
 

 



２つの専門コース と 総合系！！ 
北かわち皐が丘高校は、普通科総合選択制から２つの専門コースを設置した普通科の高等学校に変わりました。 

２つの専門コースとは、英語アドバンスト専門コースと理数アドバンスト専門コースで、Ａｄｖａｎｃｅｄ 

という英単語は、「高等の」「上級の」という意味です。 

専門コースは、英語や国際交流に関わることがら、あるいは理科・数学に関わることがらに興味・関心をも持ち、

将来その方面に進みたい人を対象にしています。専門コースを選択しない人は、総合系に進むことになります。 

なりたい自分を、探る！ めざす！ 実現する！ 
１年生では、全員が共通の科目で、基礎・基本をしっかりと学びます。（芸術のみ、音・美・書・工芸から選択） 

夏から秋にかけて、２年生でどちらの専門コースに進むのか、または総合系に進むのかを、担任団による丁寧な

ガイダンスを重ねたのちに選択してもらうようにしています。 

自分は将来どのような職業に就くのかをしっかりと見定め、何を勉強したらよいのかを決めることができるよう、

総合学習の時間を中心にガイダンスを行います。実際に社会人の方の話を聞く機会も設けています。 

２、３年生でも大学キャンパスツアーや「コース別進路説明会」「進路実現ガイダンス」などを通して将来を考え、

なりたい自分をめざし、努力し、実現できるようサポートします。 

１週間 32時間授業 
１週間の授業は 32 時間。英語は少人数制の授業を実施。また、夏休みの補充授業も含め、基礎学力の充実を

はかり、進路実現を可能にします。１週間のうち月曜日と水曜日が７時間目のある日です。 

カリキュラム 

 

学費 （1年次に必要な学費 令和２年度分） 

  入学料 ５,６５０円 

 授業料 月額 ９,９００円 年額 １１８,８００円（年収９１０万円程度未満の場合就学支援金制度で無償） 

諸費等（学年費・ＰＴＡ会費など）  42,000円      修学旅行積立金  １１０,０００円 

日本スポーツ振興センター掛金    １,９３０円      教科書・副読本   ２５,０００円程度 

体操服・体育館シューズ・上履き  ２０,０００円程度    制服（男女とも）  ６０,０００円程度 



 



 

進路指導スケジュール 

１年   ２年   ３年   

 実力テストと振返り（年３回）  実力テストと振返り（年３回）  実力テストと振返り 

 進路適性検査と振返り  進路希望調査  就職ゼミ 

 専門コース・総合系説明会  進路適性検査と振返り  コース別進路説明会 

 選択科目説明会  選択科目説明会  看護ガイダンス 

 夏期講習    探究の時間「大・短・専・就」  進路実現ガイダンス 

 夏期進路課題 夏期講習    PTA主催模試 

 社会人講話（働くとは）  夏期進路課題  看護模試 

 進路ＨＲ    進路ＨＲ    夏期講習 

 探究の時間「職業調べ」  PTA主催模試（年２回）  進路ＨＲ   

 コース別進路説明会  コース別進路説明会  校外模試   

 PTA主催模試  就職ガイダンス  模擬面接（進学、就職） 

 春期講習    春期講習    履歴書指導   

        
 

主な進路先           

大学             

    大阪教育大学 立命館大学 近畿大学  京都産業大学  龍谷大学  佛教大学  大阪歯科大学  大阪成蹊大学   

    関西外国語大学  摂南大学  追手門大学  大谷大学  大阪工業大学  大阪経済大学 天理大学 

    大阪電気通信大学  追手門学院大学  大阪産業大学  大阪行岡医療大学  森ノ宮医療大学 

    大阪学院大学  大阪国際大学  京都橘大学  大阪経済法科大学  京都外国語大学  京都文教大学   

    神戸芸術工科大学  大阪芸術大学  京都美術工芸大学  京都造形芸術大学  嵯峨美術大学   

    成安造形大学  京都精華大学  創価大学 など   

            

