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大阪府立
富田林高等学校
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通用門

富田林高校は2012年に国連より「ユネスコスクール」として認定されました。

近鉄長野線「富田林西口」下車　南へ 500ｍ
アクセス制服（標準服）

・・・「河内長野」で近鉄長野線に乗り換え「富田林西口」まで 約９分南海高野線では
・・・「阿部野橋」から「富田林西口」まで 約30分近鉄南大阪線では

吹奏楽部は地域の老人ホームや障が
い者施設、植物園で演奏・演技をお
こない、交流をしています。音楽で
地域の方々を笑顔にすることができ、
それが部員たちの成長にもつながっ
ています。

富田林幼稚園との交流
バトン部は毎年、富田林幼稚園の運動
会に参加して、園児達と一緒に踊った
り歌ったりして交流しています。将
来的に富田林高校バトン部のメンバー
になることを楽しみにしています。

地域の人々との交流

地域の環境をまもるために、学校
の傍を流れる石川の河川敷や富高
ロード（最寄駅から学校までの通
学路）を年一回みんなできれいに
します。

石川大清掃

寺内町を紹介しつつ物品を販売したり、地域の防災
について考えたり、募金や物品販売で得た収益を
アフリカのスラム街の子供たちに送ったりと、地域
と連携しつつ、世界に向けた活動をしています。ま
た、ユネスコスクールネットワークを通して、国内・
国外のユネスコスクールと交流もしています。

地域から世界へ

花の文化園「花まつり」で演技披露
春と秋の年二回、花の文化園・芝生
広場で演技を披露しています。毎回、
天気が気になりますが、元気に笑顔
で踊っています。

水辺の教室における交流
科学部は研究活動の成果を積極的に地域へ発
信しています。川の生物をテーマとした地
域イベントでは、魚類班が中心となって子
どもたちに魚の捕り方や、種類の見分け方
について話しながら交流を図っていました。

朝、富田林小学校の前で「あいさ
つ運動」をしています。高校生・
中学生と小学生の「おはようござ
います！」の元気な声が道行く
人々の心を和ませています。

文化祭では、富田林幼稚園の園児
たちを招待して、ダンスを踊っ
たり、おめんを作ったりして交
流しました。他にも縁日やイベ
ントなどで幼稚園児と高校生と
の交流がたくさんありました。

小学生や園児たちとの交流

制服を入学式や卒業式などの式典、及び学校内外での各種公式行事時に全員が着用して
います。それ以外の時には標準服とともに私服の着用も認めています。（2017年度より
校名が入るなど一部デザインを変更しました）
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岸本忠三さん
10 期生

「自分が開発した薬で難病と言わ
れた病気も治っていく。これこそ自分が生きてい
る証やなと思う。」
リウマチの特効薬の開発者で、元大阪大学総
長、日本初のクラフォード賞受賞など医学界の
第一人者。

より高い目標に向けて
“切磋琢磨”の環境

豊かな“学びの場”
探究活動（上廣道徳教育賞を受賞）
探究活動（自己理解、知りたいことを見つける、調査研究、論理的
思考力の習得）とプレゼン活動（コミュニケーショントレーニング、
発表スキルの習得）を行います。
研究所・行政機関・大学等を訪問したり、各方面から講師を招いて様々
な分野の最先端の知見に触れることができます。

活発な国際交流
ユネスコスクールとして国際理解教育に取り組んでいます。
そして、「グローバルな視野とコミュニケーション力」を育むため、オー
ストラリアや台湾の姉妹校との交流、2 年次での海外修学旅行、英語
力向上や課題研究のための海外研修などを実施し、海外からの学校
訪問も受け入れています。昨年は、オーストラリア、台湾、タイ、マレー
シアから中・高校生が本校を訪れました。

GE（グローバルエクスプローラー）専門コース
高い志、深い問題意識、飽くなき探究心が合言葉です。
第2学年より、本人の希望と入学後の成績によって２ク
ラスを編成します。

習熟度別の少人数編成授業
学力の向上に向け、英語と数学で個の学力に合わせた
丁寧な指導を行います。

先進のICT活用の環境
全ての HR 教室と講義室に最先端の ICT（電子黒板機能付
きプロジェクターと書画カメラ）を整備しています。

ICTを活用した授業

地球的視野に立ち、地域や国のことを考え行動し、
国際社会に貢献する人材の育成

教育の柱

教育目標

富田林中高一貫教育のめざすもの 〈グローカルリーダーの育成〉

育む資質・能力
❶ グローバルな視野と
　 コミュニケーション力
❷ 論理的思考力と課題発見解決能力
❸ 社会貢献意識と地域愛

授業の充実

※文部科学省では、将来の国際的な科学技術関連人材
の育成に向け、先進的な理数教育を実践する学校を
SSH（スーパーサイエンスハイスクール）と指定し、
本校は2017年度に指定を受けました。

オーストラリアの姉妹校を
訪問し「書道」を披露

「探究」の成果を発表する
「地域フォーラム」

❸ 地域との連携

❶
グローバル

教育

❷
科学教育
（SSH）
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学習 ・進路サポートシステム

進路 実現型カリキュラム

夢をカタチに

坂本祥大さん　62 期生
富田林市立金剛中学校出身
大阪大学医学部医学科に合格

「自分は勉強ができたから医学部を目指したのではな
く、医学者になって社会に役立ちたいと思ったから必死になって勉
強した。」「高校選びをする時、他の進学校にはないいろんなものが
あると感じて決めた。3 年間で友人にも恵まれ、水泳部にも熱中した。
高校時代は僕にとっての誇り。」

若者よ、世界へはばたけ
赤阪清隆さん　19期生 元国際連合事務次長

「富高で過ごした 3 年間は私にとって最も大事なもの
だった。感受性の強い若いうちに世界のことを知り、広い世界で活
躍してほしい。若い時には何をやっても自分の糧になるということ
を信じて、頑張ってほしい。」

