
                            

  

 

 

 

 

 

 

※一部変更になることがあります。１年「芸術」は音楽・書道・美術から１つ選択 

 

 

 

週あたりの授業 ３２コマ １コマ５０分授業（週２回は７コマ授業） 

 進路希望に合わせた類型選択 

  ＜２年次＞ 文 型：英語重視（週７時間） 

理 型：理数重視（理科週６時間、数学週６時間） 

  ＜3年次＞ 文 型：私立大学文系の入試 

文理型：国公立大学文系、理系で数Ⅲを課さない入試（看護・医療、栄養系など） 

理 型：国公立大学・私立大学理系入試 

※３年でも古典は全員履修。国公立・難関私大学受験対応 
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2021 年度版 

大阪府立北千里高等学校 

ホームページ http://kitasenri.ed.jp/ 

教育課程 

 

国公立大学、難関私立大学など様々な入試に幅広く対応できるカリキュラム設定 

  

どのような環境にも屈しない生命力と、ひたすら天をさす 

樹形の剛直さから、メタセコイアを校木と定めています。 

校章は、メタセコイアが二本相寄り、相助け、力強く、逞しく 

極めて明快に独立しながら、天空をめざす姿を象徴しています。 

  

わたしたちが北千里高校をご紹介します！！ 

創立 40周年記念キャラクター 

メタさん セコイアさん 

２年生

 

理型 理 科：基礎科目 ＋ 発展科目  ６H 

数 学：数学Ⅱ ＋ 数学 B   ６H 

文理型  理  科：基礎科目演習 ２科目 ４H 

       社  会：発展科目と政治経済  ６H    

選択③：社会の演習       ２H 

選択④：英語の演習       ２H 

 

理型  理 科：発展科目 ２科目  ８H    

選択③：社会の科目     ２H 

３年生

 

文型  選択①：数学 B  ２H 

     選択②：古典演習 ２H 

例：国公立文系 

 

例：国公立理系 

 



総合（探究） 

自らの個性・能力を磨き、これからの社会の変化に対応できる活力あふれ 

  る人材を育成するため、横断的・総合的な学習活動を通じて、「社会において 

たくましく生きる力」「自己実現できる力」を身につけることをめざします。 

これからの社会を生き、協働してよりよい世界を作っていくうえでの課題を、SDGｓをテーマと

して探究し、お互いに議論を交わすことにより、解決に向けた取り組みをどのようにすすめていく

のか考えていきます。課題を発見し情報を集め、整理、分析を行い、ディベートやポスターセッシ

ョンなどのプレゼンテーション、小論文などでまとめ、表現して深めていきます。 

 

 

  

 

進路先 四年制大学：３０２ 短期大学：３ 

専門学校等：１６ 就職：２（公務員） 留学：０ 浪人その他：３３ 

国公立大学：３１ 

関西大学：４８ 関西学院大学：２４ 同志社大学：１３ 立命館大学：１５ 

 

共通テストは現役生の 84.2％が出願しています。現役生の 36.8%が国公立大学または関関同立

に進学しました。 

進路ホームルームでは、卒業後、どのような勉強、どのような仕事をするかまで見通した進路 

指導となるよう計画を立てています。 

 また、１・２年生では、定期考査以外に年間４回、外部の試験を実施し、学力をチェックしてい

ます。３年生では夏期・冬期講習として、特別な時間割を編成して多彩な講座を実施しています。 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路状況 

部活動 

 

現役生３１名が国公立大学に進学しました！ 

 

みんなで協力しながら部活動と勉強の両立にも取り組み、日々がんばっています！ 

 

●吹奏楽　　94　　 ●茶道　　14

●軽音楽　　90 ●演劇　　  5

●家庭科　　16 ●文芸　　  9 ●漫画・動画研究 　　21

●美術　　    14 ●科学　　13 ●社会貢献同好会　　  ８

●書道　　    13 ●ESS　　  4 ●歴史探索同好会　　  3

 

●男子ソフトボール　　29 ●男子ソフトテニス　　　19

●女子ソフトボール　　19 ●女子ソフトテニス　　　21

●男子硬式テニス　　　37 ●男子ハンドボール　　29

●女子硬式テニス　　　23 ●女子ハンドボール　　25

●男子バスケットボール　　36 ●サッカー　　59

●女子バスケットボール　　27 ●剣道　　        7

●男子バレーボール　　27 ●空手道　　　  9

●女子バレーボール　　30 ●合気道　　  25

●バドミントン　　62 ●水泳　　　    42

●卓球　　　        25 ●ダンス　    　69

●陸上競技　　　 61

 

 

 

 

 

 
＊数字は部員数（令和３年６月現在） 



          

                

