主体的な進路選択を大切にします。

・総合コース

国公立大学も私立大学も視野にあらゆる可能
性を見据え自分らしい未来を見つけ出す。
たく
さんの経験を重ねながら、
じっくり進路や将来
を考えていきたい。
そんな十人十色の未来に手
厚く応える、
バリエーション豊かなコースです。

近畿大学附属高等学校

POINT 04

英語の教育に注力している

体験学習など学校行事が充実

2021年1月の大学入試から「思考力・
判断力・表現力」を重視した「大学入学共
通テスト」
（別項参照）が導入されます。
中でも英語は、学習指導要領で「読む、聞
く、話す、書く」の4技能の習得を目標と
していることから「リーディング」
「 リス
ニング」の配点が均等に。今年度の入試
では民間英語検定の活用が先送りされ
ましたが、一部の大学・学部では独自に
活用するところもあります。このため英
語教育に力を注いでいるかどうかは、高
校選びの重要なポイントに。ネイティブ
講師の授業や民間英語検定の資格取得
サポートなど、学校ごとの取り組みはさ
まざま。高校の情報収集をする際は、英
語教育の内容にも注目しましょう。

厳しい国公立大学受験に立ち向かう
た め に は、途 中 で く じ け な い モ チ ベ ー
ションが必要。そんなとき将来の目標が
あれば、がんばる力を後押ししてくれる
でしょう。目標を見つけるためにも、3年
間の高校生活でいろいろな体験をさせ
て く れ る 学 校 を 選 ぶ こ と が 大 切。例 え
ば、海外研修や学外での体験学習、コン
テストへの参加など、多くの行事を用意
している学校は、成長できる機会を与え
てくれる学校です。体験することで、自
分のやりたいことが見つかる可能性も。
各学校の行事予定表には研修やイベン
トの記載があるので、ホームページや学
校案内で調べておきましょう。

平成24年、それまでのコースを大胆に
再編。３つの文理コースでは、国公立大
学合格に向けた取り組みに更に磨きを
かけています。週39単位のカリキュラ
ム、
着実なステップを登るための小テス
ト、自律的な学習を促す自習室の開放。
文理コースの卒業生たちは、
東大・京大・
阪大などに合格し、それぞれの夢に向
かって進んでいます。
常に挑戦を続ける
本校で、
未来を変える確かな手応えを感
じて下さい。

POINTの

まとめ

行きたい高校が見つかる！オープンスクールで情報収集を
校 風、進 学 実 績、英 語 教 育 の 取 り 組 み、学 校 行 事 の4つ の ポ イ ン ト を 確 認 す る に は、
オープンスクールや説明会に参加するのがいいでしょう。各学校の先生と直接会え、詳
しく説明を聞くことができる絶好の機会です。学校に足を運ぶことで、学内の雰囲気や
校風も確認できます。保護者と一緒に出掛け、自分に合う学校をチェックしてもらうの
もいいでしょう。しっかり情報収集し、自分にぴったりの学校を選びましょう。

〜思考力、
判断力、
表現力を重視〜

関西の国公立大学一覧表（順不同）
大学名

2021年1月から始まる

「大学入学共通テスト」
「大学入試センター試験」
（以下、
センター試験）
に代わり、
2021年
1月からは
「大学入学共通テスト」
（同、
共通テスト）
が実施されます。
国公立大学の入試は、
主にこの共
通テスト
（1次試験）
と個別学力検
査
（2次試験）
で構成されます。
共通テストで出題されるのは6
教科30科目。
多くの国公立大学で
は、
そ のうち5〜6教 科・7科目 が
課されます。
課される科目は各大
学・学部により異なります。
センター試験から共通テストに
移行するにあたり、
変更されるポ
イントは、
①思考力、
判断力、
表現
力などを発揮して解くことが求め
られる問題を重視②英語4技能
（読む・聞く・話す・書く）
のバラン
ス良い習得を測るためリーディン
グとリスニングの配点を均等化
（各100点・計200点 ）
など。
受験
科目は、
各大学のホームページで
調べることができます。
気になる
大学の受験科目は高校を選ぶ前に
調べておきましょう。

