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― 本校の特色 ―

伯太高校は、次代に必要な知力・体力・人間力を伸ばし、地域社会に貢献できる人材を育てます。

知力・体力・人間力！

《自ら学ぶ力》

進路(自己)実現をめざす！

《セルフ・コントロールの力》

人権感覚と豊かな人間性！

《人間関係づくりの力》

一人ひとりの
個性や進路に

あった学習が可能総合学科の長所を活かして、生徒の興味・関心を

引き出し、学ぶ楽しみと意欲をはぐくんで、生涯に

わたって土台となるべき「知力・体力・人間力」と、

そのための《自ら学ぶ力》を育成します。

一人ひとりの生徒に応じたきめ細かな教育活動を

実践する中で、生徒が自ら着実に人生設計し、進

路実現（自己実現）していくための《セルフ・コント

ロールの力》を育成します。

生徒のセルフエスティーム（自尊感情）をはぐくみ

つつ、社会の一員としての公共心とともに、豊かな

人間関係・社会関係を自ら形成していくための《人

間関係づくりの力》を育成します。

スポーツ系列 ライフスタイル系列 文理探究系列

商業や観光に関する科目を幅広く実践的

に学習し、様々な発想や考え方を知り、

資格を取得することにより自らの可能性

を広げていきましょう。

科目例：「ビジネス基礎」「マーケティン

グ」「観光Ⅰ・Ⅱ」「時事問題」「多文化理

解」「ワールド＆イングリッシュ」

ビジネス・観光系列

キミがセカイをひろげよう

アプリケーションソフトの利用技術・情

報活用能力を高めるとともに、実験や演

習による実践的授業により、これからの

情報活用や科学の発展について考えてい

きましょう。

科目例：「表計算・文書作成」「情報の表

現と管理」「サイエンスアカデミー」「サ

イエンスラボ」

ＩＴ・サイエンス系列

科学技術とともにくらす

健康に関する幅広い知識を習得するとと

もに、様々な種目のスポーツの活動を通

して、自らの体力や技術を高め、スポー

ツを科学していきましょう。

科目例：「アスリートⅠ・Ⅱ」「ライフロ

ングスポーツ」「スポーツコンディショ

ニング」

明日をリード☆アスリート

保育・福祉・芸術・家庭の知識と技能を

総合的に学び、これからの自分の生き方

を考えていきましょう。

科目例：「子どもの発達と保育」「社会福

祉基礎」「キーボード演習」「造形演習」「実

用書」「くらしと知識」「フードデザイン」

あなたに『生きる力』を

各教科目について、より深く学び、演習

を中心に探究的に学習することにより、

さらに高度な学びへとつなげていきま

しょう。

科目例：「文学概論」「国語探究」「古典

文法」「数学探究」「英語探究」「英語演習」

「上級国語演習」「化学セミナー」

※科目名は平成２８年７月時点での仮称です。

探究心が未来を拓く



― 教育課程 ―

『自分だけの時間割』について

「１０人の生徒」に
　　　　「１人の先生」※１

☆

特色ある学習支援☆

ＣＯＬＵＭＮ
外部講師･教員による面接練習

朝学習

ＶＯＩＣＥ
私はテニス部に所属して

います。伯太高校のテニ

ス部に入って、人と接す

ることを学びました。た

くさんの人と、そしてた

くさんの自分と出会えま

した。皆さんにも、伯太

高校そしてテニス部に入

って多くの学び・出会い

の機会をもって欲しいと

思っています！
木戸綾香

（３８期生）

勉強合宿
充実した
ＩＣＴ環境

少人数
習熟度別授業

なんでも
自由にとれる

自分自身の未来の
ために必要

ココ大事！

２年次、３年次には多くの選択科目の中から、自分の希望進路に応じて選択します。

しかし、以下のことから、『なんでも自由』というわけではないので、注意してください。

　①希望する進路の可能性を広げるための指導

　②進路選択を広げるため、大学進学も視野に入れた指導

　③講座による人数制限

　④希望する科目が同じ曜日・時間で重なっている場合

伯太高校では教員ひとりに対する生徒数が全国の平均約１４人より

も少ない値になっています。※２伯太高校では、生徒一人ひとりに

あったきめ細かい指導ができるということを意味しています。生徒

の個性をしっかり受け止める教員が揃っています。

毎朝ＳＨＲの中で、朝学習に学校全体

で取り組んでいます。国語・数学・

