
教員採用説明会＆選考会



大阪工業大学 摂南大学

常翔啓光学園 
中学校・高等学校広島国際大学



交通アクセス

大阪駅から教室まで 約 25 分
所在地 大阪市旭区 
最寄り駅 大阪シティバス「大宮小学校前」より 徒歩3分 
大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」・「太子橋今市駅(今里筋線)」より徒歩12分 
京阪本線「千林駅」・「滝井駅」より徒歩約20分



2003　工業科募集停止、英会話講座開始 
2004　教育理念・教育方針言語化、海外語学研修開始 
2005　授業アンケート開始、教員研修強化 
2006　キャリア教育「Josho Career-Up Challenge」開始 
2008  校名改称(常翔学園高等学校) 
　　　　授業力・担任力、また満足度向上のため在校生・保護者アンケートの全学実施 
2009　コース改編(スーパー、特進、薬学・医療系進学、文理進学コースの4コース制) 
　　　　制服改定、3学期制・週6日制復活 
　　　　課外講習、季節講習強化、研究授業・公開授業実施、教科会議の強化 
　　　　英語科教員の毎年のTOEIC公開テスト受験義務化 
2010　北館(12階建高層棟)完成、内部進学制度新設 
2011  常翔学園中学校開設 
  　　   (阪大1、神大1) ､北館低層棟(レストラン・駐輪場)完成 
2012　(阪大1、神大2）､内部進学・指定校推薦受験生徒のセンター試験受験義務化 
2013　(京大1、阪大1、神大1) 京大現役初合格､英国語学研修開始 
2014　(阪大2、神大4)､高校5コース制に移行 (中学「一貫コース」の内部進学) 
           ザ・ヤングアメリカンズ「ミュージック・アウトリーチ」実施 
2015　(京大2、阪大5、神大1) 
          北館低層棟の屋上に人工芝グラウンドを増設、海外修学旅行(高校)開始 

学校改革



学校改革

2 0 2 0
国公立大学合格者 2年連続100名突破 
　　　　　　　　　　　(京大1、阪大4、神戸8、九大1) 
関関同立合格者 5年連続 200名突破 過去最高 340名

2016　 (京大1、阪大1、名大1、北大1、東工大1)、高校5コース完成年度を迎える、 
　　　　 一貫コース1期生卒業、セブ島英語研修開始 
2017  （京大3、阪大2、神大1）、タブレット端末によるICT教育開始 
2018　ネイティブによる授業・オンライン英会話開始（高校） 
2019　教育イノベーションセンター設置 
　　　　国公立大学合格者数100名突破 
　　　　(京大1、阪大7(内1名　医・医)、神大5、北大2、九大1、広大(医・医)1、市大(医・医)1)



 

中 学 校・高 等 学 校 の 教 育 理 念

建学の精神・教育の理念

「 自主・自律 」の精神と幅広い「職業観」を養い、 
目的意識を持った進学の実現により、将来、 
実社会で活躍できる人材を育成する。



2020年度 生徒数

男子 1503名 女子 704名 全校生徒 2,207名

1年生

2年生

3年生

1年生

2年生

3年生

中学校 計401名

146名 
(4クラス)

121名 
(4クラス)

134名 
(4クラス)

627名 
(15クラス)

600名 
(14クラス)

579名 
(14クラス)