学部名

理系

教育
理、医、歯、
薬、工、基礎工
京都教育大学
教育
京都工芸繊維大学 工芸科
理、医、薬、総合人間
京都大学
教育、経済、工、農
理、医（※1）、
工、農、海洋政策科
神戸大学
(仮称)、
国際人間科
兵庫教育大学
滋賀医科大学
医（※1）
教育、
滋賀大学
データサイエンス
大阪教育大学

大阪大学

清風高等学校

文系

教育
文、人間科、
外国語、
法、経済
教育
総合人間、文、
教育、法、
経済
文、法、経済、経営、
海洋政策科(仮称)、
国際人間科
学校教育
教育、経済、
データサイエンス

教育
教育
理、生活環境
文
システム工、教育 教育、経済、観光
工、
医
（※1）
、 商、経済、法、文
大阪市立大学
（※2） 理、
生活科
現代システム科学域
大阪府立大学
（※2）生命環境科学域、
工学域、地域保健学域
京都市立芸術大学
美術、音楽
京都府立医科大学 医（※1）
京都府立大学
生命環境
文、公共政策
福知山公立大学
地域経営、情報
神戸市外国語大学
外国語
神戸市看護大学 看護
環境人間、国際商経、
環境人間、
兵庫県立大学
看護、工、理
社会情報科
環境科、
人間文化
滋賀県立大学
工、人間看護
奈良県立医科大学 医（※1）
奈良県立大学
地域創造
和歌山県立医科大学 医、保健看護、
薬（※3）
奈良教育大学
奈良女子大学
和歌山大学

公立

・Super文理コース
・特進文理コースⅠ
・特進文理コースⅡ

別項

国立

・特進コース

POINT 03

2020/7/26現在
※1 医学部に看護系の学科・専攻あり
※2 大阪府立大学と大阪市立大学は2022年4月に統合し、
「大阪公立大学（仮称）」となる予定
※3 2021年4月開設に向け設置認可申請中

・理Ⅲ６か年編入コース

…東京大学、京都大学、
国公立大学医学部医学科をめざす。

・理数コース

…難関国公立大学をめざす。

・文理コース

…国公立大学・難関私立大学をめざす。

志望大学別に細分化されたコースを設置。
教員間でノウハウを共有しハイレベルな授
業を行います。
独自のテキストや日々の補習などで確実に
学力を強化し、徹底した受験対策で個々の
能力を最大限に引き出します。

四天王寺高等学校
・英数コース、理数コース

聖徳太子の
「和のご精神」
を教育の礎とする本
校では、
生徒一人ひとりの資質・能力を伸長さ
せ、
希望する世界にはばたける学力を身につけ
る教育を実践しております。
平素の授業から大
学受験に備え、
復習課題や小テストを課し、
学
習した内容の定着を図り、
基礎学力を充実させ
ることで、
それを土台に発展的内容に進んでい
きます。
卒業生・在校生は理科系志望が多く、
多
くの有名大学への合格実績も積んできました。

《

国公立大学245名合格
国公立大学医学部医学科67名合格

》

（令和２年度の主な進学先）

東京大学・京都大学・大阪大学・神戸大学・北海
道大学・東北大学・筑波大学・山梨大学・長崎大
学・新潟大学・金沢大学・三重大学・滋賀大学・奈
良女子大学・大阪教育大学・大阪市立大学・大阪
府立大学・京都府立大学など