短大            

    関西外国語大  大阪国際大  大阪国際短大  京都経済大  大阪信愛女学院   

    関西女子短大  武庫川女子大  大阪成蹊短大  大阪夕陽丘学園  華頂短大   

    四條畷学園大  など          

            

専門学校            

    関西医大附属看護  香里ケ丘看護  行岡医学技術  近畿リハビリテーション  関西美容   

    辻調理  京都建築  大阪歯科大学歯科衛生  履正社医療スポーツ  京都製菓技術   

    大阪保育福祉  大阪モード学園 ＥＣＣコンピュータ  大阪医専  大阪医療福祉   

    大阪医療技術学園 など         

            

就職            

    小松製作所  ネッツトヨタ  大阪造幣局  天辻鋼球  柳澤製作所  エクセディ物流  ロイヤルホテル 

    日本郵便  ビューティーサロンモリワキ  ワールドストアーパートナーズ  阪急オアシス  など 

            

 



楽しくかつ鍛える  ～ 部活動紹介 ～  
各部から中学生へのメッセージと★今年の主な大会☆過去の実績を紹介します。※２０２０年7月２０日現在 

運動部 

・陸上部   

部員が引退し、現在は活動休止中です。新入部員が入り次第、活動再開します。 

 

・サッカー部 

   現在部員２５名マネージャー４名で活動しています。初心者も経験者も大歓迎。来たれサッカー部へ！ 

   ★全国大会大阪府予選  ９/５(土)～  

★Ｕ１８ 20２０年度 前期Cグループ ８/２(日)・１６(日)・２３(日) 

   ★北河内リーグ １１月～１２月末  

    

・ラグビー部 

   現在は合同チームで活動しています。昨年は少人数近畿選抜の部員がいます。ぜひ来てください。 

   ★第１００回 全国高等学校ラグビーフットボール大会 大阪府予選 9月２７日（日）～.  

 

・男子バレーボール部 

   選手１１名、マネージャー５名で活動中。チームワーク良く、１部リーグへの返り咲きめざし奮闘中。 

   ★第75回大阪高校総体兼第73回全国高校選手権大会大阪予選 ９月６日(日))  

★大阪高校新人大会 １次予選11/15(日) 

★第54回大阪府公立高校バレーボール大会 12/19(土)20(日)26(土)  

★大阪高校新人大会  ２次予選 1/24(日)31(日) 

    

・女子バレーボール部 

   現在部員11名で楽しく元気いっぱい活動しています。初心者も大歓迎です。一緒にバレーを楽しみましょう。 

   ★大阪高校選手権大会予選 9/6(日)   

       

・男子バスケットボール部 

選手１７名、マネージャー２名で、中央大会進出を目標に、日々練習に励んでいます。 

★ウィンターカップ予選選手権大会 ８/２１(祝)～ 

 

  ・女子バスケットボール部 

     １年生が８名入部し、合計１５名で、秋の公式戦に向けて日々練習しています。新入部員募集中です！ 

★ｻﾏｰﾌｧｲﾌﾞｶｯﾌﾟ8/2(日) ★合同JAPAN ｷｬﾝﾌﾟ8/8(土)  ★西地区府立校大会１０月～１１月 

★第73回大阪高等学校バスケットボール選手権大会 ９/２０(日)～ 

★さつき杯バスケットボール大会 １０月～１２月  ★大阪高等学校バスケットボール新人大会 １月 

      

  ・バドミントン部 

     大会で1つでも多くの勝利をめざし、日々練習に励んでいます。初心者でも大歓迎です。 

     ★北河内高校バドミントン競技会 ８/１２（水）～１５（土） 

     ☆第７４回大阪高等学校総合体育大会（夏の大会） 学校対抗の部 男子３回戦進出 女子２回戦進出  

 

