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理 念

スマイルファクトリーハイスクールは星槎国際高等学校と連携した技能教育施設として、

大阪府教育委員会の認可を受け、平成19年4月に開校しました。

スマイルファクトリーハイスクールに通学することによって

高等学校の単位および卒業資格を得ることができます。

スマイルファクトリーハイスクールでは、一人ひとりにあった学習方法やコミュニケーション方法を一緒に探していきます。

生徒との信頼関係を築くことができれば、安心感や自己肯定感が生まれ、多様な子どもたちの才能を伸ばし、

大きな成長につなげることができるからです。また地域では一貫した子育て支援の体制を目指し、

地域住民による「つかずはなれず勝手に応援団」が結成され、さまざまな年齢の人にあたたかく見守られ学校生活を送ることが、

さらに生徒たちの安心感や自尊心の向上にもつながっています。

大切なのは信頼関係

本校は多様な価値観を理解し、変化の大きい社会の中で自立して生き、

目の前の課題を解決する力を持った人材を育てることを目的としています。

「探求」は身の回りの疑問や困難に気づき、解決へと導く力をつけるための授業です。

1,2年次では個人もしくは少人数で課題を設定し解決までのプロセスを学ぶほか、

グループディスカッションなど目標に向かって議論し結論を導き出す練習をします。

3年次では学びの集大成として「卒業研究」を行い、

一つの課題に対し情報収集および自分の意見をまとめて結論付け、

論文やポスター、作品の形で発表を行います。

既に到来しているAI社会において特に重要である「思考する」という力を育て、

世の中をよりよく変えようと努力できる力の素地を育てます。

2.3年間を通じ課題解決能力を養う「探求」

もしもすべての仕事がロボットに置き換わったら？

もしも空を自由に飛んで移動できるようになったら？

小さい疑問や、大きな希望。

私達の未来は想像もできないたくさんの可能性にあふれています。

「みらい創造」ではじぶんたちが生きる未来の世界に想像力を伸ばしながら、

変化していく社会の中でどんな大人になりたいか考えます。

3.未来の世界への期待を高め、
　 なりたい自分を見つける「みらい創造」

4.社会の動向や課題に目を向ける「Social」
インターネットが発達し、私たちは変化の大きな社会に生きています。

自分の持っている手段を活用して、

物事の本質を理解し自ら選択・意思決定できる力を身につけることが大切です。

Socialの授業では、今世の中で起きている出来事を取り上げながら、

「自分はどう感じるか」「自分ならどう行動するか」を考えます。

多様な価値観を認め合いながら、

社会の中で主体的に自らの役割を見つけていくための思考の基礎を養います。

自分の

身の回りのことを

自分でできる力
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意思決定ができる力

周りの人と

コミュニケーションを取り、

協力や連携ができる力

社会の課題に気づき、

それを解決しようと

手立てを考え実行できる力

個に寄り添う教育環境の実現を目指し、卒業後の進学・就職を見据えたカリキュラムで
スクーリングを行っています。

概 要

選択授業は「農業」「デザイン」「カフェ経営」があります。

1.多様な選択授業

■農　　業 野菜や果物を育てるだけでなく、加工や包装をし商品化する中で経済や経営 
 の基礎知識を身につけます。

■デザイン 個々が作品展に出展するほか、様々なニーズに応じた作品制作を行い、 
 クライアントの要望に応える製作力、コミュニケーションスキルを養います。

■カフェ経営 飲食物の調理・提供を通じて基礎的な調理スキルを養うとともに、接客に必要 
 なコミュニケーション力や経理作業に必要な基礎的な計算力を養成します。



教育内容拡充に向けて検討を重ねる中で、

より幅広い仕組み、柔軟な体制を整え、教育内容を充実しました。

教育内容

授業はクラス授業のほか、一人もしくは少人数で取り組む

プロジェクト型の授業も用意しています。

また、一人で集中して学ぶことのできる個室も用意しています。

通い始めは個室を拠点に徐々に集団に慣れていくことも可能です。

集中したい時、しんどい時に
落ち着いて過ごせる環境

本校は星槎国際高等学校と連携した技能教育施設であり、

通信制高校としてのコースも用意しています。

スマイルファクトリーハイスクールに通いながら、

星槎国際高等学校の課題と試験に合格することで単位の取得ができます。

所定の単位を取得することで、

卒業時に星槎国際高等学校の卒業証書が授与されます。

高等学校卒業資格にも対応

本校のカリキュラムは原則3年としています。（達成度、習熟度による留年制度あり）

「卒業要件を満たしたが

次の進路に向けて準備する期間がもう少しほしい」という方や、

「スマイルファクトリーハイスクールに入学したいが投稿や授業に参加する

練習の期間がほしい」という方のためのコースを別途用意しています。

こちらは月謝制（35,000円/月）となっており、1か月からの短期間の利用も可能です。

カリキュラムの延長および入学前通所にも対応

＜通信制高校課程＞

星槎国際高等学校について
せいさ

所定の単位を取得することで、連携する通信制高校で高卒資格を取ることができます。

■普通科目の単位認定

■カリキュラム
2学期制（前期：4月1日～9月30日、後期：10月1日～3月31日）

■卒業認定
①修業年限が3年以上であること。
②特別活動が卒業までに30時間以上あること
③すべての必修科目が履修済みで、20単位以上修得していること。
④総修得単位 数が74単位以上であること。