主な大学の合格者数（令和2年度）

国公立大学

計 69名

主な私立大学

京都大 1名
大阪大 1名
大阪教育大 6名
奈良女子大 1名
奈良教育大 1名
和歌山大 13名
三重大 2名
大阪市立大 5名
大阪府立大 7名
兵庫県立大 7名
京都府立大 1名
神戸市外大 1名
その他 23名

関西大 125名
関西学院大 34名
同志社大 13名
立命館大 15名
近畿大 243名
龍谷大 30名
大阪工大 63名
武庫川女子大 50名
京都女子大 5名
同志社女子大 10名
関西外大 15名
畿央大 28名
上智大 1名
青学大 1名
法政大 1名

・基礎基本の定着
・全員共通科目履修
　（芸術は選択）

・G E コース文系
・G E コース理系
・標準コース文系
・標準コース理系

・G E コース文系
・G E コース理系
・標準コース文系
・標準コース理系

１
年
生

２
年
生

３
年
生

■ ２年次からの GE コースではよりレベルの高い授業を提供します。
■ ３年次では進路希望に応じて、多くの選択科目があります。
■ ２年次からの GE コースではよりレベルの高い授業を提供します。
■ ３年次では進路希望に応じて、多くの選択科目があります。

学習 ・進路サポートシステム

卒業 生のみなさんから卒業 生のみなさんから

進路 実現型カリキュラム

≪夜７時までの自習体制≫
同窓会館（ログハウス）で夜７時まで自習できます。

≪充実した進路指導体制≫
富田林高校では進路指導部を中心に、受験に必要な学力を身につけるために、各種の外部試験や調査を実施し、
そのデータを『見える化』して生徒の進路決定に活用しています。
また、本校職員による講習を高校３年間を見通して実施しています。

≪同窓会による学習サポート≫
・同窓会の援助で、春休みを迎える前に新３年生を対象に予備校講師を招いての集中講義を行います。



◆陸上競技
◆サッカー
◆硬式野球
◆バスケットボール（男・女）
◆ハンドボール（男・女）

◆バドミントン
◆ラグビー
◆バレーボール（男・女）

◆剣道
◆硬式テニス
◆ソフトテニス
◆卓球
◆水泳

運 動 部

富高生の英知と団結の結晶。

特に 3年生のクラス劇は圧巻。
文化祭

3色の旗のもと、学年を超えた結束が、

熱い涙と感動を生みます。体育祭

1年生の行事

クラスの仲間の心がひとつに !コーラス大会

行　事 部活、 すべてが “学び”

ぜんぶ全力！！富高生活

世界へはばたく “SSH”

体験重視の先進的な科学教育
富高伝統の球技大会

クラス対抗でペナント

を争奪します。
ペナント

遠足でクラスの

親睦を深めます。
遠　足

高校バトン部は現在、２年生11人で活動してい
ます。バトントワリング以外にも、ポンポンを使っ
たチアダンスやチアリーディングの練習もして
おり、表現力、演技力の幅が広がるように工夫し
ています。昨年は惜しくも0.5点差で冬の全国大
会（幕張メッセ）を逃しましたが、夏の全国大会
は、連続19回目の出場が決定しています。今年こそ冬の全国大会出場の目標を胸に、日々全力
で取り組んでいます。富高バトン部で過ごす時間は一生の宝物になるはずです！皆さんも私たち
と一緒に青春しましょう！！！

9年連続19回　全国大会出場

部長 2年C組　岡田花子さん
（富田林市立第三中学校出身）

バトントワリング部 

ダンス部は３年生12名、２年生10名の計22名で
活動しています。ROCKを中心に、HIPHOP、
JAZZなど様々なジャンルにも挑戦しています。
部員の大半が初心者ですが、自分たちで振りや
構成を考えて作品を作っています。学校内や地
域のイベント、大会などにも参加しており、特に
大会前には特別にコーチが来てくださり、プロの
指導をしていただけます。初心者、経験者、男の子、女の子問わず大歓迎です！高校生活で最高
の思い出を一緒に作りましょう！

ダンスドリル秋季大会 HIPHOP女子部門 全国大会出場

3年E組　池畑亜希さん
（河内長野市立東中学校出身）

ダンス部

自然環境フィールドワーク（屋久島・種子島）

「屋久島の特異的な自然を探
る」をテーマに、自然環境に
触れる現地フィールドワー
クを実施しました。

最先端科学技術施設 訪問研修（理化学研究所・関西光科学研究所など）

SPring-8・SACLAや近畿大学
原子炉研究所などの最先端
科学施設を訪れ研修を行っ
ています。

先端科学講座（ＳＳＨみらい講座）

大学などの研究機関で活躍
されている科学者による講
演会を通年で行っています。

海外研修（オーストラリア ブリスベン）

オーストラリア（ブリスベン）
で、クイーンズランド大学・ク
イーンズランド工科大学での
研修の他、現地起業家の講演・
問題解決ワークショップなど
9日間の研修を実施しました。

地域フォーラム

地域貢献活動の一環として「地域フォーラム」を毎年開催し、「地域で取り組む
ＳＤＧs」などのテーマのもとに、基調講演、ポスターセッション、地域交流イベ
ント、生徒研究発表、パネルディスカッションを行います。
ポスターセッションでは、富田林中学校・高等学校の生徒、大学生・大学院生が
探究の成果を発表します。
地域交流イベントでは、地域の約30団体（企業・博物館・行政機関・大学など）に
よる活動紹介と交流を行います。
生徒研究発表では、生徒による英語でのプレゼンテーションも行います。