英語の基礎学力の向上を目標に、主

体的に考え、学ぶ態度を養っていま

す。

毎年夏休み中に、希望者を対象に「勉

強合宿」を２泊３日で行っています。

国語・数学・英語を中心に普段の授

業をさらに発展させた内容を身につ

けることを目標にしています。

全ての普通教室にプロジェクター、

スクリーンを配置しており、視覚的

効果を最大限に利用して授業を行っ

ています。ＬＡＮ教室が２部屋と、

ノート型ＰＣやタブレット型ＰＣが

使える部屋も２部屋あります。

１年次の数学と英語では、２クラス

を３つに分けて少人数習熟度別授業

を実施しています。生徒一人ひとり

の理解度に応じて、個別にていねい

に教えることで学力向上と応用力の

伸長を図ります。

※１ 講師・スクールカウンセラー等も含む　※２ 文部科学省「平成２７年度学校基本調査」

３年生全員対象に面接練習を行い

ます。就職・進学を問わず、複数

回の面接練習を行うことで、進路

に対する意識を高めます。より完

成された面接対応をめざすこと

で、内定獲得に繋げています。

※７時間目について　文理探究系列で希望する生徒は、数学・英語の授業を週２回、７時間目に受講することが可能です。

※国語・数学・英語の単位数について　１年生は標準単位数より各科目を 1 単位ずつ増やし、週１３時間学習できます。

※カリキュラムについて　「生物基礎」を選択した場合、自由選択科目で「物理基礎」もしくは「地学基礎」を選択する必要があります。

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

１年 保健 ＨＲ

２年 保健 ＨＲ

３年

総
合
的
な
学
習

ＨＲ

コミュニケーション
英語Ⅰ

家庭基礎
社会と
情報

産業
社会と
人間

数学Ａ
or

基礎
からの
数学

科学と
人間生活

or
生物基礎

体育
希望者

選択科目
２単位

希望者
選択科目
２単位

音楽Ⅰ
or

美術Ⅰ
or

書道Ⅰ

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ
系列・自由選択科目１２単位

総
合
的
な
学
習

現代文Ｂ 世界史Ａ 体育
ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

系列・自由選択科目２０単位

国語総合 現代社会 数学Ⅰ 化学基礎 体育

現代文Ｂ
地理Ａ

or
日本史Ａ



― 進路指導 ―

　きめ細やかで、一人ひとりにあった、進路指導を教員全員で力強くサポートします。

「やりたい」が
　　　 見つかる

進路適性検査
１年生対象の進路適性検査は、将来の進

学・就職に向けてじっくり考える機会を

持つために行っています。自分はどんな

勉強がしたいのか、どんな進学先がある

のか、就きたい職業を実現するためには

何をすればいいのか、このような疑問に

対するヒントを得ることができます。

夏の進路体験

大学見学会
夏の進路体験のメニューのひとつに桃山学院

大学等への大学見学会を用意しています。大

学を訪問し模擬講義等に参加することで、自

分の進路について具体化していきます。（平成

２５年度は参加者が１９名でしたが、平成２

７年度は５３名の生徒が参加しました。）伯太

高校生の進学意識が少しずつ高まっています。

総合学科スタートに伴い、さまざまな機能を備えた「進路相談室」を整

備しました。自主学習を支援できるスペースを確保するとともに、いつ

でも気軽にインターネットで必要な進路情報を得ることができるように

複数台のパソコンを配置しました。「進路相談室に行けば、進路に関す

る情報が全てわかる！」という環境を整えています。

毎年、１年生を対象に「伯太進路フェスタ」

を実施しています。大学や短大、専門学校な

どの先生に伯太高校に来ていただいて、体験

型の授業を行う進路行事です。大学・短大の

説明会（体験授業）、職業理解のための説明

会（専門学校の体験授業）、就職のための説

明会の３つに分かれ、講座は約４０種類もあ

り、その中から２つ受講します。

ＶＯＩＣＥ
自動車に興味を持ち、

トウメイ株式会社に就

職しました。泉大津で

新車のコーティングを

しています。小さな積

み重ねが大きくなり、

将来に繋がったと思い

ます。社会人として恥