◇国際交流・海外語学研修＜希望者対象、選考あり＞ 

海外語学研修 

夏期休業中の約２週間、オーストラリアのツアーでホームステイ・ 

語学研修・異文化体験のプログラムを通して生きた英語を身につける 

とともに、事前研修および課題による異文化学習などを通して、本校 

の代表生徒としての自覚と心構えを持って参加できるようプログラム 

を組んでいます。 

   姉妹港・台北市立永春高級中学（永春高校）との相互交流 

永春高生は毎年６月に来校、本校からは１２月に永春高校に訪問団 

   を派遣。相互交流では生徒たちはホームステイを体験します。 

    その他にも、さまざまな機会を通じて、留学生や国際交流の生徒の 

受け入れを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

◇学習強化週間・土曜学習会 

定期考査前・考査期間中の２週間を「学習強化週間」とし、補習・講習・質問会や自習教室の 

設定など、生徒が積極的に学習に取り組めるよう支援しています。この期間には「土曜学習会」

も実施し、各教室で自学自習に取り組む生徒達の質問・学習相談にも対応しています。 

また、各部活動単位で学習への取り組みを積極的に行なう活動も取り入れています。 
 

◇地域連携  

千里北公園でのチャレンジデイ（みんなでからだを動かそう）や千里竹あかりなど吹田市が 

関わるイベントへの参画、竹炭の会と連携し竹炭窯を活用した環境教育の取り組みなどを行っ

ています。 

また、地域の清掃活動も部活動の生徒を中心に行っています。 

 

 

 

 

 

◇社会科・理科フィールドワーク＜希望者：土曜日に実施＞ 

教室を飛び出し、大阪・神戸など地域や建物を巡り、文化や地域の人とふれあい、学習します。 

 

◇プロによる出前授業や体験学習など 

 

 

 

社会科フィールドワーク 

語学研修  

 永春高校歓迎行事（ダンス部）  

中国民族楽器・蔡 愛琴 先生 特別授業 車いすバスケットボール体験 

クリーン作戦（地域清掃） 

「こころの再生」府民運動＠スクール表彰 

特色ある教育活動 

 
理科フィールドワーク 

 
気象予報士 垂水 千佳 先生 特別授業 

  
永春高校訪問 授業交流 永春高校訪問 記念写真 



体育祭 

中国の故事より、玄武・朱雀・青龍・白虎の四神を各団の 

シンボルとして、毎年４団の熱い戦いが繰り広げられます。 

修学旅行 

2017 長崎・五島列島   
2018 北海道・ルスツ 

2019 北海道・十勝 
2020 北海道・十勝 
2021 北海道・ニセコ 

 

 

 

 

 

＊令和２年度の校時。変更する場合もあります。 

   

◆年間行事予定等（R３年度） 

４月 入学式・始業式・新入生歓迎会 

課題考査 

 ５月 中間考査・遠足 

 ６月 体育祭・姉妹校台湾永春高校来校 

保護者懇談・創立記念日 

７月 期末考査・終業式 

 オーストラリア語学研修（希望者） 

８月 夏期講習 

課題考査 

 ９月 文化祭 

１０月 中間考査・保護者懇談 

    修学旅行（2 年）・千里竹あかり 

１１月遠学校見学会（11/６） 

    英語スピーチコンテスト（２年） 

１２月 期末考査・終業式 

    台湾永春高校訪問（希望者） 

１月 始業式・共通テスト 

    学年末考査（３年） 

    学校見学会（1/29） 

２月 芸術発表会 

    学年末考査（１・２年） 

３月 卒業式・高校入試 

    終業式 

＊臨時休校等の関係で変更の場合があります。 

予鈴  8:30 

第１時限 8:40 ～  9:30 

第２時限 9:40 ～ 10:30 

第３時限 10:40 ～ 11:30 

第４時限 11:40 ～ 12:30 

昼休み 12:30 ～ 13:15 

第５時限 13:15 ～ 14:05 

第６時限 14:15 ～ 15:05 

第７時限 15:15 ～ 16:05 

SHR 掃除 

放課後 

      ～ 17:00 

下校延長 18:30 

（冬期 18:00） 

大阪府立北千里高等学校 

〒565-0873 吹田市藤白台 5-6-1 

TEL 06(6872)0535  FAX 06(6872)7644 

千里北公園 

旧国立循環器病 

研究センター 

バス停 

アクセス 

阪急北千里駅より北へ １ｋｍ 

バス：千里中央より１４分 北千里駅より４分 

（「藤白台五丁目」下車すぐ） 

吹田市立 

休日急病 

診療所 

北千里高校 

阪急北千里駅 

食堂 

住宅地 

学校生活 

 

 

 

 

＜北千里高校アラカルト＞ 
◆今年（２０２１年）は創立４４年 

◆学級数２６ １年：８学級 ２・３年：９学級 

◆生徒数１０３４ 男子：４３７ 女子：５９７ 

（令和３年６月現在） 

◆吹田市 48.8％、茨木市 12.9％、豊中市 12.5％、 

箕面市 12.0％、大阪市 8.8％、摂津市 3.6％、 

その他  1.9％ 広範囲から通学しています。 

◆通学は７０％近くが自転車。次は阪急利用、千里中

央からバス利用、徒歩の順。 

◆屋上プール（２５ｍ×６コース）、テニスコート 

４面、ハンド・バスケットボールコート。 

◆校内の給品部で、文房具や教材・スリッパ・体操服

などいろいろな物が購入できます。 

◆北千里高校の前の通学道は、通称「北千（きたせん）

ロード」。電柱がなく広々としています。 

北千里駅から学校まで約１キロの歩道は、緑が多く 

さわやかで、四季の変化がとてもきれいです。 

 

さあ一日の始まり！ 

朝早めにきて勉強 

する人も多いです 

本校の食堂は 

おいしいと 

評判です！ 

月曜、水曜は７時間 

授業です。放課後は 

多く部活が活動中！ 

明日の予習も fight！ 

 

 

 

 

 

  