こんにちは。軽音楽部です。現在65名で活動しています。普段はバンドのアンサンブル練習や基
礎練習をしています。月に1回の部内ライブや他校さんとの交流ライブ、地域のイベント参加な
ど、一生懸命活動しています。昨年度We are Sneaker Ages第40回記念大会の予選会でベ
ストサポーター校賞と優秀校賞をダブル受賞し、グランキューブ大阪で開催されたグランプリ
大会へ出場することができました。その他各種大会へも出場しています。

We are Sneaker Ages
第40回記念大会・グランプリ大会出場

３年F組　津村優希さん
（河内長野市立東中学校出身・73期部長）

３年D組　横山優羽さん
（藤井寺市立第三中学校出身・スニーカーエイジ・バンドリーダー）

３年F組　三村春華さん
（河内長野市立千代田中学校出身・スニーカーエイジ・応援団長）

軽音楽部

科学部（ホタル班）

写真部は、部員の個性を最大限に尊重
し、個々の力をチーム一丸となって伸ば
すことを目標に活動を行っています。昨年
度からは中学・高校の６学年がそろい、個
性豊かなメンバーたちが楽しく活動して
います。３年連続の全国大会（全国高等学
校総合文化祭写真部門）出展も決定し、
さらなる写真表現の上達をめざして日々
活動しています。

第43回全国高等学校総合文化祭（さが総文祭2019）
写真部門出展

3年A組　子安逸人さん
（太子町立中学校出身）

写 真 部  

富田林高校ラグビー部に所属する真野航さんが８月に行われる全国
高等学校合同チームラグビーフットボール大会へと繋がる第２１回近
畿高等学校少人数・１５人制ラグビーフットボール交流大会に向けて
大阪選抜に選考され、第１８回関西高校少人数校ラグビー交流大会
に向けて近畿代表にも選考されました。新型コロナウィルス感染症
の影響で大会が中止となり、出場することは叶いませんでしたが、一昨年から、３年連続で本校
から選手が選考されました。富田林高校ラグビー部は、部員のほとんどは高校からラグビーを
始めた初心者です。そして、ラグビーは、心身を大きく成長させることができます！！ぜひ富田林高
校に入学し、伝統あるラグビー部を一緒に盛り上げましょう！！

大阪選抜・近畿代表選手に選考

3年A組　真野　航さん
（松原市立松原中学校出身）

ラグビー部

科学部のホタル班はホタルの幼虫のエサである
巻貝のカワニナに関する研究を進めています。
それを含めて、絶滅寸前の富田林市のゲンジボ
タルの研究・保護活動に力を注いでおり、そのよ
うな活動の功績が、国が主催する発表会おいて
も認められました。

第53回全国野生生物保護実績発表大会　
文部科学大臣賞　受賞

72期生　輿石美優さん
（堺市立美原中学校出身）

３年Ｃ組　福永大地さん
（河内長野市立加賀田中学校出身）

◆美術
◆ユネスコ
◆放送

◆茶道
◆ダンス
◆軽音楽

◆写真◆バトン
◆科学
◆吹奏楽

文 化 部

ユネスコスクール
　富田林高校ではユネスコスクールの認定を受け、
日本国内はもちろん世界中のユネスコスクールと
の交流を行っています。また、ケニアの子どもた
ちへの支援活動などにも取り組んでいます。放課
後の希望者参加型英会話サロンも好評です。

ホームステイ受け入れ
　タイやドイツ、オ―ストラリアなど海外からの
学生のホームステイを、数多くの本校生徒宅で引
き受けてきました。彼らは富田林中学校・高校の
生徒たちとともに教室で授業を受け、クラブ活動
を体験し、日本の家庭で過ごします。

本校独自のＳＳＨ
　スーパーサイエンスハイスクールとして、先進的な科学技
術、理科・数学教育を行うだけでなく、以下のような力・意識
を育てます。
１．スパイラルな探究活動（高１→高２→高３）により、主体

的に課題を発見し解決する能力を育成します。
２．アクティブ・ラーニングの推進により、思考力や表現力な

どアウトプットの力を育みます。
３．地域をフィールドに活動することで、地域への貢献意識

を醸成します。
４．世界への発信を目標とした英語教育により、グローバルな

視野やコミュニケーション力を身につけます。

教科としての「探究」
　１年生の教科「探究Ⅰ」では週２時間の探究活動を行っ
ています。その研究成果を、予選プレゼンを経て年度末の
ファイナルプレゼン（地域フォーラム）で発表し、最優秀
賞となったグループは海外修学旅行で現地交流校において、
英語でプレゼンテーションを行います。

富田林中学校・高等学校では、中高一貫校という強みを生かして
6 年間を見据えたグローバル教育を推進しています。

グローバル教育グローバル教育

多様性の理解

マレーシア
（クアラルンプール）

ホームステイ
学校交流、地域体験

対象：（中1）・中2
（希望者）

英語力の向上

オーストラリア
（ブリスベン）

ホームステイ
学校交流、大学訪問

対象：中3・高1・（高2）
（希望者）

英語を使った課題研究

アメリカ
（シアトル）

ホームステイ
SDGsプログラム

対象：高1・高2・（高3）
（希望者）

修学旅行

台湾
（台北）

学校交流

中3全員

修学旅行

ベトナム
（ダナン）

学校交流

高2全員

台湾
北大高級中学

台湾
（台北）
中3修学旅行

アメリカ
（シアトル）
アメリカ研修

オーストラリア
（ブリスベン）

オーストラリア語学研修

ドイツ・フランス
グローバル

スタディ研修（2014）

オーストラリア
リートン校
語学研修

アメリカ（サンフランシスコ）
グローバルリーダー
育成研修（2017）

オーストラリア（ブリスベン）
グローバルリーダー
育成研修（2018-9）

アメリカ
サンタフェ

インディアンスクール

マレーシア
（クアラルンプール）
マレーシア研修

ベトナム
（ダナン）
高2修学旅行

タイ
カラシンスクール

オーストラリア
リートン校

現在の渡航先

受け入れ国

過去の実績



◆陸上競技
◆サッカー
◆硬式野球
◆バスケットボール（男・女）
◆ハンドボール（男・女）

◆バドミントン
◆ラグビー
◆バレーボール（男・女）

◆剣道
◆硬式テニス
◆ソフトテニス
◆卓球
◆水泳

運 動 部

富高生の英知と団結の結晶。

特に 3年生のクラス劇は圧巻。
文化祭

3色の旗のもと、学年を超えた結束が、

熱い涙と感動を生みます。体育祭

1年生の行事

クラスの仲間の心がひとつに !コーラス大会

行　事 部活、 すべてが “学び”