じぬよう頑張っていき

たいと思います。
下内 春哉

（３５期生）

㈱ TOUMEI

伯太進路フェスタ

多くの生徒は、高校入学後も進学希望か

就職希望かはっきりしておらず、高校生

活を送るなかで将来のイメージを明確に

し、具体的な目標を定めています。ただ

し、どの進路を選ぶにしても、基礎的な

学力が必要になってきます。本校では、

進路をめざす「土台づくり」として、基

礎力診断のテストなどの外部試験も活用

しています。

各学年で基礎力診断のテストを実施し、

年間の方針を考えます。また、大学・短

大などへの進学、看護系、公務員等への

道に向け、各種模試を学校で受験する機

会を設けています（希望制）。自分の未

来が「進学」の先にあると考えている生

徒にむけて、様々な場面で実力をはかり、

考える機会を用意しています。

伯太高校では色んな企業への就職実績が

あります。自分にはどんな仕事が向いて

いるのか、みんなが０から探します。そ

の為に１年生の頃から様々な体験・調査

を行い、希望の就職先を見つけていきま

す。３年生では学校内での面接練習や試

験対策を行い、皆さんの就職を学校全体

で応援しています。

０からの就職を
　　　全力で応援！

ＶＯＩＣＥ
就職に役立ったと思うことは、３年間部活を
してきたことです。礼儀が身に付きましたし、
面接で声を大きく出さないといけない時や、
面接の質問の答えを考える時にも役立ちまし
た。就職を目指すならば、部活、学校を休ま
ないこと、勉強など、普段の高校生活をしっ
かり頑張っていくことが大切だと思いました。

浦　佑弥（３８期生）

三井化学㈱大阪工場

ＶＯＩＣＥ
私はスポーツトレーナーになるために専

門学校で勉強しています。伯太高校には

スポーツや健康について学ぶ授業があり、

その授業に取り組むうちにもっと詳しく

なりたいと思うようになり、スポーツト

レーナーをめざしています。将来につな

がる授業を選ぶことができるのも伯太高

校の特色だと思います。

近藤　勇介（３６期生）

大阪リゾート & スポーツ専門学校

その他にも・・・

未来を拓く―進学―

ＶＯＩＣＥ
現在、佛教大学で歴史を勉強しています。

西洋史、東洋史、日本史を勉強して将来は

社会科教員をめざしています。高校生の時

は、進路を考えるのが遅く、ギリギリになっ

て考え始めてしまいました。一度きりしか

ない高校生活、楽しく過ごすのが一番です

が、伯太高校で早くから進路を考えて、将

来に向けて努力していくことをおすすめし

ます！
山口　葵（３６期生）

佛教大学　歴史学部

ＮＥＷ！



国際教養

経済

法

経営

社会

大阪樟蔭女子大学

大阪大谷大学

大阪学院大学

大阪河崎リハビリ大学

佛教大学

桃山学院大学

大阪商業大学

大阪人間科学大学

大阪保健医療大学

関西医療大学

関西国際大学

四天王寺大学

大阪観光大学

大阪経済法科大学

プール学院大学

相愛大学

太成学院大学

帝塚山学院大学

梅花女子大学

羽衣国際大学

阪南大学大阪国際大学

大阪産業大学

四年制大学

関西外国語大学

大学・短大進学実績☆

専門学校進学実績☆ 就職実績☆

着実に伸びている
大学進学率

Ｔｉｍｅ ｗａｉｔｓ ｆｏｒ ｎｏ ｏｎｅ

　　― 時は待ってくれない ―

ＣＯＬＵＭＮ

高校での３年間は本気で勉強して、自分の可能性を広げ将来の生き方を探

る時間 ( とき ) です。夢に近づくために自分はどうすればいいのか、自分

は現実の社会でどう生きていくのか、大人になって社会にどう貢献するの

か、家族と話し合い、先生や先輩の話を聞きながら考える時間 ( とき ) です。

伯太高校にはさまざまな期待に応える授業が準備されていますから、進路

を考える上でもたいへん恵まれています。それぞれの科目を真剣に学ぶこ

とが、自分の得意分野を伸ばし、苦手だと思っていたことをそれほどでも

ないと思えるようにします。多様な学習の中から興味の持てることや、深

く調べてみたいと思えることを発見することもあるでしょう。伯太高校で

は卒業後進学する人もいれば、就職する人もいます。さまざまな進路につ

ながる伯太高校で学んで自分の将来像を描いてみてはいかがでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進路指導部

