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大阪市立水都国際高等学校 学校説明会



①水都国際について
②教育目標・教育理念
③学校の特色
④入学者選抜

≪本日の流れ≫



❏ 2019年4月開校
❏ 全国初の公設民営併設型中高一貫校
❏ 国際バカロレアディプロマプログラム

の導入校

①水都国際について



❏ （西学舎）大阪市住之江
区南港中３丁目７番13号

❏ （東学舎）大阪市住之江
区南港中２丁目７番18号

①水都国際について



①水都国際について
❏ 2023年度最終完成イメージ
❏ （西学舎）大阪市住之江区南

港中３丁目７番13号
❏ （東学舎）大阪市住之江区南

港中２丁目７番18号



教育目標/School Vision
社会に貢献する『協創力』をみがく

Cultivate students’ ability to collaborate and　
creatively contribute to the world.



高１ 必履修科目を中心に全員が共通履修

高２ グローバル
コミュニケーションコース
(IB英語・TOK・EE他)

グローバル
サイエンスコース

(IB英語・TOK・EE他)

国際バカロレア
コース

高３

CEFR B2レベル（TOEFL iBT 72-94、英検準１級等）

卒業時の英語運用能力　(目標)

グローバル探究科　コース選択

2020年4月開設！

国内大学・海外大学・各種学校など

卒業後の進路



高１ 必履修科目を中心に全員が共通履修

高２ グローバル
コミュニケーションコース
(IB英語・TOK・EE他)

グローバル
サイエンスコース

(IB英語・TOK・EE他)

国際バカロレア
コース

高３

グローバル探究科　コース選択

2020年4月始動！

国際バカロレアコース　(～20名程度)
・高校1年生の11月段階で　CEFR B1レベル(TOEFL Jr.)
　Reading, Listening, Vocabulary の3項目
・Pre IBの講習・課題をすべて取り組む
・2学期までの成績、面談等



Classes in English

Math    

  English

  Science



Active Learning
・ペアワーク　　　　　・グループワーク
・ディスカッション　　・プレゼンテーション
・Sticky notes の活用　  ・クイズ形式



+80 +35



Online Classes

English 
communication

・ICTの活用
・チャット機能の多用
・授業の録画

世界史

地理

物理



Library
・たくさんの和書、洋書、電子書籍
・専門的な知識を持ったLibrarian(図書館司書）
・幅広い使い方



学校の特色　

～校則が存在しない～

→生徒ひとりひとりが水都生とし
ての責任をもって行動する



Uniform



coordination of 
school uniform



1)輝く海に吹く風が私たちの道しるべ
海鳥のように進み続ける存在であれ
嵐が来ることもあるけどKeep on believing
水都の誇りを胸に抱いて

２)輝く景色見るために自分の夢が道しるべ
海鳥のように飛び続ける存在になれ
怖くても逃げたくなってもKeep on challenging
水都の誇りを胸に抱いて

３)協力し合い作り出す私たちの道しるべ
海鳥のように世界に羽ばたく存在であれ
いつまでも希望忘れずKeep on creating
水都の誇りを胸に抱いて

校歌

YouTube 
“SuitoKokusai 
校歌斉唱”
でCheck!!!



GAPS   Global Action Project in Suito
～見つける、つなげる、つくっていく～



行事~School Events~
6月 ‐ スポーツフェスティバル

8月 ‐ グローバルユースカンファレンス

10月 ‐ ハロウィン

11月 ‐ 文化祭



Sports Festival



Global Youth  Conference             



Halloween



School Festival 



最後に

   　留学

  アルバイト

　  GAPS

　 クラブ

ボランティア　  海外大学進学

勉強

　国際交流 国公立大学



次回の説明会をより良いものにするため、
皆さんのご意見をお聞かせください。

　　　　　　　　　　アンケートにご協力をお願いします！



入学初年度の諸経費/
Various expenses for the first year

　入学料 ￥5,650 

　授業料 ¥118,800 

　制服代 ￥45,600 

　教科書代  ￥19,000 

　学校徴収金*   ￥32,000 

　海外研修費用 
(3月) 

¥200,000
～  　 

¥300,000 

初年度の必要経費（目安）
約43～53万円 ※3月海外研修込

・入学までに各自でノートPCを
　ご準備いただきます。

・海外語学研修(任意)等の
　参加費は別途必要

・高2～IBコースでは、別途必要



入学者選抜/Entrance Exam
《令和2年度例》

選抜の種類：≪特別入学者選抜≫

出 願 日 程 ：令和2年2月14日(金)・17日(月)
検 査 日 程 ：学力検査　令和2年2月20日(木)
　　　　　　実技検査　令和2年2月21日(金)
合 格 発 表 ：令和2年3月2日(月)
定　　　員：80名(帰国生選抜含む)



入学者選抜/Entrance Exam

英語資格(外部検定)の活用　《令和2年度例》

TOEFL iBT IELTS 実用英語技能検定 読み替え率

60～120点 6.0～9.0 準1級・1級 100％

50～59点 5.5 (対応なし) 90％

40～49点 5.0 2級 80％



入学者選抜/Entrance Exam
学力検査時間割、配点　《令和2年度例》

時限 第1時 第2時 第3時 第4時 第5時

検査教科 国語 数学 英語 理科 社会

時間 40分 40分 40分
リスニング

15分
40分 40分

時刻
9：00
～

9：40

10：00
～

10：40

11：00
～

11：40

11：50
～

12：05

13：00
～

13：40

14：00
～

14：40

配点 45点 45点 45点 45点 45点

※帰国生
検査教科等

面接
(日本語) 数学 英語

※外国に2年以上在留し、
帰国後2年以内
※希望する場合、英和辞典
以外の和訳辞書1冊の持込
可(事前申請必要 )配点 ー 45点 45点



入学者選抜/Entrance Exam
学力検査時間割、配点　《令和2年度例》

班別 午前班 午後班

検査種目 英文の音読
英語による
口頭試問

英文の音読
英語による
口頭試問

時間
9：00から

個人別に実施
12：50から

個人別に実施

配点 20点 80点 20点 80点



ありがとうございました