ぜんぶ全力！！富高生活

世界へはばたく “SSH”

体験重視の先進的な科学教育
富高伝統の球技大会

クラス対抗でペナント

を争奪します。
ペナント

遠足でクラスの

親睦を深めます。
遠　足

高校バトン部は現在、２年生11人で活動してい
ます。バトントワリング以外にも、ポンポンを使っ
たチアダンスやチアリーディングの練習もして
おり、表現力、演技力の幅が広がるように工夫し
ています。昨年は惜しくも0.5点差で冬の全国大
会（幕張メッセ）を逃しましたが、夏の全国大会
は、連続19回目の出場が決定しています。今年こそ冬の全国大会出場の目標を胸に、日々全力
で取り組んでいます。富高バトン部で過ごす時間は一生の宝物になるはずです！皆さんも私たち
と一緒に青春しましょう！！！

9年連続19回　全国大会出場

部長 2年C組　岡田花子さん
（富田林市立第三中学校出身）

バトントワリング部 

ダンス部は３年生12名、２年生10名の計22名で
活動しています。ROCKを中心に、HIPHOP、
JAZZなど様々なジャンルにも挑戦しています。
部員の大半が初心者ですが、自分たちで振りや
構成を考えて作品を作っています。学校内や地
域のイベント、大会などにも参加しており、特に
大会前には特別にコーチが来てくださり、プロの
指導をしていただけます。初心者、経験者、男の子、女の子問わず大歓迎です！高校生活で最高
の思い出を一緒に作りましょう！

ダンスドリル秋季大会 HIPHOP女子部門 全国大会出場

3年E組　池畑亜希さん
（河内長野市立東中学校出身）

ダンス部

自然環境フィールドワーク（屋久島・種子島）

「屋久島の特異的な自然を探
る」をテーマに、自然環境に
触れる現地フィールドワー
クを実施しました。

最先端科学技術施設 訪問研修（理化学研究所・関西光科学研究所など）

SPring-8・SACLAや近畿大学
原子炉研究所などの最先端
科学施設を訪れ研修を行っ
ています。

先端科学講座（ＳＳＨみらい講座）

大学などの研究機関で活躍
されている科学者による講
演会を通年で行っています。

海外研修（オーストラリア ブリスベン）

オーストラリア（ブリスベン）
で、クイーンズランド大学・ク
イーンズランド工科大学での
研修の他、現地起業家の講演・
問題解決ワークショップなど
9日間の研修を実施しました。

地域フォーラム

地域貢献活動の一環として「地域フォーラム」を毎年開催し、「地域で取り組む
ＳＤＧs」などのテーマのもとに、基調講演、ポスターセッション、地域交流イベ
ント、生徒研究発表、パネルディスカッションを行います。
ポスターセッションでは、富田林中学校・高等学校の生徒、大学生・大学院生が
探究の成果を発表します。
地域交流イベントでは、地域の約30団体（企業・博物館・行政機関・大学など）に
よる活動紹介と交流を行います。
生徒研究発表では、生徒による英語でのプレゼンテーションも行います。

こんにちは。軽音楽部です。現在65名で活動しています。普段はバンドのアンサンブル練習や基
礎練習をしています。月に1回の部内ライブや他校さんとの交流ライブ、地域のイベント参加な
ど、一生懸命活動しています。昨年度We are Sneaker Ages第40回記念大会の予選会でベ
ストサポーター校賞と優秀校賞をダブル受賞し、グランキューブ大阪で開催されたグランプリ
大会へ出場することができました。その他各種大会へも出場しています。

We are Sneaker Ages
第40回記念大会・グランプリ大会出場

３年F組　津村優希さん
（河内長野市立東中学校出身・73期部長）

３年D組　横山優羽さん
（藤井寺市立第三中学校出身・スニーカーエイジ・バンドリーダー）

３年F組　三村春華さん
（河内長野市立千代田中学校出身・スニーカーエイジ・応援団長）

軽音楽部

科学部（ホタル班）

写真部は、部員の個性を最大限に尊重
し、個々の力をチーム一丸となって伸ば
すことを目標に活動を行っています。昨年
度からは中学・高校の６学年がそろい、個
性豊かなメンバーたちが楽しく活動して
います。３年連続の全国大会（全国高等学
校総合文化祭写真部門）出展も決定し、
さらなる写真表現の上達をめざして日々
活動しています。

第43回全国高等学校総合文化祭（さが総文祭2019）
写真部門出展

3年A組　子安逸人さん
（太子町立中学校出身）

写 真 部  

富田林高校ラグビー部に所属する真野航さんが８月に行われる全国
高等学校合同チームラグビーフットボール大会へと繋がる第２１回近
畿高等学校少人数・１５人制ラグビーフットボール交流大会に向けて
大阪選抜に選考され、第１８回関西高校少人数校ラグビー交流大会
に向けて近畿代表にも選考されました。新型コロナウィルス感染症
の影響で大会が中止となり、出場することは叶いませんでしたが、一昨年から、３年連続で本校
から選手が選考されました。富田林高校ラグビー部は、部員のほとんどは高校からラグビーを
始めた初心者です。そして、ラグビーは、心身を大きく成長させることができます！！ぜひ富田林高
校に入学し、伝統あるラグビー部を一緒に盛り上げましょう！！

