せいほう

大阪府立みどり清朋高等学校
（全日制普通科専門コース設置校）
〒579-8064 東大阪市池島町６丁目３番９号
TEL 072-987-3302
FAX 072-982-3134
URL http://www.midoriseiho.jp/ 「校長だより」日々更新中！
交通 近鉄奈良線「東花園」下車 南へ 2km（恩智川沿いの平坦な一本道です）
近鉄大阪線「河内山本」下車 北へ 2.5km
「河内山本」または 「河内花園」から近鉄バス「北山本」下車 東へ 1.1km

少し噂の「どりいさん」

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 広いグラウンドでのびのび 部活動もさかんです！ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
【運動部】～広いグラウンド、テニスコート 6 面、トレーニング室完備！～
サッカー部、ラグビー部、バレーボール部、硬式野球部、硬式テニス部
陸上部、水泳部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部
ソフトボール部、バドミントン部、卓球部、ダンス部
【文化部】～文化部ものびのび楽しく活動しています！～
吹奏楽部、軽音楽部、創作部、書道部、美術部、茶道部、放送部
コンピュータ研究部、清朋太鼓部
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

みどり清朋 HP へ Go！

●本校の歴史
～創立 15 年を迎え、ますます元気いっぱいの高校です！～
平成 20（2008）年４月 大阪府立みどり清朋高等学校 開校（池島高校と清友高校が統合）
平成 28（2016）年４月 普通科総合選択制から普通科専門コース設置校へ改編
●本校の教育
～豊かな未来を創るため、いっぱい学び、いっぱい考え、いっぱい活動します！～
人生を幸せに生きるために、必要なチカラをはぐくみます。
（１）
【確かな学力】主体的な学びを通して社会につながる学力を養い、希望の進路を実現する力
（２）
【コミュニケーション力】豊かな人権感覚を持った感性を育み、人とつながり、ともに高めあう力
（３）
【課題解決力】
「答えのない問い」に向き合い、思考力・判断力・実践力を養い、未来を創造する力
（４）
【地域貢献力】地域とつながり、地域の「人づくり・町づくり」に貢献する力
●学びの特色
～２つの専門コースと一般系を設置して、高い目標を実現します！～
（１）3 学期制・全学年 50 分６限（火曜日は７限）の授業でしっかり学びます。
（２）2 年生から、２つの専門コースと一般理系、一般文系の４つの教育課程に分かれます。
（３）英語は 1 年生から習熟度別少人数授業を実施し、分かりやすく満足度の高い授業を実現しています。
◎人文探究専門コース 難関私立大学進学を実現するカリキュラムと授業、講習を用意(国公立にも対応)。
〈英語〉 コース別専門科目 11 単位 を含む２０単位
〈国語〉 コース別専門科目 2 単位 を含む２２単位
〈社会〉 コース別専門科目 2 単位 を含む１４単位 を学びます。
※【例】
「英語、国語、日本史」の 3 科目型で難関私立大学受験を考えている生徒は、
3 年間で、
「英語」20 単位、
「国語」22 単位、
「日本史」８単位を学びます。
※ 新１年生からは、英語は専門科目 12 単位を含む 23 単位になるなど、一部変更しました。
※「現代文」
「古典」
「英語」
「日本史」
「数学」等の講習も充実しています。
◎こども保育専門コース 保育士・幼稚園教諭をめざす生徒に特化したカリキュラムと授業内容を用意。
コース別専門科目 15 単位 ＋ 自由選択科目 ４単位 ＊単位数は２～３年
「子どもの発達と保育」
「ソルフェージュ」
「保育実習」
（新１年生からは、
「保育基礎」
「保育実践」
「ソルフェージュ」に変更）などといった専門科目があります。
※ 地域にねざす本校ならではの地域の保育園・幼稚園・こども園への本格的な実習を実施。
※ １人 1 台のキーボードを用いて、全員バイエル修了程度のピアノ技術を習得します。
3 年間で、保育士や幼稚園教諭の資格取得可能な大学・短大へ確実に進学できる力をつけます。
◎一般理系 理系大学進学を保障するカリキュラムと実験や観察等を多く取り入れた授業内容を用意。
〈数学〉 3 年間で最大 23 単位
〈英語〉 3 年間で 16～18 単位
〈理科〉 ３年間で１６～18 単位
◎一般文系 文系大学進学を保障するカリキュラムと多様な進路選択に対応する授業内容を用意。
「ライフスポーツ」
「芸術Ⅲ」
「情報の科学」など、自由選択科目 ６単位
一人ひとりを大切にする学びを提供しています。

