












11 KOUBUN GAKUEN GIRLS’ HIGH SCHOOL 12

国語総合（4） 現代社会
（2）

数学Ⅰ（4）
科学と
人間生活
（2）

体育（2）
保健（2）

音楽Ⅰ
（2）

コミュニケーション
英語Ⅰ（3）

英語表現Ⅰ（2）

未来デザイン教室
（4）

未来デザイン教室
（4）

未来デザイン教室
（4）

家庭基礎
（2）

情報の科学
（2）

好文Ⅰ
（1）

好文Ⅱ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

家庭演習
（2）

ホーム
ルーム
（1）

現代文A（4）
古典A（2）

日本史 B（4）
地理A（2）

数学A（3） 化学基礎
（2）

体育（2） コミュニケーション
英語Ⅱ（4）

現代文B（4）
国語演習（3）

世界史A（3）
地歴演習（2）

数学Ⅱ（4） 生物基礎
（2）

好文Ⅲ
（1）

総合英語
（2）

英語理解
（2）

ホーム
ルーム
（1）

体育（3） コミュニケーション
英語Ⅲ（4）

※カリキュラムは変更になる場合があります。

1年

2年

3年

コースの特長

STU
DENTTEA

CHER

谷 晃行先生
標準進学コースⅡ類主担

「未来デザイン教室」で
自分を発見！

高校卒業後、進学するか、就職するか、
まだ自分の進路の方向が固まっていない
皆さんに、3年間の高校生活で自分を
見つけ、希望に応じた進路に対応できる
内容で授業を展開しています。

苦手を克服
得意を伸ばす

中学で習ったことにも触れながら、一人
ひとりに合った学習指導を行い、苦手を
克服。その一方で得意分野を伸ばし、
「わかる」「できる」を積み重ねながら、
将来の発見につなぎます。

フィリピンセブ島とのオンライン英会話
を導入。楽しい英会話を通じて英語学習
への興味を大きくするとともに、今、社会
から求められている国際的なコミュニ
ケーション能力もアップできます。

国語・数学・英語の既習事項にも触れながら、個々に応じた
内容で基礎を固めます。その中で自らの弱点を受け止め、集中的
に学習することで弱点を克服します。

国語・数学・英語の基礎固め

標準進学コースⅡ類の合格実績（平成27年～29年度）

など多数

キャリア形成に必要な力をつけることを目的に、多数の講座を
用意。アクティブラーニングを基本とした授業で、能動的に学ぶ
習慣が身につきます。

未来デザイン教室

● 未来デザイン教室の授業内容一例
 ・職業別体験授業
 ・社会人1年生による「学生と社会人の違い」
 ・大学生による「等身大のキャンパスライフ」

注目ポイント

英会話で英語を
楽しく学ぶ

カリキュラム

多彩な独自講座を通して、「楽しい」「わかる」

「できる」を積み重ね、自分らしい未来を拓く。

標準進学コース
Ⅱ類

COU
RSE INFORMATION
総合進学群

先生＆生徒の声

神戸学院大学 追手門学院大学 大阪国際大学 阪南大学
奈良大学 梅花女子大学 大手前大学 大阪成蹊大学
武庫川女子大学短期大学部 園田学園女子大学短期大学部 大阪国際大学短期大学部 大阪青山大学短期大学部
大阪医専 大阪ベルェベル美容専門学校 関西ビューティプロ専門学校 大阪調理製菓専門学校

標準進学コースⅡ類 2年生
（尼崎市立中央中学校卒業）できることを増やし、得意を作り、

やらねばならないことに挑戦を！
将来の夢を尋ねられると、困ってしまう人が
たくさんいます。そのような人を標準進学
コースⅡ類は全力で応援します。本校の
3年間で、できることを増やし、得意を作り、
今やらなければならないことに挑戦し、
なりたい人物や就きたい職業を目指して
いきましょう。