高等学校 計1,806名





大学受験を 
めざす 
進学校

大学併設校
特色教育 
先進校

私学のカテゴリー

常翔学園
3つの要素を併せ持つ 

〔ハイブリッド型〕



常翔 ICT教育



6年一貫教育



教 育 目 標
大学進学だけが目的ではなく 

これからの未来、いかに社会が変化しようとも 
生き抜いていける「人間力」 
を身につけてもらいたい



Society 5.0

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）
を高度に融合させたシステムにより、 

経済発展と社会的課題の解決を両立する、 
人間中心の社会（Society）

「人間力」を育むためのプログラム
大学体験プログラム

探究プログラム

サイエンスプログラム

英語コミュニケーションプログラム



大学体験プログラム 1年

学園内大学の施設を利用して行う体験・探究プログラム

電気を制御するシステムを知ろう 身近な法律について考える 淀川の環境を考える

ストローで強い建物を作ろう 薬の基となる薬草を知る 身近に体験できるメディア技術

2年



私の履歴書（校内発表） 私の履歴書（自分史）

探究プログラム 2年 3年

課題発見解決プロジェクト

提案した商品・サービス
髪の毛を乾かすのに時間がかかる課題

商品 頭にかぶると、自動で早く髪の毛を
乾かしてくれるドライヤー



プログラミング（コーディング） 太陽エネルギーの測定

サイエンスプログラム 1年

淀川のプランクトンをみる エネルギー教育モデル校事業



英語コミュニケーション 
プログラム 1年 2年 3年

ネイティブ講師による英会話講座

イングリッシュ・キャンプヤングアメリカンズ 英語スピーチコンテスト





3つの特色

進路目標に応じた4コース制

先進的な 
キャリア教育・ICT教育・グローバル教育

高校生活を支える 
充実した施設・設備



コース制度と進学目標

87.6%
▶

進学目標

一貫コース Ⅰ類：難関国公立大学 
Ⅱ類：国公立大学、難関私立大学

スーパーコース 難関国公立大学 
(東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学など)

特進コース

Aクラス：国公立大学　難関私立大学 
　　　　　(大阪大学、神戸大学、大阪市立大学、大阪府立大学など)
Bクラス：難関私立大学 
　　　　　(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学など)

薬学・医療系 
進学コース

学園内大学　医療系学部(摂南大学、広島国際大学) 
私立大学　　医療系学部

文理進学コース 学園内大学(大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学) 
主要私立大学

※一貫コースは内部進学の生徒のみで編成 
※特進コースは2年生から「Aクラス」と「Bクラス」に分かれる



4年制大学 現役進学率

87.6%
［ 2020年3月卒業生 ］

多くの生徒が 
現役で 4年制大学へ進学



大学合格実績

国公立大学合格者
過去最高 更新中

2年連続100名超



大学合格実績

関関同立合格者
過去最高 更新中

関東難関私大にも合格

全国の私学でNo.1

10年間で関関同立の 
合格実績を伸ばした学校



1年 ▶ 2年 ▶ 3年

一貫コースⅠ類 Galileo PlanⅠ 
[ガリレオプランⅠ] 

◾プログラミング 
◾企業探究学習 
◾基礎研究

▶

Galileo PlanⅡ 
[ガリレオプランⅡ] 

◾ゼミでの大学と連携 
した研究活動 

◾文化祭や研究発表会 
での発表

▶

Galileo PlanⅢ 
[ガリレオプランⅢ] 

◾論文作成 
◾サイエンスフェアでの発表

スーパーコース

薬学・医療系 
進学コース

一貫コースⅡ類

企業探究学習

Young leaders Plan 
 ◾Osaka City Project 

◾ディベート 
フロンティア 夢実現プラン特進コース

文理進学コース
夢発見ゼミ

ヤングアメリカンズ
ディベートフロンティア

キャリア教育



企業探究学習 全コースキャリア教育
Corporate Access  Course

本校が15年前から取り組んでいるプログラムです。 

実在の企業からの「ミッション」が教材です。  
企業でのインターンシップを教室で体験します。 
フィールドワークやアンケート調査など、企業活動の実務に触れながら、
コース後半では、企業から与えられる課題(ミッション)にチームで取り組み、
自分たちでつくりあげた答えをプレゼンテーションします。働くことの意義
や経済の仕組みについての理解を深め、課題解決力やプレゼンテーションを
学びます。