大阪選抜・近畿代表選手に選考

3年A組　真野　航さん
（松原市立松原中学校出身）

ラグビー部

科学部のホタル班はホタルの幼虫のエサである
巻貝のカワニナに関する研究を進めています。
それを含めて、絶滅寸前の富田林市のゲンジボ
タルの研究・保護活動に力を注いでおり、そのよ
うな活動の功績が、国が主催する発表会おいて
も認められました。

第53回全国野生生物保護実績発表大会　
文部科学大臣賞　受賞

72期生　輿石美優さん
（堺市立美原中学校出身）

３年Ｃ組　福永大地さん
（河内長野市立加賀田中学校出身）

◆美術
◆ユネスコ
◆放送

◆茶道
◆ダンス
◆軽音楽

◆写真◆バトン
◆科学
◆吹奏楽

文 化 部

ユネスコスクール
　富田林高校ではユネスコスクールの認定を受け、
日本国内はもちろん世界中のユネスコスクールと
の交流を行っています。また、ケニアの子どもた
ちへの支援活動などにも取り組んでいます。放課
後の希望者参加型英会話サロンも好評です。

ホームステイ受け入れ
　タイやドイツ、オ―ストラリアなど海外からの
学生のホームステイを、数多くの本校生徒宅で引
き受けてきました。彼らは富田林中学校・高校の
生徒たちとともに教室で授業を受け、クラブ活動
を体験し、日本の家庭で過ごします。

本校独自のＳＳＨ
　スーパーサイエンスハイスクールとして、先進的な科学技
術、理科・数学教育を行うだけでなく、以下のような力・意識
を育てます。
１．スパイラルな探究活動（高１→高２→高３）により、主体

的に課題を発見し解決する能力を育成します。
２．アクティブ・ラーニングの推進により、思考力や表現力な

どアウトプットの力を育みます。
３．地域をフィールドに活動することで、地域への貢献意識

を醸成します。
４．世界への発信を目標とした英語教育により、グローバルな

視野やコミュニケーション力を身につけます。

教科としての「探究」
　１年生の教科「探究Ⅰ」では週２時間の探究活動を行っ
ています。その研究成果を、予選プレゼンを経て年度末の
ファイナルプレゼン（地域フォーラム）で発表し、最優秀
賞となったグループは海外修学旅行で現地交流校において、
英語でプレゼンテーションを行います。

富田林中学校・高等学校では、中高一貫校という強みを生かして
6 年間を見据えたグローバル教育を推進しています。

グローバル教育グローバル教育

多様性の理解

マレーシア
（クアラルンプール）
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学校交流、地域体験
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英語力の向上
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（ブリスベン）

ホームステイ
学校交流、大学訪問
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英語を使った課題研究

アメリカ
（シアトル）

ホームステイ
SDGsプログラム
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（希望者）

修学旅行

台湾
（台北）

学校交流

中3全員

修学旅行

ベトナム
（ダナン）

学校交流

高2全員

台湾
北大高級中学

台湾
（台北）
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アメリカ
（シアトル）
アメリカ研修

オーストラリア
（ブリスベン）

オーストラリア語学研修

ドイツ・フランス
グローバル

スタディ研修（2014）

オーストラリア
リートン校
語学研修

アメリカ（サンフランシスコ）
グローバルリーダー
育成研修（2017）

オーストラリア（ブリスベン）
グローバルリーダー
育成研修（2018-9）

アメリカ
サンタフェ

インディアンスクール
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（クアラルンプール）
マレーシア研修

ベトナム
（ダナン）
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タイ
カラシンスクール

オーストラリア
リートン校

現在の渡航先

受け入れ国

過去の実績



◆陸上競技
◆サッカー
◆硬式野球
◆バスケットボール（男・女）
◆ハンドボール（男・女）

◆バドミントン
◆ラグビー
◆バレーボール（男・女）

◆剣道
◆硬式テニス
◆ソフトテニス
◆卓球
◆水泳

運 動 部

富高生の英知と団結の結晶。

特に 3年生のクラス劇は圧巻。
文化祭

3色の旗のもと、学年を超えた結束が、

熱い涙と感動を生みます。体育祭

1年生の行事

クラスの仲間の心がひとつに !コーラス大会

行　事 部活、 すべてが “学び”

ぜんぶ全力！！富高生活

世界へはばたく “SSH”

体験重視の先進的な科学教育
富高伝統の球技大会

クラス対抗でペナント

を争奪します。
ペナント

遠足でクラスの

親睦を深めます。
遠　足

高校バトン部は現在、２年生11人で活動してい
ます。バトントワリング以外にも、ポンポンを使っ
たチアダンスやチアリーディングの練習もして
おり、表現力、演技力の幅が広がるように工夫し
ています。昨年は惜しくも0.5点差で冬の全国大
会（幕張メッセ）を逃しましたが、夏の全国大会
は、連続19回目の出場が決定しています。今年こそ冬の全国大会出場の目標を胸に、日々全力
で取り組んでいます。富高バトン部で過ごす時間は一生の宝物になるはずです！皆さんも私たち
と一緒に青春しましょう！！！

9年連続19回　全国大会出場

部長 2年C組　岡田花子さん
（富田林市立第三中学校出身）

バトントワリング部 

ダンス部は３年生12名、２年生10名の計22名で
活動しています。ROCKを中心に、HIPHOP、
JAZZなど様々なジャンルにも挑戦しています。
部員の大半が初心者ですが、自分たちで振りや
構成を考えて作品を作っています。学校内や地
域のイベント、大会などにも参加しており、特に
大会前には特別にコーチが来てくださり、プロの
指導をしていただけます。初心者、経験者、男の子、女の子問わず大歓迎です！高校生活で最高
の思い出を一緒に作りましょう！