「未来デザイン教室」で
将来の視野が広がる。
標準進学コースⅡ類の未来デザイン教室
という授業では職業について学び、体験
したり、卒業後の進学先を選択するための
時間がたっぷりと設けられています。大学や
専門学校の先生、企業で活躍されている人や
OGたちと直接話せる時間も多く、将来の
視野が広がります。

弱点を受け止め集中学習。
「わかる」から「できる」、「できる」から勉強が楽しくなります。
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1年 国語総合（４）
看護系進学国語Ⅰ（2）

現代社会
（2）

数学Ⅰ（5）
科学と
人間生活
（2）

体育（2）
保健（2）

音楽Ⅰ
（2）

コミュニケーション英語Ⅰ（3）
英語表現Ⅰ（3）

家庭基礎
（2）

情報の科学
（2）

好文Ⅰ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

好文Ⅱ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

2年
現代文B（2）
古典A（2）

看護系進学国語Ⅰ（3）

日本史A
（2）

数学Ⅱ（3）
数学A（3）

化学基礎（3）
生物基礎（3） 体育（2） コミュニケーション英語Ⅱ（4）

英語表現Ⅱ（4）

現代文Ｂ（3）
看護系進学国語Ⅱ（4） 世界史Ａ（３） 数学Ⅱ（2）

看護系進学数学（3）
生物（3）

看護系進学理科（3）
好文Ⅲ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

3年 体育（3） コミュニケーション英語Ⅲ（4）
看護系進学英語（3）

※カリキュラムは変更になる場合があります。

コースの特長

STU
DENTTEA

CHER

西村 美紀先生
看護医療系
進学コース長

看護医療系進学コース 2年生
（大阪市立梅香中学校卒業）

看護医療系の幅広い進路先を見据えた学習を重ね、

看護観や医療観を育成するためのプログラムも実施。

看護医療系
進学コース

COU
RSE INFORMATION
総合進学群

本校の宿泊設備を利用して校内学習合宿
を行います。コースの全員と生活をともに
しながら学ぶことはお互いの刺激となり、
行動力も身につきます。普段の授業とは
異なる1コマ90分の授業を受け、夜も就寝
まで自習をし、勉強方法を磨きます。

校内学習合宿

1年次に体験型英語レッスンに参加し、
ネイティブスピーカーとのコミュニケーションを
通して、学習に対する意識を強化すると同時に
積極的な姿勢を磨きます。さらに、ベネッセの
Online Speaking Trainingでのレッスンへと
つなげて、コミュニケーション能力を育みます。

OSAKA ENGLISH VILLAGE

看護職の理解を深めることと、進路意識を
高めることを目的に、大阪で実施されて
いる看護師体験に5～7月にかけて一人
2回参加。病院施設及び看護業務を見学、
模擬体験したり、先輩の看護職員の方との
懇談で、貴重な体験談を聞くことができます。

看護師体験

日本赤十字社の救急法指導員にお越しいた
だき、三角巾を用いての止血法、包帯法に
ついて学びます。救命処置の重要性を知り、
看護医療についてより真剣に考える機会に
なっています。

応急手当短期講習会

2年生から1年生に向けて、看護師体験の
報告会を行い、体験の内容やコミュニケー
ションの大切さについて確認します。看護
師体験に参加する期待感が大きくなり、
頑張ろうという気持ちが高まります。

看護師体験報告会

大学の体験授業では医療器具の使い方等
を学び、また母性看護や在宅看護の実習
室等の施設を見学するなど、収穫するもの
が多く、進学に対するモチベーションが
上がります。

大学キャンパスツアー

充実した
理数系カリキュラム

看護医療系への進学を目標とし、国語・英語
に加えて、充実した理数系カリキュラム
で受験勉強をきめ細かくサポートします。
特に、理科では探求学習を取り入れ、
レポート力やプレゼンテーション能力を
磨きます。数学ではグループ学習を行い、
チームで考える力を育みます。

