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Global peace starts in the classroom!

１８４４年イギリス・ロンドンで誕生
大阪ＹＭＣＡは１８８２年

１１９の国と地域にある社会教育団体



●週１～５日
●通学型
●全日制

高等専修学校卒業

●表現・コミュニケーシ
ョン学科
●国際学科
（ＩＨＳ：インターナシ
ョナルハイスクール）

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
（高等課程・全日制）

高 等 学 校 卒 業

ＹＭＣＡ学院高等学校
（通信制・単位制）

大阪市立水都国際高等学校（指定管理法人）
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2020年度高校生事業合同説明会
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IHSについて

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-5-6（4F）



IHSについて

We celebrate our differences.
一人ひとりの違いを大切に

• 1988年「真の国際人」の育成を目指し設立

• 国内生、重国籍を持つ生徒、帰国生、外国籍の生徒など、

創立当初以上に多彩な生徒構成（国内生：55％、帰国生・

外国籍生：45％）

• 1学年30名、全校生徒90名の小さな学校

• キリスト教精神を基盤に「共に生きる」ことを実践



IHSについて



大きな変革の中で

・学習指導要領の改訂・学力観の変更

→21世紀型スキル「6Cs」



大きな変革の中で



《2020年度文部科学省「学力の3要素」》

1:「知識・技能」（これまでの入試）

2:「思考力・判断力・表現力」

3:「主体性を持って多様な人々と協働
して学ぶ態度」

大きな変革の中で



21世紀スキル「6Cs」とスクールモットー

・Collaboration （協働力）

・Communication（表現力）

・Content（コンテンツ＝内容、知識、理解）

・Critical Thinking（思考力、判断力）

・Creative Innovation（想像力）

・Confidence（自信、主体性）
Be 

proactive

Respect 
yourself 

and others

Knowledge 
is cool

Celebrate 
our 

differences

Believe 
in 

yourself

Think 
before 
you act



大きな変革の中で

・学習指導要領の改訂・学力観の変更

→21世紀型スキル「６Cs」

・文科省・GIGAスクール（1人1台端末）構想本格化

→今年度中に学校Wifi整備

→2021年度よりBYOD（自分の端末を持参して学習）

・コロナ禍による休校（4月のみ）

→5・6月 オンライン授業を90％の授業で実施

（Google Classroom・Google Meet）



ひと目でわかるIHS



知を広げる

専修学校ならではのカリキュラムで

英語で考え、表現するための

総合的な英語力を養います



知を広げる：学科のシステム

• 卒業と同時に大学入学資格を付与

• 希望者は高等卒業資格も同時取得可能（技能連携）

• 国・府県の授業料無償化対象校



知を広げる：総合的な英語力の養成