  ・男子硬式テニス部 

     「 勝って皐が丘の名前を広める！」を目標に日々練習をしています。是非テニスコートまで。 

     ★大阪高校テニストーナメント ８/10（月）～    ★大阪高校秋季テニス大会(団体戦) ９/６(日)～  

★大阪公立高校対抗テニス大会(団体戦) 10/25(日)～ ★大阪公立高校個人戦テニス大会 11/15(日)～ 

★田村杯大阪冬季ジュニア選手権 12/19(土)～ 

☆2019年度 公立個人・サマーテニストーナメント・曽我杯：本選出場 

 

  ・女子硬式テニス部 

     「笑いの絶えない部活」です。是非一緒に楽しい思い出を作りましょう！初心者の人でも大歓迎です。 

     ★秋季テニス大会 団体戦 ９/８(日)      ★公立校テニス大会 団体戦 １０/２５(日) 

     ★公立校テニス大会 シングル １１/１５(日)  ★曽我杯(地区大会) 団体戦 １１/１０(日)～ 



  ・剣道部 

３年生が引退して休部していましたが、１年生が1名入部して活動を再開しました。 

★第６７回大阪高等学校剣道新人大会 ２０２１年１月１６日（土） 

 

  ・水泳部 

     夏期シーズンを迎え、選手･マネージャー皆で頑張っています。ベストをめざして日々練習に励んでいます。 

     ★中央大会 ８/２０(木)～２２(土) 門真スポーツセンター 

★新人大会 ９/２６(土)～２７(日) 大阪市立大阪プール  

 

 

  ・弓道部 

     生涯にわたって取り組める武道･スポーツ。学ぶ目的は自分の心をみがき高める事です。現在42名で活動中。 

     ★第75回大阪総合体育大会 第1日 8/9(日)10(月)  第2日 9/6(日) 

★新人戦兼選抜予選ブロック大会 １０/２４(土) o r25(日)  

★第5７回新人戦兼第３８回選抜個人･団体予選 11/1(日) ３(火) 

     ☆第７０回大阪総体 弓道競技の部 東ブロック男子個人５位･6位入賞 同大会本選 男子個人２位入賞 

☆第５２回新人戦兼第３４回全国選抜大会予選 男子個人第３位 女子個人第２位 女子団体第３位 

☆第７２回大阪高校総体 第８回東ブロック大会 男子団体第３位 

 

  ・卓球部 

     新入生が男女あわせて７人入部し、部員が増えました。練習メニューの幅も広がり、皆一緒に頑張っています。。 

     ★大阪６４ブロック大会 男子：7/24(金) o r8/1(土) or 2(日) 女子：8/2(日) or 3(月) 

★全日本ジュニア予選 男子：８/13(木) or 16(日) or 17(月) or 18(火) or 19(水) or 20(木) 

 女子：8/14(金) or21( 金)  

 

  ・硬式野球部 

     昨日の自分より今日の自分が強くなるために日々活動しています。高校野球の面白さを一緒に味わいましょう! 

     ★令和2年 大阪府高等学校野球大会 ７/18(土)～   7/22(水)北かわち皐が丘vs履正社 

★令和２年度秋季近畿地区大会大阪府予選 ９月上旬～  ★第３０下飼手杯野球大会 １０月下旬～ 

☆令和元年度秋季近畿大会大阪府予選 3回戦進出 

      

※硬式野球部掲示板 

      http://satsuki2018.bbs.fc2.com/ 
      

  ・女子ソフトボール部 

     メリハリをつけて、厳しく楽しく活動中。部員は２名ですが、他校との連合チームで大会にも出場しています。 

     ★大阪公立女子ソフトボール記念大会 8./2(日)9(日)  

★大阪高校総合体育大会 9/5(土)6(日)12(土)13(日)  

☆秋季大会 芦間・門間西・北かわち皐が丘 ６ ― １２ 山田 

 