きめ細やかな看護医療に
特化した受験対策

看護医療系の大学・短大・専門学校への
進学のために、長期休暇中の補習などの
手厚い受験対策により、小論文や面接に
も対応できるように指導します。1年次で
は勉強方法習得、2年次では勉強姿勢の
確立に取り組み、3年次では個別対応で
万全にサポートします。

医療スタッフとして必要な
看護観・医療観を育成

看護師体験への参加、現役看護師による
講演会や救急救命講習会などを定期的に
実施すること、また理科授業での探求
学習等を通して、医療スタッフとしての
看護観・医療観を育成し、強い意識を持つ
ことで夢の実現につなげます。

注目ポイント

カリキュラム

看護医療系進学コースの合格実績（平成29年度）
■私立大学
関西医療大学（保健看護学部保健看護学科） 森ノ宮医療大学（保健医療学部看護学科） 四條畷学園大学（看護学部看護学科）
奈良学園大学（保健医療学部看護学科）
■短期大学
大阪信愛学院短期大学（看護学科） 藍野大学短期大学部（第二看護学科）
■専門学校
大阪保健福祉専門学校（看護学科） 大阪行岡医療専門学校長柄校（放射線科） 大阪医専（高度看護保健学科）
関西看護専門学校 南大阪看護専門学校 など

先生＆生徒の声

看護医療系進学のための
確実な力を。
看護医療系進学コースでは、受験対策は
もちろん看護医療に携わる者として必要な
コミュニケーション能力、行動力、思い
やりの心を育むプログラムを取り入れ、
力を確実なものにするために私たちが全力
でサポートしていきます。看護医療の夢を
実現させ、輝ける将来のために、一緒に
頑張りましょう。

同じ夢を持つ仲間と一緒に
学べるのが魅力。
元気でいつも笑いの絶えない、でもやる
ときはやるという仲間と一緒に毎日楽しく
過ごしています。同じ夢を持つので、お互い
に競い合い、励まし合いながら目標に向
かって意識を高めることができ、学習に対
する姿勢も少しずつ身についてきました。
これからも看護医療の道に向かって
頑張りたいと思います。
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TEA
CHER

前土井 里枝先生
デザイン美術

イラストコース長

STU
DENT

デザイン美術イラストコース 2年生
（大阪市立歌島中学校卒業）

1年 体育（2）
保健（2）

音楽Ⅰ
（2） 素描（2） 構成（2）デザイン基礎（2）

絵画（4） 立体造形
（2）

イラスト
レーション
（2）

美術Ⅱ
（2）

美術Ⅰ
（2）

デザインⅠ
（2）

デザインⅡ（4） 造形表現（4）

コミュニケーション
英語Ⅰ（3）

家庭基礎
（2）

情報の科学
（2）

好文Ⅰ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

好文Ⅱ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

2年 体育
（2）

コミュニケーション
英語Ⅱ（4）

好文Ⅲ
（1）

ホーム
ルーム
（1）

3年 体育（3） コミュニケーション
英語Ⅲ（4）

※カリキュラムは変更になる場合があります。

2019年 

新・芸術棟が完
成！

学びの環境を、
さらに

グレードアップ
！

詳しくは P30
へ ▶

国語総合（4） 現代社会
（2） 数学Ⅰ（4）

科学と
人間生活
（2）

現代文A（4）
古典A（2）

日本史A（2）
地理A（2）

化学基礎
（2）

現代文B（4） 数学Ⅱ（3） 生物基礎
（2）

数学A（3）

世界史A（3）

コースの特長

デザインやファインアートにかかわる多彩な専門

授業を通して、未来を担うクリエイターを育成。

デザイン美術
イラストコース

COU
RSE INFORMATION

メディア芸術群

「おつかい」
増山 花凜

（堺市立若松台中学校）

優秀賞

私学芸術文化祭典出品作品/全国高等学校総合文化祭選出

「silent majority」
森本 来実
（大阪市立大正東中学校）

美術館館長賞

私学芸術文化祭典出品作品/
全国高等学校総合文化祭選出

未経験者でも安心
丁寧で手厚い専門指導

デザイン、絵画、立体工芸、イラストレー
ションといったさまざまな分野を基礎から
学習。Illustrator、Photoshopの基本
操作を習得し、クリエイターとして必要な
技術と独創性を養成します。