• 全授業の50%~80%を外国人教員が担当

• 習熟度によるレベル別クラス編成

• 英語を使って他教科を学ぶイマージョンプログラム

リスニング・

スピーキング
リーディング

ライティング 文法

・Science
・Biology
・Math
・Psychology
・Sociology
・Civics
・P.E.
・Photography

コア
スキル



ある2年生の時間割

• 専修学校ならではの柔軟なカリキュラム



知を広げる：日本語教育

• 外国籍や帰国生は、必要に応じて国語や歴史

の授業時に日本語の授業を受講

• 日本語の習熟度に合わせた授業を展開

• YMCA日本語学校との連携

→基礎から学ぶことが可能



自分を知る

さまざまなバックグラウンドを持つ

仲間とともに

新たな自分に出会い、成長していきます



自分を知る：多彩なアイデンティティ

在校生のルーツは…

アメリカ、イギリス、中国、

韓国、台湾、フィリピン、

インドネシア、モンゴル、

ネパール、インド、イラン、

シンガポール、ペルー、

ルーマニア、ポーランド等

15ヶ国以上



自分を知る：行事の運営と部活動

• 行事ごとに「コミッティ」と呼ばれるチームを結成、

生徒が中心となって企画・実行

• 部活動も自ら活動計画を立て、新たな部を作ることも可



自分を知る：多彩な学校行事

• 里山キャンプ（六甲・紀泉）

• 海洋キャンプ（阿南）

• スキーキャンプ

• 新入生歓迎会

• スクールフェスティバル

• スピーチコンテスト

• スポーツデイ

• ハロウィンパーティ

• チャリティラン（マラソン）

• グローバル・シティズン・キャンプ （香港・台湾）

• グローバル・ユース・カンファレンス（六甲）

• デンマーク・エクスチェンジ・プログラム



1年生 海洋キャンプ（阿南）



2年生 自然キャンプ（六甲）



3年生 里山キャンプ（紀泉）



世界と出会う

世界120の国と地域で活動する

YMCAのネットワークを活かして、

多様な世界と出会います



世界と出会う：
デンマーク・エクスチェンジ・プログラム

• デンマークのEisbjerus Efterskoleと提携した短期留

学

• 2年生の12月に現地に滞在、1月に提携校の生徒を日

本で受け入れる2週間ずつの相互交流



世界と出会う：海外留学

• 半年〜1年間の海外留学が可能（単位互換あり）

• 長期休暇を使って、トビタテ！留学JAPAN、海外ボラ

ンティア等の短期留学プログラムに参加する生徒も多数



世界と出会う：国際イベント

Model United Nations（模擬国連）

• 国際問題の解決に向け英語で討議

• 選択科目のひとつとして、1年間継続的に取り組む



世界と出会う：国際イベント

Global Youth Conference in Rokko

• 国内外のYMCAから、100人以上の高校生・大学生が参

加

• 共通の課題についてワークショップ形式で議論



©YMCA JAPAN. All Rights Reserved.

進路

一人ひとりが卒業後の未来を

描くことができる

カリキュラム編成です



2019年度進学実績

国内

大学・短期大
学

国際基督教大学 アーツサイエンス学科
テンプル大学 ジャパンキャンパス

兵庫県立大学 国際商経学部

関西学院大学 人間福祉学部
立命館大学 国際関係学部
龍谷大学 国際学部
関西外国語大学 英米語学科
関西外国語大学 短期大学部
大阪千代田短期大学 幼児教育コース