ダンスドリル秋季大会 HIPHOP女子部門 全国大会出場

3年E組　池畑亜希さん
（河内長野市立東中学校出身）

ダンス部

自然環境フィールドワーク（屋久島・種子島）

「屋久島の特異的な自然を探
る」をテーマに、自然環境に
触れる現地フィールドワー
クを実施しました。

最先端科学技術施設 訪問研修（理化学研究所・関西光科学研究所など）

SPring-8・SACLAや近畿大学
原子炉研究所などの最先端
科学施設を訪れ研修を行っ
ています。

先端科学講座（ＳＳＨみらい講座）

大学などの研究機関で活躍
されている科学者による講
演会を通年で行っています。

海外研修（オーストラリア ブリスベン）

オーストラリア（ブリスベン）
で、クイーンズランド大学・ク
イーンズランド工科大学での
研修の他、現地起業家の講演・
問題解決ワークショップなど
9日間の研修を実施しました。

地域フォーラム

地域貢献活動の一環として「地域フォーラム」を毎年開催し、「地域で取り組む
ＳＤＧs」などのテーマのもとに、基調講演、ポスターセッション、地域交流イベ
ント、生徒研究発表、パネルディスカッションを行います。
ポスターセッションでは、富田林中学校・高等学校の生徒、大学生・大学院生が
探究の成果を発表します。
地域交流イベントでは、地域の約30団体（企業・博物館・行政機関・大学など）に
よる活動紹介と交流を行います。
生徒研究発表では、生徒による英語でのプレゼンテーションも行います。

こんにちは。軽音楽部です。現在65名で活動しています。普段はバンドのアンサンブル練習や基
礎練習をしています。月に1回の部内ライブや他校さんとの交流ライブ、地域のイベント参加な
ど、一生懸命活動しています。昨年度We are Sneaker Ages第40回記念大会の予選会でベ
ストサポーター校賞と優秀校賞をダブル受賞し、グランキューブ大阪で開催されたグランプリ
大会へ出場することができました。その他各種大会へも出場しています。

We are Sneaker Ages
第40回記念大会・グランプリ大会出場

３年F組　津村優希さん
（河内長野市立東中学校出身・73期部長）

３年D組　横山優羽さん
（藤井寺市立第三中学校出身・スニーカーエイジ・バンドリーダー）

３年F組　三村春華さん
（河内長野市立千代田中学校出身・スニーカーエイジ・応援団長）

軽音楽部

科学部（ホタル班）

写真部は、部員の個性を最大限に尊重
し、個々の力をチーム一丸となって伸ば
すことを目標に活動を行っています。昨年
度からは中学・高校の６学年がそろい、個
性豊かなメンバーたちが楽しく活動して
います。３年連続の全国大会（全国高等学
校総合文化祭写真部門）出展も決定し、
さらなる写真表現の上達をめざして日々
活動しています。

第43回全国高等学校総合文化祭（さが総文祭2019）
写真部門出展

3年A組　子安逸人さん
（太子町立中学校出身）

写 真 部  

富田林高校ラグビー部に所属する真野航さんが８月に行われる全国
高等学校合同チームラグビーフットボール大会へと繋がる第２１回近
畿高等学校少人数・１５人制ラグビーフットボール交流大会に向けて
大阪選抜に選考され、第１８回関西高校少人数校ラグビー交流大会
に向けて近畿代表にも選考されました。新型コロナウィルス感染症
の影響で大会が中止となり、出場することは叶いませんでしたが、一昨年から、３年連続で本校
から選手が選考されました。富田林高校ラグビー部は、部員のほとんどは高校からラグビーを
始めた初心者です。そして、ラグビーは、心身を大きく成長させることができます！！ぜひ富田林高
校に入学し、伝統あるラグビー部を一緒に盛り上げましょう！！

大阪選抜・近畿代表選手に選考

3年A組　真野　航さん
（松原市立松原中学校出身）

ラグビー部

科学部のホタル班はホタルの幼虫のエサである
巻貝のカワニナに関する研究を進めています。
それを含めて、絶滅寸前の富田林市のゲンジボ
タルの研究・保護活動に力を注いでおり、そのよ
うな活動の功績が、国が主催する発表会おいて
も認められました。

第53回全国野生生物保護実績発表大会　
文部科学大臣賞　受賞

72期生　輿石美優さん
（堺市立美原中学校出身）

３年Ｃ組　福永大地さん
（河内長野市立加賀田中学校出身）

◆美術
◆ユネスコ
◆放送

◆茶道
◆ダンス
◆軽音楽

◆写真◆バトン
◆科学
◆吹奏楽

文 化 部

ユネスコスクール
　富田林高校ではユネスコスクールの認定を受け、
日本国内はもちろん世界中のユネスコスクールと
の交流を行っています。また、ケニアの子どもた
ちへの支援活動などにも取り組んでいます。放課
後の希望者参加型英会話サロンも好評です。

ホームステイ受け入れ
　タイやドイツ、オ―ストラリアなど海外からの
学生のホームステイを、数多くの本校生徒宅で引
き受けてきました。彼らは富田林中学校・高校の
生徒たちとともに教室で授業を受け、クラブ活動
を体験し、日本の家庭で過ごします。

本校独自のＳＳＨ
　スーパーサイエンスハイスクールとして、先進的な科学技
術、理科・数学教育を行うだけでなく、以下のような力・意識
を育てます。
１．スパイラルな探究活動（高１→高２→高３）により、主体