企画・制作 産經アドス

関西大倉高等学校

清風高等学校

近畿大学附属高等学校

四天王寺高等学校

基本情報・アクセス

基本情報・アクセス

基本情報・アクセス

基本情報・アクセス

〒567-0052
大阪府茨木市室山2-14-1

〒578-0944
大阪府東大阪市若江西新町5 -3-1

〒543-0031
大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町12-16

〒543-0051
大阪市天王寺区四天王寺1丁目11番73号

℡ 06-6722-1261

℡ 06-6771-5757

℡ 072-643-6321
阪急宝塚線「石橋阪大前」駅
阪急千里線「北千里」駅 JR京都線「茨木」駅
阪急京都線「茨木市」駅 北大阪急行「千里中央」駅
各駅よりスクールバス運行

近鉄大阪線「長瀬」駅徒歩約20分、
近鉄奈良線「八戸ノ里」駅
徒歩約20分または
路線バス約10分「上小阪住宅前」下車

近鉄線・阪神なんば線「大阪上本町駅」
下車徒歩3分
大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目駅」下車徒歩7分
JR大阪環状線「鶴橋駅」下車徒歩12分

℡ 06-6772-6201
大阪メトロ谷町線
「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」下車
④番出口 南へ徒歩５分
ＪＲ「天王寺駅」下車 北へ徒歩10分

学校の特色

学校の特色

学校の特色

学校の特色

斬新な発想力で注目を集める近畿大学の附属高校。大学附属校と進
学 校 の ２ つ の 長 所 を 活 か し て、24年 度 の コ ー ス 改 編・25年 度 の
iPad導入、27年度には全教室にプロジェクターを設置するなど、常
に前進を指向し、大きく変化する社会で活躍できる人材の育成を目
指します。

安心・尊敬・信頼される人物の育成

○円満で深い人間性をそなえた女性を育てる
○将来希望する世界に力強く雄飛し得る学力を養成する
○個性を充分伸長できる教育を行う

進路目標に合わせた3つのコース、1コマ55分の豊富な授業時間、
手厚い補習、演習を中心に組まれた実践的カリキュラム。
この環境を活かし、多くの生徒が難関国公立大学進学を目指して
います。 現在は2022年の学園創立120周年を記念した新校舎
プロジェクトを進めています。2020年に新高校教室棟が完成 、
2021年には制服をリニューアル。
新しくなる関西大倉で、新しくなる自分を実感してください。

イベント情報
●学校説明会【要申込】
10/24（土）、11/7（土）、11/28（土）、12/12（土）

イベント情報

仏教を中心とした宗教教育を行い、安心・尊敬・信頼され、社会に貢献する人物の
育成を建学の精神としている。学校生活においては、生徒一人ひとりに対応した
きめ細かな指導を行っている。その一環として、理Ⅲ６か年編入コース・理数コー
ス・文理コースの3つのコースに分かれ、学習到達度に応じたクラス編成を行い、
効果的に学習を進めている。クラブ活動では毎年多くのクラブがインターハイは
じめとする全国大会に出場し、優秀な戦績を収めている。また、100㎞歩行や富
士登山など多彩な行事を通じ、豊かな人間力を養っている。

【学校説明会】

イベント情報

第1回…11月7日（土） 14:00〜15:30
近畿大学11月ホール
第2回…12月5日（土） 14:00〜15:30
近畿大学記念会館

●入試説明会…9/19（土）、11/14（土） 14：30〜
●オープンスクール・説明会…10/18（日） 9：30〜
●個別相談会…12/6（日） 10：00〜15：00

〜聖徳太子の和のご精神を礎とする信念ある女性の育成をはかる〜

【大きな夢への実現 −未来を開く− 】

◆理数コース…理系の最難関国公立大学及び医歯薬学部を目指す。
◆英数コース…文系の最難関及び理系の難関国公立私立大学を目指す。
◆スポーツ・芸術コース…世界を目標に見据え、アスリートやアーティス
トへの道を究める。

イベント情報

保護者･生徒対象 入試説明会

…11月7日(土)14：00 〜 16：00

保護者･生徒対象 最終入試説明会 …12月5日(土) 14：00 〜 15：30