文化部 

  ・美術部 

     絵画・版画・陶芸・染色等、幅広い分野の作品制作に日々励んでいます。芸術するなら皐でしょ！！ 

     ★2学区北河内ブロック高等学校美術工芸展 １２月中旬の予定 枚方市民ギャラリー 

★大阪府高等学校芸文祭コンクール展 １月下旬の予定 大阪市立美術館(天王寺) 

☆毎年、高校展･芸文祭等で優秀賞、奨励賞、入選多数 

☆平成２９年近畿総文 大阪代表 (5作品出品) ★平成21年全国総文･近畿総文 大阪代表 

 

  ・吹奏楽部 

     SATSUKI  WINDSです！部員１７名で楽しく練習しています。初心者も経験者も誰でも大歓迎です！ 

     ☆2015年度 大阪府吹奏楽コンクール北地区大会 優秀賞  

☆2017年度 大阪府吹奏楽コンクール北地区大会 優秀賞  

☆201８年度 大阪府吹奏楽コンクール北地区大会 銀賞 

 



  ・放送部 

部員が引退し、現在は活動休止中です。新入部員が入り次第、活動再開します。 

 

  ・写真部 

     写真部では様々な写真を自由に撮ったり、テーマにそって撮ったりしています。初心者の方も大歓迎です！ 

     ★写真甲子園2020 8月        ★近畿高等学校総合文化祭予選大会 8月 

★大阪府高等学校芸術文化連盟 秋のフォトコンテスト 11月 

★第41回大阪府高等学校芸術文化祭写真部門 １月 

     

      

  ・漫画アニメ研究部 

     漫研の部員は、みんなとてもフレンドリーで、仲良く活動しています。どんな人でも大歓迎です！ 

     

  ・茶道部 

     部員は３名と少人数ですが、週2回楽しく活動しています。初心者大歓迎です。ぜひ、来てください。 

     ★第１４回学生茶会 2021年１月(予定)  

 

  ・演劇部 

     将来、舞台関係に興味がある人、文化祭や学園祭などみんなで何かをつくるのが好きな人、ぜひ演劇部へ！！ 

★高校演劇研究大会 D地区大会 11/７(土)、８(日) ★校内公演 随時 

☆平成20～25年 大阪府大会出場 地区大会最優秀賞 府大会優秀賞  

☆平成22年 地区最優秀賞 府大会最優秀賞 個人演技賞２人 近畿大会優秀賞   

☆平成20～2７年 個人演技賞 創作脚本賞 舞台美術賞  

 

  ・軽音楽部 

     ほとんどの人が初心者から始め、1ヶ月ほどで最初の課題曲の演奏ができるようになります。音楽を楽しもう!! 

      

  ・書道部 

     現在、新入部員も入って５名で活動しています。大きな筆を使っての「書の甲子園」入賞をめざしています。 

     ★「書の甲子園（国際高校生選抜書展）」入選 複数回。 

 

  ・女子ダンス部 

     新入生を含め30人を超えるメンバーで、日々楽しく活動しています。一緒に踊りましょう！ 

    ★文化祭  １１月２日(月) ★クリスマスライブ １１月上旬 ★バレンタインライブ ２月上旬 

     

 

～ 学 校 説 明 会 の お 知 ら せ ～ 

第１回  1１月１４日（土）14：00～（受付13：30～ ） 

       ★全体説明・映像による学校紹介・校内諸施設見学・模擬授業 

・部活動体験・個別相談 

★申し込み制です 

  

第２回 12月1２日（土）10：00～（受付  9：30～ ） 

      ★全体説明・映像による学校紹介・校内諸施設見学 

       ・部活動体験・個別相談（模擬授業はありません） 

      ★申し込み制です 

                             

 satsuikengaku15@kitakawachisatsukigaoka.osaka-c.ed.jp 
 
申込期間は 1０/1(木)～の予定です。HP から申し込み用紙をダウンロードして FAX
で申し込むか、または上記のアドレス（QRコード）にメールでお申し込みください。 

★中学校名 氏名 連絡先電話番号 体験または見学したい授業または部活動を記入 

 