ＶＯＩＣＥ
私が看護師になろうと思ったのは、高一の

６月くらいのことで、人の役に立てるよう

な仕事に就きたいという思いからでした。

それからは、基礎学力部に入り、毎日放課

後に国語、数学を勉強しました。少しでも

高い評定をとることを目標に、普段の学校

生活も頑張りました。

奥村　春菜（３８期生）

河崎会看護専門学校

ＶＯＩＣＥ
私は関西外国語大学の英米語学科を受験しました。英語が好きだっ
たので二年生の時の担任の先生にオススメしてもらいこの大学に
決めました。大学を決めたのは高校二年生の春でしたが三年生の
春までは英単語を覚えるぐらいしか勉強をしていなくて本格的に
勉強を始めたのは 9 月からでした。勉強を始めるのが遅かったの
もあり、過去問は 1 度も合格点に届きませんでした。受験までは
毎日長文を読んだり、文法の問題集を解いたり、授業中も横で単
語帳を広げて分からない所は英語の先生に放課後教えてもらった
りしていました。受験一週間前初めて過去問で合格点を超え、無
事に行きたかった学科に合格することができました。先生が伯太
高校から受かった人がいないと言っていたのでもう無理と何度も
思ったけど最後まで諦めずに頑張ることができて良かったです。
私の将来の夢は高校の英語の先生です。伯太高校で出会った先生
の様に生徒に信頼される様な先生になるため、大学ではアメリカ
に留学してより英語力を磨きたいと思っています。もう進路が決
まった人、決まっていない人も将来自分がどうなりたいかを想像
してみてその夢に向かって全力で頑張って高校三年生後悔のない
ようステキな 1 年を過ごして下さい。

梶原　千聖（３７期生）

関西外国語大学　外国語学部英米語学科

就職決定率１００％！
就職後満足度

８０％以上！

大阪千代田短大

大阪夕陽丘学園短大

堺女子短大

東大阪短大

短期大学

大阪芸術大学短大部

大阪健康福祉短大

大阪城南女子短大

大阪女子短大

大阪成蹊短大

プール学院短大

保育・教育
大阪健康ほいく専門学校　大阪教育福祉専門学校　大阪こども専門学校
大阪社会福祉専門学校　南海福祉専門学校

分野 専門学校

医療・看護
大阪医療技術学園専門学校　大阪医療福祉専門学校　近畿医療専門学校
国際東洋医療学院　東洋医療専門学校　履正社医療スポーツ専門学校
美原看護専門学校　河﨑会看護専門学校　久米田看護専門学校

工業・自動車
大阪コンピューター専門学校　大阪工業技術専門学校　修成建設専門学校
阪和鳳自動車工業専門学校　大阪航空専門学校　中央工学校OSAKA

商業・実務 大原簿記法律専門学校　大阪医療秘書福祉専門学校　大阪ＩＴ会計専門学校

文化・教養
大阪総合デザイン専門学校　大阪アニメーションカレッジ専門学校
大阪社会体育専門学校　大阪リゾート＆スポーツ専門学校　大阪文化服装学院
上田安子服飾専門学校　駿台観光＆外語ビジネス専門学校

栄養・調理 大阪調理製菓専門学校　辻調理師専門学校

美容
関西美容専門学校　ル・トーア東亜美容専門学校　小出美容専門学校
グラムール美容専門学校　大阪ビューティーアート専門学校

飲食 がんこフードサービス㈱　　大起水産㈱　　㈱トリドールジャパン　　㈱藤丸

看護・介護 おおとり福祉会　　三和会永山病院

事務
光南鉄工㈱　　㈱サンデリカ関空事業所　　シャープ化学工業㈱
福山通運㈱　　㈱ベストライフ

販売
㈱加賀麩不室屋　　㈱コノミヤ　　㈱ザラ・ジャパン　　㈱下鴨茶寮
上新電機㈱　　㈱ダイヤ　　㈱ティーガイア　　㈱ピーシーポート
㈱フェイス　　㈱マリークワントコスメチックス　　㈱万代　　㈱Minadia

技能

NTフィルム㈱　　大阪富士工業㈱　　㈱オンテックス　　㈱キョウデン
㈱きんでん　　KS電設㈱　　堺ディスプレイプロダクト㈱　　㈱昭和食品
㈱Shinmei Delica　　泉北産業㈱　　東亜テクニカル㈱　　㈱日万産業
㈱野村製作所　　府中大寺屋　　丸一鋼管㈱　　三井化学㈱　　山崎製パン㈱

