
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学生・保護者対象 

 

 

１０月 ６日（土） 

 会場：本校食堂（体育館 1 階）【予定】 

●授業見学  ●学校概要説明 

●質疑応答  など 

詳細が決まり次第、学校ホームページ等で

お知らせいたします。乞うご期待！ 

・学校説明会のお問い合わせは総合調整部まで 

 

上記以前には 

 ７/２９(日) 府立高校展（於 マイドーム大阪） 

９/ ２(日) 第１学区東部の府立高校による 

学校説明会（於 茨木市民会館） 

９/２９(土) 高槻・島本地区合同説明会 

       （於 府立槻の木高等学校） 

なども行われます。いろいろと参加することで、自

分の行ってみたいと思える高校を見つけることが

できます。その一つに、高槻北高校が入ったなら、

北高教職員一同大変うれしく思います。 

北高が目指す学校像 
①「学力向上と希望進路実現」 

すべての生徒が3年間で学力をより一層向上

させ、進路希望を実現する学校です。授業でし

っかり学力をつけてもらうのはもちろん、放課

後、長期休業中、土曜日の講習、勉強合宿など

授業以外の学力保障も充実しています。 

②「高校生活の充実」 

充実した学校生活を送り、みんなが「行って良

かった」と思える学校です。厳しい生活指導のも

とで規律ある高校生活をおくり、8 割の生徒が部

活動に加入して活発に活動しています。 

③「保護者・地域と共にある学校」 
保護者・地域等と連携し、共に生徒の主体的成

長をサポートできる学校です。近隣の学校園との

交流やコミュニティの活動にも積極的に参加しま

す。教志コース設置に伴い、新たな交流を進めて

いきます。地元との連携を大切にしています。 

「教志コース」が設置されました！ 
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主な部活動の部員数（カッコ内の数字 5/1

現在）、最近の成績と今後の活動予定(※)を紹介

します。本校ホームページでも随時報告してい

ますのでぜひご覧ください。 

≪運動系部活動≫ 

◇ 硬式野球部 （7５名） 

H2３年度 秋季近畿地区大阪大会 ベスト３２進出 

※7/7 全国高等学校野球選手権大会大阪府予選出場 

◇ サッカー部 （５８名） 

H２４年度 大阪高校春季サッカー大会 ４回戦進出 

◇ 女子バレーボール部 （１７名） 

H23 年度 大教杯争奪戦 第 3 位 

H24 年度 春季大会一次予選 １部第４位 

※6/3～二次予選  なお 3 年生部員が地区選

抜大会代表選手に選出されました 

◇ 男子テニス部 （２４名） 

H24 年度春季大会  

団体戦 予選決勝進出 個人戦 ベスト６４進出 

※6 月 水口杯 7 月 ｻﾏｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 8 月 高校総体 

◇ 女子テニス部 （２１名） 

H24 年度春季大会  

団体戦 ベスト１６進出 個人戦 ﾌﾞﾛｯｸ優勝２名 

※６月 水口杯 

◇ 男子バスケットボール部 （３７名） 

第 20 回サクラカップ 第 3 位 

第 65 回インターハイ予選出場 

※8 月 第 67 回大阪高等学校総合体育大会出場 

◇ 女子バスケットボール部 （2４名） 

H23 年度 さつき杯 準優勝 

H24 年度 インターハイ予選 ４回戦進出 

※8/25～ ウインターカップ予選出場 

◇ ソフトボール部 （１８名） 

H23 年度 大阪秋季大会 ベスト８進出 

H24 年度 大阪春季大会 ベスト１６進出 

※６月 インターハイ大阪予選 ８月公立リーグ 

◇ 卓球部  （12 名） 

第 71 回高槻市長杯２部２位リーグ優勝 １位リーグ２位 

大阪高等学校卓球選手権大会 ２回戦進出 

※大阪高校新人大会、大阪高校総合体育大会 

◇ 陸上競技部  （40 名） 

H24 年度 大阪高校陸上競技選手権大会地区予選 

 本選出場…個人５名、R ２チーム 

※男子４×１００ｍＲ日本選手権サブイベント出場 

◇ 剣道部 （８名） 

※6/2～高等学校剣道大会大阪府予選 

◎水泳・ラグビー・男子バレー・ハンドボール 

バドミントン・ワンゲル 各部も活動中！ 

≪文化系部活動≫ 

◇ 吹奏楽部 （２６名） 

H24/5/27 高槻荘で演奏会実施 

※6/17 そよかぜコンサート出演  

※８月コンクール出場 

◇ 美術部 （１３名） 

H23 年度 1 学区２ﾌﾞﾛｯｸスケッチ大会参加 

※8/7～8/12  第 64 回大阪府高校展 出展 

◇ ダンス部 （４８名） 

H23 年 MVD、高校生ダンスフェスタ出演、 

ダンスプリング【コスチューム賞受賞】 

※7/22 Takatsuki Earnest Dancers 出演 

※高槻まつり、熱血甲子園（DANCE 部門）出演 

◇ 和太鼓部 （３０名） 

※6/17 関西高校和太鼓交流会 出演予定 

◇ 書道部 （１３名） 

H23 年度大阪府高等学校芸術文化祭 奨励賞 

※6/22～6/24 第２ブロック展 出展 

◇ 音楽部 （６名） 

第 36 回わたぼうし音楽祭出演 奈良 YMCA 賞受賞 

第２ブロック音楽会出演 

◇ イラスト部 （６名） 

Ｐｉｘｉｖ 高校生イラストコンテスト参加 

（※今年度も参加予定） 

◎文芸・軽音楽・自然科学・写真・放送 各部 

 も活動中！ 

５月９日（水）全学年が校外

活動（遠足）を実施しました。 

クラス、グループごとの活動

で親睦を深めました。 

1 学年 
農業公園信貴山のどか村 
(奈良県生駒郡） 
飯ごう炊さんなど野外活動 

２学年 
京都の大学キャンパス 
（京都教育大、同志社大、立命館大など） 
と歴史的観光名所めぐり 

３学年 
クラスごと  
淡路島、六甲、琵琶湖など 

高槻北高校携帯電話用ホームページも 
ご覧ください。 
行事予定、学校説明会の案内などをお知らせします。 

右の QR コードをバーコードリーダーで読み取って、 

表示される URL をブックマーク登録してください。 