美術系大学現役合格に
向けた実技補習

希望者には放課後に「実技試験対策補習」
を実施します。デッサン補習をはじめ、
志望校に合わせて個別スケジュールを
組み、美術系大学合格のためのスキル
向上をバックアップします。

充実した学外授業

芸術系大学・短大・専門学校との連携授業、
プロのモデルによる人物クロッキー会、
展覧会見学ツアーなど、本物の芸術に
触れられるプログラムを多数実施して
います。

カリキュラム

注目ポイント

学校団体優秀賞
大阪府知事賞（1位）
美術館館長賞（4位）

受賞

第66回大阪私学美術展
にて

デザイン美術イラストコースの合格実績（平成27年～29年度）

など

愛知県立芸術大学 京都造形芸術大学 京都精華大学 大阪芸術大学
神戸芸術工科大学 成安造形大学 嵯峨美術大学 大手前大学
大阪成蹊大学 福井工業大学 関西大学 近畿大学
龍谷大学 甲南女子大学 大阪産業大学 大阪樟蔭女子大学
梅花女子大学

先生＆生徒の声

宮本 愛理
愛知県立芸術大学 美術学部

デザイン・工芸科デザイン専攻合格
（2017年デザイン美術イラストコース卒業　大阪市立住之江中学校卒業）

私は好文学園で自分の得意なことと
自分のやりたいことを見つけ、先生方
にサポートしてもらいながら３年間で
培った力で第一志望の大学に合格す
ることができました。皆さんもデザ
イン美術イラストコースで自分の得意
なことに出会ってください。

「世界」
伊藤 ゆり

（西宮市立学文中学校卒業）

「響」
辻 紗弥香

（枚方市立樟葉中学校卒業）

卒業生から

あなたの世界と夢を
カタチにしよう。
デザイン美術イラストコースでは美術の分野
を幅広く学び、大学の実技入試にも対応
できる力を育みます。初心者でも分かり
やすく、親身な指導を心がけ、将来の目標を
カタチにできるようサポートします。未経験
でも大丈夫です。あなただけの作品を一緒
につくりましょう。

まずは基礎を学び、専門の道へ。

周りは明るく面白い友人ばかりで、毎日
楽しく過ごしています。コースでは分からな
いことを一から教えてもらったり、詳しく
作品のアドバイスもしてもらえるので、
デッサンや絵画などの基礎を学ぶことが
できます。まだ学びたいことや挑戦したい
ことがたくさんあるので、目標に向けて
頑張ります。
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全日制課程 普通科（総合進学群・メディア芸術群）340名
 ●総合進学群：特別進学コース　標準進学コースⅠ類・Ⅱ類　看護医療系進学コース
 　保育進学コース　スポーツ健康コース　ITライセンスコース
 ●メディア芸術群：デザイン美術イラストコース　マンガ・アニメーションコース

平成31年3月　中学校卒業見込みの女子。又は、中学校を卒業した女子。

納入された受験料及び入学金は返金いたしません。

平成31年度入試【奨励金制度】については6月頃に本校ホームページにて
お知らせいたします。　https://www.koubun.ed.jp/

平成31年1月21日（月）～1月29日（火）午前9時～午後4時（但し土・日は除く）

（1）入学志願書 ……………………本校所定の入学志願書に必要事項を記入し、提出してください。
　  写真貼付 …………………… 3ヵ月以内に撮影した写真を貼付してください。
 （上半身・正面　縦4.5～5cm、横3.5cm～5cmの大きさ及び公立受験用サイズ）
（2）個人報告書 ……………………本校所定又は私中高連統一様式を使用し、出身中学から1月29日（火）までに郵送（必着）、
 又は本校に提出してください。
（3）合格通知用封筒………………本校所定の封筒に住所、受験者名を明記し、提出してください。
（4）受験料 …………………………20,000円（本校所定の払込用紙で「郵便局・ゆうちょ銀行」に出願までに払い込んでください）