的に課題を発見し解決する能力を育成します。
２．アクティブ・ラーニングの推進により、思考力や表現力な

どアウトプットの力を育みます。
３．地域をフィールドに活動することで、地域への貢献意識

を醸成します。
４．世界への発信を目標とした英語教育により、グローバルな

視野やコミュニケーション力を身につけます。

教科としての「探究」
　１年生の教科「探究Ⅰ」では週２時間の探究活動を行っ
ています。その研究成果を、予選プレゼンを経て年度末の
ファイナルプレゼン（地域フォーラム）で発表し、最優秀
賞となったグループは海外修学旅行で現地交流校において、
英語でプレゼンテーションを行います。

富田林中学校・高等学校では、中高一貫校という強みを生かして
6 年間を見据えたグローバル教育を推進しています。

グローバル教育グローバル教育

多様性の理解
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◆陸上競技
◆サッカー
◆硬式野球
◆バスケットボール（男・女）
◆ハンドボール（男・女）

◆バドミントン
◆ラグビー
◆バレーボール（男・女）

◆剣道
◆硬式テニス
◆ソフトテニス
◆卓球
◆水泳

運 動 部

富高生の英知と団結の結晶。

特に 3年生のクラス劇は圧巻。
文化祭

3色の旗のもと、学年を超えた結束が、

熱い涙と感動を生みます。体育祭

1年生の行事

クラスの仲間の心がひとつに !コーラス大会

行　事 部活、 すべてが “学び”

ぜんぶ全力！！富高生活

世界へはばたく “SSH”

体験重視の先進的な科学教育
富高伝統の球技大会

クラス対抗でペナント

を争奪します。
ペナント

遠足でクラスの

親睦を深めます。
遠　足

高校バトン部は現在、２年生11人で活動してい
ます。バトントワリング以外にも、ポンポンを使っ
たチアダンスやチアリーディングの練習もして
おり、表現力、演技力の幅が広がるように工夫し
ています。昨年は惜しくも0.5点差で冬の全国大
会（幕張メッセ）を逃しましたが、夏の全国大会
は、連続19回目の出場が決定しています。今年こそ冬の全国大会出場の目標を胸に、日々全力
で取り組んでいます。富高バトン部で過ごす時間は一生の宝物になるはずです！皆さんも私たち
と一緒に青春しましょう！！！

9年連続19回　全国大会出場

部長 2年C組　岡田花子さん
（富田林市立第三中学校出身）

バトントワリング部 

ダンス部は３年生12名、２年生10名の計22名で
活動しています。ROCKを中心に、HIPHOP、
JAZZなど様々なジャンルにも挑戦しています。
部員の大半が初心者ですが、自分たちで振りや
構成を考えて作品を作っています。学校内や地
域のイベント、大会などにも参加しており、特に
大会前には特別にコーチが来てくださり、プロの
指導をしていただけます。初心者、経験者、男の子、女の子問わず大歓迎です！高校生活で最高
の思い出を一緒に作りましょう！

ダンスドリル秋季大会 HIPHOP女子部門 全国大会出場

3年E組　池畑亜希さん
（河内長野市立東中学校出身）

ダンス部

自然環境フィールドワーク（屋久島・種子島）

「屋久島の特異的な自然を探
る」をテーマに、自然環境に
触れる現地フィールドワー
クを実施しました。

最先端科学技術施設 訪問研修（理化学研究所・関西光科学研究所など）

SPring-8・SACLAや近畿大学
原子炉研究所などの最先端
科学施設を訪れ研修を行っ
ています。

先端科学講座（ＳＳＨみらい講座）

大学などの研究機関で活躍
されている科学者による講
演会を通年で行っています。

海外研修（オーストラリア ブリスベン）

オーストラリア（ブリスベン）
で、クイーンズランド大学・ク
イーンズランド工科大学での
研修の他、現地起業家の講演・
問題解決ワークショップなど
9日間の研修を実施しました。

地域フォーラム

地域貢献活動の一環として「地域フォーラム」を毎年開催し、「地域で取り組む
ＳＤＧs」などのテーマのもとに、基調講演、ポスターセッション、地域交流イベ
ント、生徒研究発表、パネルディスカッションを行います。
ポスターセッションでは、富田林中学校・高等学校の生徒、大学生・大学院生が
探究の成果を発表します。
地域交流イベントでは、地域の約30団体（企業・博物館・行政機関・大学など）に
よる活動紹介と交流を行います。
生徒研究発表では、生徒による英語でのプレゼンテーションも行います。

こんにちは。軽音楽部です。現在65名で活動しています。普段はバンドのアンサンブル練習や基
礎練習をしています。月に1回の部内ライブや他校さんとの交流ライブ、地域のイベント参加な
ど、一生懸命活動しています。昨年度We are Sneaker Ages第40回記念大会の予選会でベ
ストサポーター校賞と優秀校賞をダブル受賞し、グランキューブ大阪で開催されたグランプリ
大会へ出場することができました。その他各種大会へも出場しています。

We are Sneaker Ages
第40回記念大会・グランプリ大会出場

３年F組　津村優希さん
（河内長野市立東中学校出身・73期部長）

３年D組　横山優羽さん
（藤井寺市立第三中学校出身・スニーカーエイジ・バンドリーダー）

３年F組　三村春華さん
（河内長野市立千代田中学校出身・スニーカーエイジ・応援団長）

軽音楽部

科学部（ホタル班）

写真部は、部員の個性を最大限に尊重
し、個々の力をチーム一丸となって伸ば
すことを目標に活動を行っています。昨年
度からは中学・高校の６学年がそろい、個
性豊かなメンバーたちが楽しく活動して
います。３年連続の全国大会（全国高等学
校総合文化祭写真部門）出展も決定し、
さらなる写真表現の上達をめざして日々
活動しています。