国内
専門学校

神戸国際調理製菓専門学校
大阪外語専門学校 韓国語・英語ビジネス専攻
大阪外語専門学校 英語通訳・翻訳科
大阪YMCA国際専門学校 国際ビジネスコース

オーストラリ
ア

The University of Queensland
Monash University
University of the Sunshine Coast

カナダ Thompson Rivers University
アメリカ Los Angeles City College



卒業生の声

狩野 富子さん

水谷 朋実さん

人と違っていることは必ずしも悪いことではないと教えてくれ、

私たち生徒一人ひとりの個性を大切にし、引き伸ばしてくれました。

1997年度卒業生＜7期生＞ ユニセフ本部（ニューヨーク）勤務

感受性の最も豊かな時期に、それまでの自分の価値観を覆されるような

感覚を体験する度、自分の視野や世界が格段に広がって行きました。

2008年度卒業生＜18期生＞Eisbjerghus Internationale Efterskole（デンマーク）勤務

IHSで最も印象に残っているのは多様性です。個性が強い生徒や

先生たちの一人ひとりを、その人として受け入れることを学びました。

2011年度卒業生＜21期生＞ニューヨークでファッションデザイナーとして活躍中
リトルフィールド 聖さん



2021年度

生徒募集要項



2020年度 生徒募集要項

募集定員

• 1年生・定員30名

入試方式

• 2教科方式

• 推薦方式

• 英語推薦（国内生・海外帰国生／外国籍生）

• 自己推薦



国内生：２教科方式

試験内容・選考方法

• 英語（リスニング含む） 200点 <60分

>

• 国語（作文含む） 100点 <60分

>

• 日本語および英語による面接

※調査書（内申書）は参考程度とし、点数化



国内生：推薦方式

英語推薦

• 日本英語検定協会の実用英語技能検定（英
検）３級以上、またはそれと同等の力を所持
している人。

自己推薦

• 入学後にボランティア活動や社会貢献活動に
取り組む意欲の強い人

• 事前面談時に課される作文を面談日より１週
間以内に提出し、出願資格を認められた人
（入学後1年以内の英検３級以上の合格必須）



海外帰国生／外国籍生

「海外帰国生」となる基準

• 過去3年間で通算10か月以上、もしくは過

去7年間で通算2年以上の海外在留経験を有

する人（期間を証明する書類が必要）

入試方式

• 2教科方式

• 英語推薦



海外帰国生／外国籍生 ：2教科方式

試験内容・選考方法

• 英語（リスニング含む） 200点 <60分

>

• 国語（作文含む） 100点 <60分

>

• 日本語および英語による面接



海外帰国生／外国籍生 ：英語推薦

試験内容・選考方法

• 国語（作文含む） 100点 <60分>

• 日本語および英語による面接

※日本英語検定協会の実用英語技能検定（英

検）2級以上、TOEIC 520点、TOEFL iBT 52

点、IELTS4.0、または他の外国語検定試験

においてそれと同等の力を所持している人。



入試のプロセス

IHSをよく知っていた

だくため出願前に学校

にお越しいただきます

授業見学と面談を同日

に行うことも可

オープンスクール

学校説明会

授業見学（平日）

個別面談（30~60分程度）

出願手続き

受験（全4日程）



2021年度入試日程



2020年度 IHS体験イベントのご案内

一度ぜひ学校にお越しください！

2020年7月19日（日）
2020年8月23日（日）
2020年9月12日（土）
2020年10月17日（土）
2020年12月19日（土）

2020年9月26日（土）★
2020年11月14日（土）★
2021年1月 9日（土）★
2021年2月 6日（土）

★は受験対策実施日







大阪市立水都国際高等学校



大阪市住之江区南港中３丁目７番13号

所在地



どんな教育をしていますか？

課題探究型授業

英語教育

国際理解教育



英語教育・国際理解教育

教員の４０％は英語ネイティブ教員です

教育実習生もカナダの大学から毎年受け
入れています

授業以外でも英語が飛び交います。

体育祭も文化祭もすべてバイリンガルです。

英語・理科・数学・グローバルイシュ
ーは英語でネイティブ教員が指導

EAL教員と日本人教員が英語の得意でな
い生徒をサポートします



英語教育・国際理解教育

世界１２か国から９５名のユースが参加したグローバルユースカンファレンス (
六甲山YMCA)

水都国際高校から１４名の高校１年生が参加



課題探究型授業

アクティブラーニング

生徒が主体的に授業にかかわる学校

新しい事に挑戦したい生徒と教員が多い。比較的少人数の環
境と受け入れられる学校文化でどの生徒もしだいに自分の意
見を言えるように変化。

グループ学習・発表など、一方的に聞
くより、考えて発表する経験が多数。

先生はファシリテーター



国際バカロレア

高校２年より国際バカロレアが始まりま
す

国際バカロレアコース以外のコースもIB
科目を履修します

2020年2月に予定通り国際バカロレア認定校（DP）になり
ました。

他のコースにおいても特徴あるカリキュ
ラムで海外・国内進学が可能です。



どんな学校ですか？

大阪YMCAの全面的サポート

ICT環境

生徒の自主性

クラブ活動



ICT環境および教育の充実

全校生徒がノートパソコンを持っています

校内はどこでもWIFIの環境があります

4月と5月はオンライン授業を行いました。新入生歓迎会も
オンラインで行いました。スマホも積極的に利用。

情報の授業以外もパソコンを使います（
定期試験・生徒会活動・アンケート…）

先生と生徒との交流・自宅学習もオンラ
インを利用しています



課外活動（GAPs=CAS活動)