（1）選抜方法 ………………………学力試験・個人報告書・面接による総合判定
（2）試験科目 ………………………国語・数学・英語（但し特別進学コースは国語・数学・英語・社会・理科の5教科）
（3）試験日時 ………………………2月9日（土）午前8時30分集合
 午前：学力試験（但し特別進学コースは午後もあり）　午後：個人面接（全員）
（4）携行品 …………………………受験票・筆記用具・昼食（弁当）

2月11日（月） ※2月10日（日）午後に合否通知を郵送（速達）します。

入学手続きに必要な書類は、合否発表時に同封します。

●専願合格者は、入学金および諸経費を2月13日（水）〈消印有効〉までに「郵便局・ゆうちょ銀行」に払い込んでください。

●併願合格者で本校入学希望者の入学手続きは、公立高校合格発表の翌日とします。

　詳細については合否発表時の同封書類に従って手続きしてください。
　※期日内に手続きされない場合は、入学の意志がないものとみなします。

（1）入学金 ………………………… 200,000円　入学手続き時に納入
（2）入学用品 ………………………制服・カバンなど131,000円　教科書等 約20,000円～30,000円（コースにより異なります）
（3）授業料等納付金………………入学後3回に分けて納入
　●授業料および諸経費等　合計 595,000円（予定）
　　授業料（年額）580,000円（予定）　保護者会入会金（初年度のみ）1,000円
　　保護者会費（年額）4,000円　生徒会費（年額）5,000円　教育活動補助費（年額）5,000円
　●修学旅行積立金（1年次）100,000円（2年次50,000円予定）
　●諸経費　特別進学コース184,000円　その他コース59,000円～100,000円
　　※諸経費は、平成30年度実績です。年度により変動いたします。

募集人員

応募資格

出願期間

出願手続き

入学試験

合格発表

入学手続き

その他

学費等学費等学費等
（平成31年度予定額）
※変更になる場合が
　あります。

オープンスクール

6/30（土） 8/21（火） 8/22（水）
9/15（土） 10/27（土） 11/17（土）
12/1（土） 12/8（土） 12/16（日）

OPEN SCHOOL

メディア芸術体験会

7/26（木） 7/27（金）

好文明華祭（文化祭）

9/29（土）

個別相談会

12/22（土） 12/23（日） 12/24（月）

【お問い合わせ】本校入試広報部 TEL：06-6472-2281

9/30（日）

あなたの個性を創造できるコースやクラブの体験、
施設の見学をしてみましょう。

デザイン美術イラストコースとマンガ・アニメーション
コースの授業を体験してみましょう。

マンガ・アニメーションコースだけの授業体験。
普段の学びを実際に味わってみましょう。

各コースの授業体験やクラブ体験、施設見学などを通じて、
魅力いっぱいの好文学園の日常を体感してください。

マンガ・アニメーション
コース体験会

7/28（土）
好文生が頑張った成果を出しきる舞台。
好文学園の明るさ、楽しさを体験しましょう。

入試担当者が、個別に入試に関するすべての
疑問・質問にお答えする相談会です。

平成31年度入試　生徒募集要項

■ 奨励金制度

ホームページからもお申し込みを受け付けます（6月4日以降）　https://www.koubun.ed.jp/
※内容が一部変更される場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※上記日程以外でも、見学および個別相談を随時受け付けています。お問い合わせください。

（デザイン美術イラストコース/マンガ・アニメーションコース）

あましんアルカイックホールにて 好文学園女子高等学校にて

クラブ体験会

オープンスクールで
好文学園の魅力を体感しよう。