第43回全国高等学校総合文化祭（さが総文祭2019）
写真部門出展

3年A組　子安逸人さん
（太子町立中学校出身）

写 真 部  
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に向けて近畿代表にも選考されました。新型コロナウィルス感染症
の影響で大会が中止となり、出場することは叶いませんでしたが、一昨年から、３年連続で本校
から選手が選考されました。富田林高校ラグビー部は、部員のほとんどは高校からラグビーを
始めた初心者です。そして、ラグビーは、心身を大きく成長させることができます！！ぜひ富田林高
校に入学し、伝統あるラグビー部を一緒に盛り上げましょう！！

大阪選抜・近畿代表選手に選考

3年A組　真野　航さん
（松原市立松原中学校出身）

ラグビー部

科学部のホタル班はホタルの幼虫のエサである
巻貝のカワニナに関する研究を進めています。
それを含めて、絶滅寸前の富田林市のゲンジボ
タルの研究・保護活動に力を注いでおり、そのよ
うな活動の功績が、国が主催する発表会おいて
も認められました。

第53回全国野生生物保護実績発表大会　
文部科学大臣賞　受賞

72期生　輿石美優さん
（堺市立美原中学校出身）

３年Ｃ組　福永大地さん
（河内長野市立加賀田中学校出身）
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◆ユネスコ
◆放送

◆茶道
◆ダンス
◆軽音楽

◆写真◆バトン
◆科学
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ユネスコスクール
　富田林高校ではユネスコスクールの認定を受け、
日本国内はもちろん世界中のユネスコスクールと
の交流を行っています。また、ケニアの子どもた
ちへの支援活動などにも取り組んでいます。放課
後の希望者参加型英会話サロンも好評です。

ホームステイ受け入れ
　タイやドイツ、オ―ストラリアなど海外からの
学生のホームステイを、数多くの本校生徒宅で引
き受けてきました。彼らは富田林中学校・高校の
生徒たちとともに教室で授業を受け、クラブ活動
を体験し、日本の家庭で過ごします。

本校独自のＳＳＨ
　スーパーサイエンスハイスクールとして、先進的な科学技
術、理科・数学教育を行うだけでなく、以下のような力・意識
を育てます。
１．スパイラルな探究活動（高１→高２→高３）により、主体

的に課題を発見し解決する能力を育成します。
２．アクティブ・ラーニングの推進により、思考力や表現力な

どアウトプットの力を育みます。
３．地域をフィールドに活動することで、地域への貢献意識

を醸成します。
４．世界への発信を目標とした英語教育により、グローバルな

視野やコミュニケーション力を身につけます。

教科としての「探究」
　１年生の教科「探究Ⅰ」では週２時間の探究活動を行っ
ています。その研究成果を、予選プレゼンを経て年度末の
ファイナルプレゼン（地域フォーラム）で発表し、最優秀
賞となったグループは海外修学旅行で現地交流校において、
英語でプレゼンテーションを行います。

富田林中学校・高等学校では、中高一貫校という強みを生かして
6 年間を見据えたグローバル教育を推進しています。
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ひとにやさしく、
　　地域へ！世界へ！

〒584-0035 大阪府富田林市谷川町4番30号
TEL：0721-23-2281（代表）　FAX：0721-23-2204

大阪府立 富田林高等学校
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大阪府立
富田林高等学校

正門
通用門

富田林高校は2012年に国連より「ユネスコスクール」として認定されました。

近鉄長野線「富田林西口」下車　南へ 500ｍ
アクセス制服（標準服）

・・・「河内長野」で近鉄長野線に乗り換え「富田林西口」まで 約９分南海高野線では
・・・「阿部野橋」から「富田林西口」まで 約30分近鉄南大阪線では

吹奏楽部は地域の老人ホームや障が
い者施設、植物園で演奏・演技をお
こない、交流をしています。音楽で
地域の方々を笑顔にすることができ、
それが部員たちの成長にもつながっ
ています。

富田林幼稚園との交流
バトン部は毎年、富田林幼稚園の運動
会に参加して、園児達と一緒に踊った
り歌ったりして交流しています。将
来的に富田林高校バトン部のメンバー
になることを楽しみにしています。

地域の人々との交流

地域の環境をまもるために、学校
の傍を流れる石川の河川敷や富高
ロード（最寄駅から学校までの通
学路）を年一回みんなできれいに
します。

石川大清掃

寺内町を紹介しつつ物品を販売したり、地域の防災
について考えたり、募金や物品販売で得た収益を
アフリカのスラム街の子供たちに送ったりと、地域
と連携しつつ、世界に向けた活動をしています。ま
た、ユネスコスクールネットワークを通して、国内・
国外のユネスコスクールと交流もしています。

地域から世界へ

花の文化園「花まつり」で演技披露
春と秋の年二回、花の文化園・芝生
広場で演技を披露しています。毎回、
天気が気になりますが、元気に笑顔
で踊っています。

水辺の教室における交流
科学部は研究活動の成果を積極的に地域へ発
信しています。川の生物をテーマとした地
域イベントでは、魚類班が中心となって子
どもたちに魚の捕り方や、種類の見分け方
について話しながら交流を図っていました。

朝、富田林小学校の前で「あいさ
つ運動」をしています。高校生・
中学生と小学生の「おはようござ
います！」の元気な声が道行く
人々の心を和ませています。

文化祭では、富田林幼稚園の園児
たちを招待して、ダンスを踊っ
たり、おめんを作ったりして交
流しました。他にも縁日やイベ
ントなどで幼稚園児と高校生と
の交流がたくさんありました。

小学生や園児たちとの交流

制服を入学式や卒業式などの式典、及び学校内外での各種公式行事時に全員が着用して
います。それ以外の時には標準服とともに私服の着用も認めています。（2017年度より
校名が入るなど一部デザインを変更しました）

2020. 7. 2000①