●充実した学習サポート
～最新の ICT 設備を配備！ みどり清朋の授業で確実に力を伸ばします！～
（１）すべての HR 教室に電子黒板機能付プロジェクターを常設し、楽しく分かりやすい授業を行います。
（２）希望の進路を実現する数多くのハイレベルの講習や、ていねいな補講を実施しています。
（３）無線 LAN 環境が整備された自習室・進路閲覧室で自学自習をサポートします。
（４）客観的な学力到達度の点検を定期的に行い、自分の課題を確実につかみ、家庭学習をサポートします。
（５）英検、漢検、パソコン検定など将来に役立つ各種検定受検を奨励し、校内で実施しています。
●進路状況（令和４年３月卒業生） ～進学実績急上昇！ 一人ひとりを大切に、希望の進路を保障します！～
〈大学 119 名〉
（おもな合格実績 順不同）
関西学院大 4、立命館大 3、関西大 2、近畿大 26、京都産業大 4、摂南大 42、桃山学院大 31、追手門学院大 11、
京都女子大２、甲南女子大１、大阪樟蔭女子大 6，大阪経済大 23、大阪産業大 25、四天王寺大２、天理大１、
関西外国語大 2、阪南大 55、森之宮医療大２、大阪大谷大２、関西福祉科学大１、大阪商業大 6、帝塚山大 12、
大阪工業大１、大阪経済法科大 27、大阪電気通信大 3、大和大学３、奈良大学 3、京都先端科学大学 1 など
〈短期大学 22 名〉
武庫川女子大短大３、関西外大短大部４、四天王寺大短大 6、常磐会短大２、大阪成蹊短大 3、大阪女学院短大１、
藍野大短大 1、大阪芸術大短大部 1、大手前短大 1、産業技術短大 1、東大阪大短大 1、白鳳短大 2 など
〈専門学校 68 名〉
大阪警察病院看護１、小阪病院看護 2、大阪保健福祉 1、松下看護 1、南大阪看護 1、大阪府歯科医師会１、
大阪府済生会野江看護１、大阪府済生会中津看護 1、大阪府病院協会看護 4、大阪医療秘書福祉３、修成建設 1、
大原簿記法律１、大阪ビューティーアート 3、辻学園調理製菓１、ECC 国際外語２ など
〈主な就職先 12 名〉
(株)ロイヤル、(株)オージーケーカブト、(株)近商ストア、(株)源吉兆庵、タツタ電線(株)、サカモト工業(株)、
相互ネジ(株)、(株)日工、梅田真空包装(株)、(株)飯田 など
●主な学校行事（※例年）
～げんきいっぱい！ 仲間とつながる楽しい行事や地域との交流も盛んです！～
校外学習（4 月） 体育祭（6 月） 文化祭（9 月） 修学旅行（10～1 月 昨年度：３月下旬滋賀岐阜三重方面、
今年度：11/30～12/3 石垣島方面） 芸術鑑賞（９月） 耐寒行事（2 月） 地域の小・中学校との交流 など
●令和４年度「学校説明会」
（※予定）
～詳しくは本校ホームページをご覧ください～
第 1 回学校説明会・部活動体験
10 月 22 日（土）10:00～
第 2 回学校説明会・体験授業・部活動体験
11 月 12 日（土）14:00～
第 3 回学校説明会・部活動体験
12 月 17 日（土）10:00～
第 4 回学校説明会
（R5）2 月 12 日（日）10:00～
本校の制服です。1 学年 240 名。 「大阪 No.1」と言ってもいい景色！