■各種資格取得と単位認定
英検、漢検等を単位として認定する制度があります（上限6単位）。

単位取得は、以下の3つの総合点で判断されます。

■技能連携科目
位単4」育保と達発「 次年1

位単4」化文童児「 次年2
位単4 」究研題課「 次年3

星槎国際高等学校は、1999年（平成11年）に開校された広域通信制高校です。

北海道札幌市の本部校と全国の「学習センター」で大学や専門学校への進学、高卒資格の取得、就職、留学、転編入、

不登校、自立支援、特別支援まで、様々なニーズに対応するカリキュラムを用意し、共生社会の実現を目指しています。

レポート提出

星槎所定のプリントをレポートと

して提出します。

各科目ごとに定められた枚数の

レポートをすべて提出する必要が

あります。

スクーリング出席

スマイルファクトリーハイスクール

にて、高校教員の免許取得者によ

る授業に、所定の時間数出席する

ことが求められます。

定期試験受験

前期（9月）、後期（2月）にそれぞれ

実施します。
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ありのままの自分でいられる環境の中、

高校卒業資格を無理なく取得しながら自立して生きる力を育みます

学校生活について

本校では、高校生活の学びの集大成として3年次に「卒業制作」・「卒業研究」を行います。

自分の興味のある分野で、1年間かけて制作・研究を行い、完成した作品は卒業式にて

展示発表します。

■出願から入学までの流れ

■一日の流れ

10：00～11：00 個別学習

■卒業制作

過去の卒業制作例

●ニードルフェルティング「骨格標本（実寸大）」

●オリジナルキャラクターのグッズ制作

●刺繍と染色によるタペストリー

●ジオラマ制作

過去の卒業研究例

●「オリジナルレシピ帳」

●「大量調理の実践・検討」

●「ロードバイクの補給食について」

●「大阪府池田市におけるニュータウン再生」

部活動以外にも、生徒の自主活動を応援しています。

楽器を持ち寄ってバンド活動をしたり、百人一首かるたの腕を競い合ったり、調理

実習で出た余り食材を使って放課後のおやつを作ったりと、一人ひとりの「やりたい

こと」に寄り添い、手助けをします。

■自主活動

バスケットボール部…元プロバスケットボール選手の教員がコーチです。文武両道を 

 モットーに、全国制覇を目標に活動していきます。

 卒業後はBリーガーを目指しましょう！

■部活動

4月

●年度初め
●入学式

5月

●農業体験（田植え）
●ヨットセーリング
  体験

6月

●前期レポート提出

7月

●宿泊キャンプ

8月

●夏季学習会
●夏休み
  ワークショップ期間

9月 10月

●前期試験
●農業体験
 （稲刈り）

●スマイルフェスタ
●修学旅行
●農業体験（芋ほり）

11月

●後期レポート提出

12月

●冬季学習会

1月

●後期試験

2月

●卒業遠足

3月

●卒業式

自由登校時間です。ほとんどの生徒は星槎高校のレポート学習を進めますが、この時間を
活用して資格試験や受験に向けての学習に取り組む生徒もいます。学習支援のスタッフ
がいるので、分からないところは質問することができます。

朝のスクーリングです。
単位認定のためのスクーリングのほか、進学や就職を見据えた、コミュニケーションや
思考力を養うための授業もあります。

11：00～11：10 朝のホームルーム 一日の予定を確認します。

11：10～12：00 1時間目

12：00～13：00 お昼ごはん
教室でお弁当を食べるほか、1階のカフェにランチを食べに行くことも可能です。
食後はのんびり過ごす生徒も、グラウンドや体育館に運動しに行く生徒もいます。

午後のスクーリングです。
体験活動を取り入れて、実際に体を動かしたり、制作をする授業が中心です。

2時間目と連続で行う授業もあります。
スマイルファクトリーの独自授業を中心に、将来の自立に向けて役立つスキルを身につけます。

翌日の時間割や予定の確認を行います。
放課後のクラブ活動・自主活動について生徒からお知らせがあることも。

帰宅する生徒も、学校に残ってそれぞれの活動をする生徒もいます。
クラブ活動や自主活動のほか、自習室を使って勉強する生徒もいます。
カフェでコーヒーや紅茶を飲みながら友達とお喋りして過ごすこともできます。