インターンシップ 受け入れ企業 ［ 2019年度 ］



ガリレオプラン スーパーコースキャリア教育
「イノベーションゼミ」「物理ゼミ」「化学ゼミ」「生物ゼミ」「数理探究ゼミ」「情報科学ゼミ」 

「社会科学ゼミ」「人文科学ゼミ」の8つのゼミに分かれて活動する科学探究授業。

シンガポール国立大学研究発表会 論文作成

パネルディスカッション 実験・研究 大学との連携

薬医スーパー 一貫Ⅰ類



ヤングリーダーズプラン・夢発見ゼミキャリア教育
大阪シティプロジェクト

ディベートフロンティア 一貫Ⅱ類

大阪市旭区役所の職員となって、行政が抱える問題を解決する「Osaka City Project」に取り組みます。

教育支援課 保健活動課

5つの課 ・教育支援課 
・保健活動課 
・まち魅力課 
・地域防災課 
・企画広報課

学園内大学の教員による講義で 知的好奇心をはぐくみます。
特進 文理 夢発見ゼミ 文理

ディベートを通して、「論理的思考力」「聞く力」「話す力」を向上させます。

論題例

・日本は裁判員制度を廃止するべきか、否か 
・日本は原発を維持すべきか、否か 
・日本は死刑制度を廃止すべきか、否か

一貫Ⅱ類特進



英語検定合格者グローバル教育

［2級取得者数］

1級取得者 
2名

準1級取得者 
3名

2級取得者 過去最高

▶

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

314名

［ 2019年度実績 ］



教育環境 部活動一覧

● 英語ディベート部



教育環境 施設紹介



教員募集要項



採用種別 教科 募集人員 必要な教員免許 教科毎条件

特任教諭
（常勤講師）

国語

若干名

  高校・中学国語

数学    高校・中学数学

理科    高校・中学理科 化学の指導ができること

英語 高校・中学英語

社会 高校（地理歴史・公民）
中学社会 地理の指導ができること

家庭  高校・中学家庭

１．募集内容 
　（1）応募資格　・応募教科の中学および高校の教員免許所持者（取得見込者も可） 
　（2）応募条件　・難関大学の受験指導ができること 
　　　　　　　　  ・ICTを活用した指導ができること 
　（3）採用種別、教科、募集人員等

募集要項



　（4）採用期間　　２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日 
　　　　　　　　　[更新あり。ただし採用年度を含め３年度を限度とします] 
　（5）その他　　　勤務成績により専任への途あり。経験者歓迎。 

２．主な待遇 
　（1）給　与　　　年俸制。学園規定による。（教員経験等を考慮） 
　（2）その他　　    
　　　　　　　　　  

３．採用までの流れ 
エントリーシートの提出【 提出期限：7月10日（金）】

▼
書類選考
▼

一次試験：筆記試験・適性検査
▼

二次試験：模擬授業・個人面接
○一次試験以降の日程は、書類選考合格者に詳細をご案内します。

○応募方法については、募集要項をご確認ください。

募集要項

イ）諸手当：学園規定に基づき支給

ロ）社会保障：日本私立学校振興・共催事業団



1．教員評価制度（目標設定） 
      　年度初めに「目標達成評価シート」を作成します。具体的には、学校の方針に基づき各自 
　　 が、「クラス」、「教科」、「所属コース・部署」等の項目で目標を設定します。年度末に 
　　 は達成度の自己評価・報告を行い、管理職による評価が行われます。

2．生徒授業アンケート 
      　年２回（１学期終業式、２学期終業式）、全校生徒を対象に授業アンケートを実施します。 
　　 実施後は管理職と面談し、今後の改善点などを話し合い、目標スコアを設定し授業力の向上 
　　 に努めます。　
３．研究授業の実施 
　  　教科の枠を超え５教科全教員の授業を見学できるのが研究授業です。色々な先生の授業を　　　　　　　 
　　 見学し自分自身の授業力向上に努めます。
４．教員研修 
　      年に数回、教員としての人間力・教育力を高めるために各分野から講師を招き講演を行い 
　　 ます。また、年に一回 全国から教育関係者を招き公開授業を行なっております。公開授業は 
       今後の教育の在り方について考えるために 他校の先生方を交えて研究協議を行なっており 
       ます。

募集要項 教員への取り組み



募集要項 教員への取り組み
5．新任教員研修 
         新着任の教員を対象に各種研修を行います。 

6.   研修助成制度 
         担当教科や部活動等の研修会等に参加する際に、必要となる旅費（交通費・宿泊費・日当 ） 
　　や参加費を支給（助成）する制度 です。出張だけでなく、関係する書籍・物品・視聴覚教材等 
      の購入費用についても申請することが出来ます。（上限有） 
 　　　　　   ◆各種セミナー・勉強会参加費・交通費 
　　　　　　  ◆学会経費 
　　　　　　  ◆ＴＯＥＩＣ等資格受験料 
　　　　　　  ◆図書購入費、消耗品購入 
                    ◆教員免許状更新講習受講料



募集要項 求める人材・教員像

・教育者として使命感と責任感を持って勤めることができる人。

・人を教え育てることに喜んで汗をかき、愛情を持って生徒に接することが
できる人。

・常に向上心を忘れず研修を積み、専門性の高い学力を有している人。

・幅広く豊かな人間性・柔軟性を持ち、笑顔を絶やさず生徒指導にあたる　
ことができる人。

・他の教職員と協調して仕事を推し進め、何事にも積極的に取り組める人。

・時代の変化や世界の状況を敏感に察知し、未来を生きる生徒に必要な教育
を研究・開発することができる人。



2019年度全教職員

皆様のご応募を 
お待ちしております