営業 ㈱オンテックス

サービス

アートコーポレーション㈱　　大江戸温泉物語㈱ 大阪デリバリー㈱
カネボウ化粧品販売㈱　コウノイケ・エアポートサービス㈱
南海電鉄グループ　サザントランスポートサービス㈱
㈱ジェイアール西日本フードサービスネット
㈱ジェイ・エス・エス　ジャパンパレック㈱　ダイシン物流㈱　吉川運輸㈱

分野 就職先

大学・短大に約２０％、専門学校に約３０％

とほぼ２人に１人が進学しています。就職に

ついても、日々の授業や部活動を通して培っ

た力を活かして、地元の企業などへ数多く採

用されています。（４年制大学では、地元の

桃山学院大学への進学がここ数年急激に上昇

しています。）

※学校紹介就職に限ります。

※平成２８年度までの実績



４月

　○入学式

　○クラブ紹介

　○校外学習

５月

　○授業ガイダンス

　○中間考査

６月

　○体育祭

　○保護者懇談会

１０月

　○中間考査

１１月

　○伯太祭

１２月

　○期末考査

　○冬の人権企画

　○修学旅行

１月
　○３年スポーツ大会
　○３年学年末考査

２月

　○１･２年
　　スポーツ大会
　

　○１・２年学年末考査

３月
　○卒業式
　

７月
　○期末考査
　○夏の人権企画
　○勉強合宿
　○大学見学会

８月
　○インターンシップ
９月

　○修学旅行

― 学校行事 ―

一人ひとりが主役になって楽しめる年間行事が、たくさんあります。

Ｔｉｍｅ ｗａｉｔｓ ｆｏｒ ｎｏ ｏｎｅ

　　― 時は待ってくれない ―

たくさんの未来を体で感じようＣＯＬＵＭＮ
年間行事のひとつとして、１･２年生全員が取り組む「夏の体験」があります。特に、２年生は「夏の

進路体験」として自分にあった進路に関するものを選びます。大学・短大・専門学校の見学や体験会、企業・

福祉施設などの見学や体験会、外部講師による就職向けセミナー、保育所での保育体験などがあります。

体験後、プレゼンテーションソフトやレポートにまとめて発表し、そこで得た教訓を共有する実践をし

ています。自分らしさと自分の人生の大切さを自覚させつつ生徒の自己実現を支援することを教育活動

の総体としてめざしています。

* ４月～６月 *

Ｐｉｃｋ ｕｐ！

伯太高校の体育祭は、

クラスや学年を越え

た「団対抗戦」で大

いに盛り上がる！

* １０月～１２月 *

Ｐｉｃｋ ｕｐ！

クラスごとに模擬店・

飲食模擬店・舞台・制

作発表に取り組んでい

ます。各クラスで出し

合ったアイディアと団

結力を、全力でぶつけ

合おう！

* １月～３月 *

* ７月～９月 *

自分たちが主役となっ
て、修学旅行を運営し
よう！これまでに、沖
縄県や北海道などに
行ったよ！君たちはど
こに行くのかな～？

各学年、クラス対抗でドッジ
ボールなどを行う！どのクラ
スもめざすは優勝！真剣勝負
の白熱したクラスマッチが繰
り広げられる！

Ｐｉｃｋ ｕｐ！

Ｐｉｃｋ ｕｐ！

※学年によって、修学旅行の
　時期は異なる場合があります。



― クラブ活動 ―

問題１．ソフトボール部について答えなさい。
説明．

個が光る集団をめざして

ＣＯＬＵＭＮ

★運動部

★文化部

授業や部活動だけでなく、学校行事などの生

徒会活動にもエネルギーを注いでいます。体

育祭では、学年の枠を超えた『団』のもと一

致団結し、リレーや綱引き、応援パフォーマ

ンスなど競技や演技で総合優勝をめざします。

秋の伯太祭では、クラス全員参加で舞台発表

や模擬店企画に挑戦します。夏休み前からの

検討・準備・練習の中で多くの苦労や困難を

経験しながら、本番当日に想像力・創造力の

成果を発揮します。伯太祭は中学生の皆さん

も入場できるので、ぜひ中学校の先生に声を

かけてみてください！また、月に１度、昼休

みに伯太オリジナルイベント「ＨＡＰＰＹ企画」

を開催しています。有志によるダンスや歌な

どのパフォーマンスで昼食後の時間に華を添

えます。伯太高校では学校行事やイベントを

通してチームワークやリーダーシップ、表現

力や勝負強さを育み、「個を生かすことのでき

る集団作り」を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　生徒会指導部

　