NASAの研究機関であるヒューストン・リサーチセンターと
宇宙植物学の共同研究を実施しています。先日、理科の教員
がヒューストンで共同研究の発表を行いました。

生徒が主体的にクラブ活動を結成し
ます



生徒の自主性

生徒が中心となって水都の学校文化
を作り上げていく

体育祭も生徒が中心となって実施し、校
歌も生徒が作成しました

自由ですが、行動に責任があることを生徒は理解しています。2年生が
中心となって築き上げてきた水都のスピリットを1年生に受けついでい
ます。

自由と責任のバランス＝

自由でも行動には責任がある



校歌は生徒作詞

生徒A

生徒B
校歌を作らせ
て下さい！

教頭先生

生徒A

生徒B
こんな感
じにしま
す！

担当先生

ここを工夫
できない？

実行委員を募集
高校生:5名 中学生:11名

生徒作成・オンライン歓迎会より



校歌作詞のエピソードと工夫
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

75音

海鳥の
秘密リピート

バランス

コンセプト
信念挑戦創造

百年愛される
歌詞にするた
めに

道しるべ
の美学

生徒作成・オンライン歓迎会より



水都あるあるクイズ
（生徒作成・オンライン歓迎会より）

登校編

授業編

行事編

日常編

生徒作成・オンライン歓迎会より



登校編

生徒作成・オンライン歓迎会より



ニュートラムで〇〇と
出くわすと気まずい

生徒作成・オンライン歓迎会より



A.先生

生徒作成・オンライン歓迎会より



〇〇全員水都やったときの感動

生徒作成・オンライン歓迎会より



A.ニュートラム

生徒作成・オンライン歓迎会より



人数少ないから◯◯◯全員わかる

生徒作成・オンライン歓迎会より



A. 名前

生徒作成・オンライン歓迎会より



水都の◯◯が目立つ

生徒作成・オンライン歓迎会より



A.制服

生徒作成・オンライン歓迎会より



英語の教室は夏でも寒い！

なぜ？

生徒作成・オンライン歓迎会より



A. 北米出身の先生が

多くて暑さに弱い

生徒作成・オンライン歓迎会より



夏休み〇〇率高め

生徒作成・オンライン歓迎会より



A. 渡航

生徒作成・オンライン歓迎会より



先生が○○ガチ勢

生徒作成・オンライン歓迎会より



A. ハロウィン

生徒作成・オンライン歓迎会より



先生〇〇の時

家族連れてくる

生徒作成・オンライン歓迎会より



A. 文化祭

生徒作成・オンライン歓迎会より



大阪YMCAの全面的バックアップ

100か国を超えるYMCAネットワーク

国内外で様々な国際交流プログラムを実施

公立高校の公共性を担保しながら、YMCAのノウハウとネッ
トワークを水都国際の教育内容向上のために利用します。

32か国から来日した約800名の外国人留
学生と150名の外国籍スタッフが在籍

複数のインターナショナルスクールや不
登校・発達障がい生徒のための学校を運
営



どんな生徒に入学してほしいですか？

将来、国内外のグローバルな世界で
活躍したい、海外・国内大学へ進学
したい

主体性、寛容性、探究心を高めたい

様々なバックグラウンドの人と協働
できるようになりたい

正課・課外ともに、主体性を持って自ら考え、他者を受け
入れ、探究し、異なる人と協働する機会が多くあります。



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3年度》

選抜の種類：≪特別入学者選抜≫

出 願 日 程 ：令和3年2月15日(月)・16日(火)
検 査 日 程 ：学力検査 令和3年2月18日(木)

実技検査 令和3年2月19日(金)
合 格 発 表 ：令和3年3月1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
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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
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