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大阪府立だいせん聴覚高等支援学校
- Daisen High School for the Deaf -

普通科

情報コミュニケーション科

工業テクノロジー科

ライフ・サポート科
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文化祭　　　修学旅行
近聾バレー　学校説明会
学年別校外学習

後期中間考査
クリスマス音楽会

成人式
進路説明会（本２,専Ⅰ）

持久走大会

年間
だいせんの ONE year

活動部
サッカー部  卓球部
陸上競技部  バドミントン部
バレーボール部 テニス部

水泳部  学習部  パソコン部
芸術部  手芸部  手話演劇部 
ものづくり同好会 アルティメット同好会

CLUBS

1

だいせんの

前期期末考査
秋季防災訓練

求職登録   夏期補習　
体験授業

就労現場実習（本２）

仁徳陵をまもり隊（清掃活動）

防犯訓練　　職場見学会（本１,２）

先輩の体験を聞く会
学科別校外学習
近聾陸上　春季防災訓練

入学式、始業式
職業適性検査
基礎学力テスト

体育祭　　前期中間考査
近聾卓球
アビリンピック大阪

デュアル実習
基礎学力テスト

後期期末考査
生徒会選挙
先輩の活動体験を聞く会

卒業式　　　修了式
球技大会　　卒業生を送る会
仁徳陵をまもり隊（清掃活動）

Features
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科
だいせんの Course学

色
だいせんの Features特

普通科
大学受験に対応できる授業を
展開し、大学進学をめざします

【自立コース】
聴覚と知的に障がいがある生徒の個々
の力に応じた自立支援をめざします

ライフ ・ サポート科

工業テクノロジー科

情報コミュニケーション科

「ものづくり」に関する学習を通じて、生産過程における基
本的知識・技能に加えて、技能職として必要な専門知識・技
術を習得します。

生活や福祉に関する基礎的な知識・技術を学び、生活全
般をより豊かにする力を習得します。

情報に関する基礎・基本的な知識や技術を学び、情報機
器やネットワークを活用することにより、豊かなコミュ
ニケーション能力を育成します。

日本漢字能力検定
数学検定
読字力検定
実用英語検定

ＩＣＴ教育の推進
・全教室に大型ディスプレイを設置
・タブレットPCによる魅力的な授業
・校内全域にWifi環境を整備

聴覚管理
・聴力測定の実施（定期・随時）
・補聴器等の相談

補習体制
放課後や夏季休業中に開講。進学・
就職試験対策から学び直しまで、
個別に合わせた内容を実施

進路指導 キャリア教育

・デュアルシステム 専攻科Ⅰ年

　５日間の実習を通した職業教育

・先輩の体験を聞く会
　本校卒業生による進路講演会

・就労現場実習 本科２年生

　地域の就労現場における職業体験

・障害者就職面接会見学
　面接会見学により、就職状況の
　実態を学びます

地域連携支援室
学校を訪問し、進路・情報保障・
福祉機関との連携等を支援

教育相談
聴覚関係・進路関係などの相談を
随時受付。ご連絡お待ちしていま
す。

本

本

本

本 専

専

専

ガス溶接技能講習　危険物取扱者
基礎製図検定　　　機械製図検定
計算技術検定　    初級 CAD 検定
技能検定（機械加工、電気機器組立て）
第二種電気工事士

ビジネス文書実務検定　　全商簿記実務検定
ICT プロフィシエンシー検定
グラフィックデザイン検定
日検プレゼンテーション作成検定
日検情報処理技能検定（表計算）　
(日商PC検定 ITパスポート 基本情報技術者)

食物調理技術検定
色彩検定
被服製作技術検定
保育技術検定
介護に関する入門的研修

【特進コース】

基礎固めを中心に、大学進学も
含め多方面への進路実現をめ
ざします

【基礎コース】

情報保障
・手話やICTによる視覚的な授業
・講演等では手話と要約筆記を設置

日商簿記



 JR 阪和線・南海高野線　「三国ヶ丘駅」より南西 1200m

生きる力を育む学校 
地域に開かれ、信頼される学校 
安全で、安心できる学校 

トヨタ自動車（株）   （株）ダイキンサンライズ摂津  （株）ニッセイ・ニュークリエーション
森永製菓（株）    ダイハツ工業（株）   住友精密工業（株）
ハウス食品（株）    （株）エルアイ武田   ハウスあいファクトリー（株）
ＤＭＧ森精機（株）   （株）JR 西日本あいウィル  （株） アサヒセキュリティ
昭和電工（株）    バンドー化学（株）   一般財団法人ボーケン品質評価機構
岩谷産業（株）    （株）スミセイハーモニー   （株）三幸舎ランドリー
住友電気工業（株）   （株）椿本チェイン   （株）村田製作所
シャープ（株）    （株）ハートコープいずみ   牛乳石鹸共進社（株）
ドギーマンハヤシ（株）   フェデラルエクスプレス   SMBC グリーンサービス（株）
ダイジェット工業（株）   （株）ワコール    （株）ルック

（株）エル日昌    シャープ特選工業（株）   パナソニックサイクルテック（株）
阪南倉庫（株）    テラテック（株）    （株）JTB 関西
三和電子サーキット（株）   大和冷機（株）    アイシン・エィ・ダブリュ（株）

（株）豊田自動織機   寺崎電気産業（株）   （株）共和
山本鉄器工業（株）   コクヨＫハート（株）   パナソニック　エコシステムズ共栄（株）
大日本除虫菊（株）   ローム（株）    （株）アーバンリサーチ
味岡刃物製作所    （株）クボタ    （株）ウェルメット
吹田市・大阪市・東大阪市大阪府地方公務員

自立 規範 明朗校
訓

めざす
学校像

互いを思いやり、相手の立場を尊重する生徒 
失敗を恐れず、果敢に挑戦する生徒 
思考力・判断力・表現力を備えた生徒

めざす
生徒像

就職先一覧

和歌山大学  筑波技術大学  関西学院大学  龍谷大学  京都産業大学
京都女子大学  日本福祉大学  大阪電気通信大学 桃山学院大学  四天王寺大学
大阪芸術大学  帝塚山学院大学  大谷大学  大阪産業大学  四国学院大学
京都精華大学  大阪大谷大学  大阪樟蔭女子大学 奈良大学  プール学院大学
花園大学  園田学園女子大学 梅花女子大学  天理大学  相愛大学  
長野大学  大阪経済法科大学 神戸学院大学  太成学院大学  大阪学院大学  
金沢星稜大学  大阪保健福祉専門学校 南海福祉看護専門学校

進学先一覧

和歌山


