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【総合学科】 

総合学科では、幅広い選択科目の中から自分で科目を選択し学ぶことができます。 

自分の個性を生かした主体的な学習が重視され、興味・関心や将来の職業選択を視野

に入れ、進路のことを自覚的に意識した学習が重視されます。 

総合学科の一番の特徴は、自分の進路や興味関心に応じて科目選択ができるよう、 

多様な選択科目が開設されていることです。科目が選択しやすいよう、関連する科目ごと

に系列にまとめてあります。系列は普通科のコース制などと違って、生徒は系列に所属 

するわけではありません。従って、どの系列からも必要な科目を選択し、「自分だけの時間

割」を作ることができます。 

これらを通じて将来の進路をはっきり定め、意欲的に学校生活に取り組めるよう、生徒

一人ひとりの「生き方探し」を支援する。それが総合学科の特色です。入試日程は一般入

試です。受験教科は５教科で配点は１教科９０点です。 
 

【総合学科（エンパワーメントスクール）】 

「エンパワーメント」とは「力を引き出す」という意味で、分かる授業・面白い授業・意見

を出し合う授業を行う学校で。中学校などでつまずいたところを徹底的に学ぶため、1 年

次では国数英の 3教科は 1・2時間目の時間帯に 30分×3の授業を毎日取り入れ、 

効率的に学力向上を図ります。また国数英は 3 学年を通じて、習熟度別・進路希望別で

行い、一人ひとりに応じた学習を進めます。 

グループ学習や参加体験学習などで、「社会で活躍するために必要な力」を身につけ

るため、「コミュニケーション力をつける」「キャリア意識を身につける」「正解が一つでない

課題に取り組む」ことをテーマにした学習を 3年間を通じて行います。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、進路支援コーディネーターなどの

プロフェッショナルを配置するなど、中学校や家庭、関係機関との連携を密に行い、生徒一

人ひとりを多くのおとなが見守る体制を作ります。 

受験は特別選抜です。受験教科は５教科で配点は１教科 45 点です。面接試験があり

ます。 

  進路について考える 

高等学校を知ろう③ 

～総合学科、エンパワーメント、専門学科、 
文理学科～ 



 

【専門学科】 

専門学科では、農業・工業・国際など専門教科・科目を中心に学びます。全クラス専門

学科の専門高校や、専門学科と普通科が両方ある学校もあります。 

国数英など共通教科以外、専門分野に関する知識を学び、資格取得をめざす学習や

先進的・探求的な学習を行います。 

受験は、実技などを伴う工業に関する学科（デザインに関わる学科）・グローバル探求

科・美術科・体育に関する学科・芸能文化科・演劇科・音楽科・総合造形科は特別選抜で

す。受験教科は５教科で配点は１教科 45 点です。実技試験があります。それ以外の専門

学科は一般選抜となっており、受験教科は５教科で配点は１教科 90点です。 
 

【文理学科】 

文理学科では数学、理科や英語で「理数数学Ⅰ」、「理数物理」や「総合英語」などの

専門教科・科目を 25 単位以上学習します。また、文理学科の「文科」の生徒は人文社会

国際系に関する探究的な学習の時間を、「理科」の生徒は自然科学に関する「課題究」の

時間がそれぞれあります。 

  普通科に比べて文理学科の方が深く学ぶ内容がありますが、「普通科・文理学科一体

となった進学指導特色校」として、授業の進むペースはほぼ同じで、授業時間数も同じで

す。ともに大学入試に対応できる内容であることを第一に考えています。ハイレベルな授業

や多彩な学校行事などをさらに充実させ、文理学科・普通科が互いに刺激し、切磋琢磨

することによって、バランスの取れた豊かな人間性と進路志望を実現させる力を育ててい

きます。受験は一般選抜です。受験教科は５教科で配点は１教科 90点です。 

 

学校見学会・体験授業の案内など 

（ウラ面へ） 

大阪府立園芸高校 

 日時    7 月 17 日(土)・9 月 11 日(土)・12 月 11 日(土)・1 月 15 日(土) 