陸上競技部　ソフトボール部（女子）　硬式テニス部（男子・女子）　バスケットボール部（男子・女子）

バレーボール部　サッカー部　柔道部　卓球部　剣道部　バドミントン部　硬式野球部

ガラス棒を溶かして、とんぼ玉を作っています。

ガラスが重なって模様となり、華やかな玉が出来

上がっていきます。専門の講師の方から指導して

いただけるので、興味のある人は大歓迎！できた

作品は展示会に出展したり文化祭で販売しており、

毎年人気となっています。

サッカー経験者を中心として、競技経験のある顧問のもと、厳しく練習に取り組んでいます。団体競技

ならではの「チームワーク」を重視した体制を作っています。キャプテンが中心となって、チーム一丸、

各大会での上位入賞を狙っています。

楽しい仲間とともに、厳しい練習を乗り越えています。経験者も初
心者も、上級生や専門的知識を持つ顧問の指導を受け、日々成長中
です。さまざまな楽しいことや辛いことを、チームで乗り越えるこ
とで、数々の大会で上位入賞を果たしました。チーム全員「文武両道」
を掲げ、学習にも励み、精力的に活動しています。

演技だけでなく脚本、道具類の製作、音響、照明

なども自分たちでしているので大変ですが、外部

講師の先生の指導も受けながら頑張っています。

最近では平成２６年と平成２８年に、地区大会を

勝ち抜き大阪府大会に出場することができました。

毎週水曜日に、被服室では手芸の小物作りに励

み、調理室ではお菓子作りや季節の食材を使っ

た献立を調理し楽しく試食する・・・こんな活

動を続けています。部員の自主的な活動が多く、

伯太祭では小物や焼き菓子を販売しています。

実績．Ｈ２７年度　春季公立研修大会５位・春季大会ベスト１６・夏季公立研修大会４位・南河内研修大会優勝

Ｈ２８年度　春季公立研修大会５位

問題３．陸上競技部について答えなさい。

運動部一覧

説明．競技経験のある顧問のもと、春のインターハイ、夏の大阪高校総体、秋の秋季大会、冬の駅伝での上位入
賞を目標として活動しています。入部前の選手の経歴は様々ですが、チームの「和」を大切に、楽しむこ
とを忘れず、日々真剣にトレーニングに励んでいます。また、他校との合同合宿（春休み、高知市春野）、
合同練習など、選手・コーチどうしの交流も積極的に行っています。

実績．Ｈ２７年度

阪奈和大会入賞２名・大阪インターハイ入賞・国体予選入賞・大阪総体入賞２種目・全国大会出場

Ｈ２８年度

阪奈和大会入賞１名・大阪総体入賞１名・大阪高体連強化選手１名・全国大会出場 2 名

問題２．サッカー部について答えなさい。
説明．

実績．Ｈ２７年度　大阪高校総合体育大会サッカーの部 出場・堺市種目別大会サッカーの部 出場

問題４．ガラス工芸部について答えなさい。
説明．

メーキング部　演劇部　ガラス工芸部　吹奏楽部　ボランティア部　写真部　美術部

軽音楽部　コンピュータ部　天文部　放送部　茶道部　基礎学力部　ダンス部

書道部　ギターアンサンブル部　文芸部　Ｗａｉｗａｉ多文化部　図書部

問題５．演劇部について答えなさい。

文化部一覧

説明．

問題６．メーキング部について答えなさい。
説明．



HA
KA

TA
 

Hi
gh
 

Sc
ho

ol
 

 

H 普通ヨコ開き 8 頁 

 
 

 

ハ-SGGK-O1 

【材質】表紙・本文：夢 

【内容】学校紹介 

製造元：大阪府立伯太高等学校広報委員会 
〒594―0023 大阪府和泉市伯太町 2 丁目 4 番 11 号 

TEL：0725-45-9321  FAX：0725-45-3723 
 
アクセス：
URL：http://www.osaka-c.ed.jp/hakata/

JR 和泉府中駅より北東へ約1km 
和泉警察署横 