13：00～13：50 2時間目

14：00～14：50 3時間目

14：50～15：00 帰りのホームルーム

15：00～16：30 放課後

本校の年間行事の特徴は地域と関わりながら学べること

5月 農業体験 7月 宿泊キャンプ 10月 スマイルフェスタ 2月 卒業遠足 3月 卒業式10月 修学旅行



学費について入学手続きについて

196,280円（スマイルファクトリーハイスクールの学費とは別途必要となります。）
＊学費には教科書代は含まれていません。教科書代については入学後、教科書配布時に請求させて頂きます。
   履修単位数や教科により金額は変動しますが、1万円程度になります。 

学 費

■星槎国際高等学校初年度経費

新入生※高校在学中の方は転入、高校中退の方は編入となります。個別にお問い合わせください。

● 3月中学卒業見込みの者
●中学校を卒業した者
●本校の校長が認定した者
●「中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、またはこれと同等以上の学力があると認められた者」

入学試験

■入学資格

出願に必要な書類は以下のとおりです。

■出願手続き

■入学試験

単位習得は①レポート提出 ②スクーリング出席 ③定期試験受験の3つの総合点で判断されます。

星槎国際高等学校のカリキュラムに限り、3年以上在籍し74単位を習得することで卒業が認定されます。

■単位について

■出願から入学までの流れ

本校を志望しているが経済的理由により進学が困難な生徒およびその保護者に対し奨学金や学費の減免等の措置を定める。

①高等学校等就学支援金  対象1～3年
 高等学校就学支援金（国・大阪府）による授業料減額表
 詳しくは文部科学省「高等学校等就学支援金制度」のページをご覧ください。

②奨学金
 本校独自の学費減免制度として、世帯収入が590万円未満の世帯に対して授業料から10万円の減額をしています（要申請）。

■授業料減免・奨学金等

スマイルファクトリーハイスクール学費

■授業料等

進路実績

本校卒業後の進路希望を叶えるため、きめ細かな進路サポートを行います。
定期的な進路面談期間の設定に加え、希望に応じて随時面談を行っています。
今興味のあることや、一人ひとりの個性に合わせて、無理なく通える（勤められる）進路を一緒に探します。

2年次
●興味のある分野の洗い出し
●受験方式についての説明
●通学時間、教員体制、資格取得へのサポートなど細かな要素の下調べ
●オープンキャンパス参加

3年次
●志望校および受験スケジュール決定
●受験書類や面接試験、学力試験への準備サポート

■進学希望者へのサポート

●星槎高校と連携した求人情報システム
●履歴書の書き方講座
●面接練習

■就職希望者へのサポート

●大阪青山大学 看護学科
●大阪青山大学短期大学部 調理製菓学科
●大阪学院大学 経済学部
●大阪学院大学 情報学部
●大阪芸術大学短期大学部
●金沢工業大学 工学部
●京都先端科学大学（旧京都学園大学）バイオ環境学部
●甲子園大学 栄養学部
●甲子園大学 心理学部
●神戸医療福祉専門学校 言語聴覚士科
●神戸元町こども専門学校
●日本理工情報専門学校 自動車整備科

■過去の進路実績

●観光サービス業
●販売・小売業
●就労継続支援B型事業所
●福祉・介護職員

■過去の就職実績

体験入学
・

予備面談
・

願書請求

1.学科試験

①英語  25分
②数学  25分
③国語  25分

2.面接試験

受験生および保護者面談

3.作  文

「高校生活に望むこと」
（出願時に提出）

3.調 査 票 ※新入生は都道府県所定用紙、転編入生は星槎所定用紙

2.検定料振込控 星槎高校入学検定料 10,000円

1.入学願書 星槎所定用紙、写真2枚貼付

4.転学照会 ※転入生のみ。星槎所定用紙

5.作   文 「高校生活に望むこと」（星槎所定用紙）

出 願

入学検定料
￥10,000

事前課題：作文

試 験

面 接
学力考査

合格発表
（郵 送）

合格通知受け取り後
2週間以内に手続き
※期日までに手続きが
 完了しない場合は
 合格取り消しとなります。

入学式

入学検定料

入学金

授業料

生徒活動費

教材・設備費

合  計

0円

0円

576,000円

60,000円

60,000円

696,000円



スマイルファクトリーハイスクール

〒563-0017 大阪府池田市伏尾台2丁目11（旧伏尾台小学校北校舎）

電話番号 072-751-1145

メールアドレス smile-factory-high-school@npotoybox.jp

スクーリングを行う教室です。座席は自由で、授業によってレイアウトが
変わります。日当たりと風通しの良い3階が高校の教室です。

広いグラウンド。
のびのびと体を動かすことができます。

家庭科室。基本の一汁三菜からスイーツまで
さまざまな料理を作ります。
自分たちで育てた野菜でパーティをすることも。

パーティションで区切られた個室は一人で
落ち着いて過ごすことができます。

カフェスペースにはたくさんの本があります。
地域の方が淹れてくださるコーヒーやジュース
を飲みながらゆったりと過ごすことができます。

広い音楽室は授業だけではなくイベントや式典
でも使用します。
昼休みにグランドピアノを弾きにくる生徒も。

昼休み、放課後にはフリスビー、バトミントン、卓球など
様々に運動する生徒が多いです。