2 月 5 日(土)   いずれも  9:00～12:00（受付 8:30～） 

 場所    大阪府農芸高等学校 視聴覚室（大阪府池田市八王寺 2-5-1） 

連絡先   TEL：072-761-8830 

対象    中学生、保護者 

 内容    学校説明会・見学会 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  高校の Web サイト「中学生の皆さんへ」から申し込み 

    URL： https://osaka-engei.ed.jp/  申込期間：各開催日の３日前まで 

 



 

 

 

 

※日程や詳細は各校のホームページで確認してください。  

※私学や通信制の学校などでも、学校見学や説明会などが開催されています。 

※学校の掲示板や各校の HP などもご確認ください。 

 

大阪教育大学附属高校 

 日時    第１回 7 月 18 日(日)  第２回 10 月 31 日(日)  第 3 回 12 月 5 日(日) 

いずれも  10:00～12:00（受付 9:30～）   

 場所    大阪教育大学附属高等学校 合同教室（大阪市平野区流町 2-1-24） 

連絡先   TEL：06-6707-5800（平日 9:00～17:00） 

対象    中学生 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  高校の FAX または E-mail より申し込み 

       FAX：06-6709-1711   E-mail：hirako@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 

 ※詳細は高校の Web サイトを確認してください。 

  URL： http://hirano-h.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/  申込期間：各説明会の前日まで 

※新型コロナウイルスの感染状況により、定員を設けさせて頂くか中止させて頂く可能性が 

あります。最新情報は高校のホームページをご覧ください。 

 

大阪府立淀川清流高等学校 

 日時    7 月 17 日(土) 13:30～15:00（受付 13:00～） 

 場所    大阪府立淀川清流高等学校 （大阪市東淀川区豊里 2-11-35） 

連絡先   TEL：06-6328-2331 

対象    中学生 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  淀川清流高等学校ホームページから申し込み可能 

申込期間  7 月 9 日(金)17:00 まで 

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。詳細はホームページを参照 

 

住吉商業高等学校「夏の体験会」 

 日時    8 月 24 日(火) 9:30～ （受付 8:45～） 

 場所    大阪市立住吉商業高等学校 視聴覚教室 および 特別教室 

       （〒559-0013 大阪市住之江区御埼 7-12-55） 

対象    中学生、保護者 

 持ち物など 筆記用具、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  申込希望者は担任または新谷まで連絡してください。 

       ※学校からまとめて申し込みを行います。 

 申込期間  7 月 2 日(金)まで 

 

mailto:hirako@cc.osaka-kyoiku.ac.jp


 

 

 

 

KOSEN FES.2021 

 日時    7 月 11 日(日) 11:00～17:00 

 場所    うめきた SHIP HALL 

連絡先   TEL：06-6367-8237（平日 10:00～17:00） 

対象    高等専門学校に興味のある中学生、保護者 

 持ち物など 筆記用具、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  Web ページにて公開 

詳細は右記 URL 参照 ： https://nws.stage.ac/kosen-fes2021/ 

 

※新型コロナウィルスの影響により開催方式が変更となる等の場合があります 

 

私立中学・高等学校進学ナビ２０２２ in 堺 

 日時    7 月 4 日(日) 13:00～17:00 

 場所    イオンモール堺鉄砲町３階イオンホール （堺市堺区鉄砲町１番地） 

連絡先   TEL：06-6367-8237（平日 10:00～17:00） 

対象    中学生、保護者 

 持ち物など 筆記用具、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  右の QR コードより申し込みをお願いします。 

申込期間  6 月 25 日(金)〆切 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により、実施が延期または中止になる場合がございます。 

 

私立中学・高等学校 入試説明会 

 日時    7 月 4 日(日) 第１部 12:00～14:00   第２部 14:30～16:30 

 場所    大阪府立体育館（エディオンアリーナ大阪 地下２階：第２競技場・剣道場・柔道場） 

（大阪市浪速区難波中３－４－３６） 

連絡先   TEL：06-6636-1031（平日 10:00～17:00） 

対象    中学生、保護者 

 持ち物など 筆記用具、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  右の QR コードより申し込みをお願いします。（１組２名まで） 

申込期間  各部定員 500 名 申込先着順 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により、実施が延期または中止になる場合がございます。 

 

https://nws.stage.ac/kosen-fes2021/

