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日本一をめざす、熱き仲間が集う !
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●オープンキャンパス
　•7月22日（木・祝）  •8月28日（土）
　•9月25日（土）

●個別相談会
　•10月23日（土）

●学校説明会
　•11月13日（土）  •11月20日（土） 

●科目別攻略説明会
　•12月5日（日） 
      ①9：30〜  ②14：00〜

クラブ選抜コース募集スケジュール
※日程は変更になる場合があります。

※もちろん就職を希望する生徒
のサポートも行います。

クラブ選抜コース入試結果

※各種募集行事へのお申し込みは、ホームページをご確認の上、
お申し込みください。

立命館大学 産業社会学部
井口 未来翔さん
川西市立東谷中学校出身

（チアリーダー部）
チアリーディングは団
体競技です。人のため
に動くことでチームを
一つにできると考え、
必死にやりきりました。
しんどいこともつらい

こともありましたが、それを乗り越えた
時の達成感はとても大きなものでした。
クラブ 選抜コースでは、同じ目標を
持った仲間と同じクラスになることが
でき、切磋琢磨し、お互いを尊敬し頑
張ることができます。

関西大学 総合情報学部
久保田 凌平さん
茨木市立東中学校出身

（男子バスケットボール部）
3年間のバスケトボー
ル部の活動では、周り
を見て行動する判断
力、自らメンバーに働
きかけるコミュニケー
ション力が身につきま

した。
バスケットボール部は先輩・後輩の仲
も良く、良い雰囲気で練習ができます。
自主練習の時間も多く、自分たちで練
習を工夫して力をつけていくことがで
きるので、やりがいもあります。

関西外国語大学 外国語学部
山本 華鈴さん
西宮市立甲武中学校出身

（女子バレーボール部）
クラブはもちろんです
が、最優秀賞を獲得し
た3年生の合唱祭がと
ても印象に残っていま
す。クラブ選抜コース
はクラブも行事もいっ

しょに全力で頑張る仲間たちばかりな
ので、とても充実した3年間を過ごせる
と思います。関西外大は中学の時から
考えていた進学先だったので、将来の
夢に向かって大学生活もとても楽しみ
です。

   クラブ選抜コースの 
 出願について

◦出願に関しては中学校の先生にご相談のうえ、学校を通じてお問

い合わせください

◦年内に面接、実技を行いますのでお早めにご相談ください

◦必ずオープンキャンパスのクラブ体験や体験会にご参加ください

◦学力試験・出願書類に関しては他のコースと同様、入試要項をご

確認ください

大学名 2021 2020

関西大 2 3

関西学院大 2

立命館大 3 2

甲南大 2 1

近畿大 2

龍谷大 3 6

追手門学院大 2 2

摂南大 1

大阪経済大 2

関西外国語大 1 6

佛教大 2

甲南女子大 4 2

梅花女子大 2 7

神戸海星女子大 1

大阪女学院大 1

流通科学大 1

宝塚大 1

桃山学院教育大 1

大阪音楽大 4 3

大阪体育大 1

森ノ宮医療大 1

明治大 2 1

青山学院大 1

日本体育大 2

帝京大 4 1

環太平洋大 3 3

その他大学 4 9

短期大学 3 7

専門学校 11 10

大学名 2021 2020 大学名 2021 2020 大学名 2021 2020

卒 業 生
VO I C E



　箕面自由サウンドは、部員の「笑
顔」と「ドライブ感満載の活動」から
生まれます。
　毎日音楽を本気で楽しみながら

「日本一」という夢に向かって、質の
高いオリジナル練習に取り組んでい
ます。部員の大半はマーチングやド
ラムライン未経験者！でも大丈夫です。初心者でも先輩が丁寧に教
えてくれます。GOLDEN BEARSでしか経験できない3年間を、私た
ちと思いっきり楽しみませんか。

吹奏楽部

Brass Band Club

華やかで麗しい！ハッピーな箕面自由サウンド

▶年間スケジュール（抜粋）

部員数
（2021年度）

���名

監督

福里 大輔

私は中2のときに定期演奏会を見て先輩方の楽しそうでキラキ
ラした姿に自然と笑顔になり、元気なパワーをもらいました。心
を奪われたその瞬間に私も勇気を与える人になりたい、と思い
入部しました。今では私たちの音楽でたくさんの人の笑顔を見
るのが幸せです。
私たちと一緒に楽しさ溢れる音楽を創りましょう！

［先輩からのメッセージ］

▶ 井上 鳴香
キャプテン （大阪市立三国中学校出身）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ブラス
エキスポ

3000人の
吹奏楽

吹奏楽
コンクール

定期
演奏会

ハッピーサマー
コンサート

ハッピーブラス
ジャンボリー

京都さくら
パレード

マーチング
コンテスト

●第26回日本管楽合奏コンテスト 優秀賞

●全日本マーチングコンテスト 出場…8回
　金賞…5回  銀賞…3回
●関西吹奏楽コンクール 出場…6回  銀賞…6回
●日本管楽合奏コンテスト 出場…3回
　最優秀賞…2回  優秀賞…1回
●台湾「嘉義市國際音樂節2018」 出演
●岩手県復興支援演奏交流活動…3回

2020年度成績

［過去の実績］
─────────────────

私は進路で迷っていた中３の夏、オープンキャンパスでキラキラ
と輝くこのチームの先輩方と出会いました。そして本気で音楽
と向き合う先輩方の姿に憧れ受験を決めました。
今、私は箕面自由の音楽と仲間に囲まれとても幸せな毎日を過
ごしています。ぜひ私たちと一緒に充実した高校生活を過ごし
ましょう。

▶ 久保 美友INOUE Meika KUBO Miyu
2年 （箕面市立第四中学校出身）

クラブ選抜コースとは 2022年度入試

募集定員 80名

　クラブ推薦入試を経て入学をした、吹奏
楽部・チアリーダー部・アメリカンフットボー
ル部・女子バレーボール部・男子バスケット
ボール部、これら5つの強化クラブに所属す
る生徒たちで構成されるコースです。

　幅広い進路を視野に入れ、入試学力の基
礎を身につけるとともに、全国大会出場、日
本一をめざしてクラブ活動に励むことを目
標としています。

　厳しい練習やハードな試合・公演スケ
ジュールをこなしながら、社会人としての基
礎となる礼儀や、仲間とともに成果を出すこ
との大切さを身につけていきます。また他の
コースと異なり、土曜日は午前中からクラブ
活動を行います。

　芸術祭や体育祭、修学旅行などの学校
行事にはすべて参加し、クラスの団結力を
高め高校生活を豊かなものにします。

　3年後の進学は、指定校推薦入試やク
ラブでの実績を利用した総合選抜型入試

（AO入試）などを活用し、一人ひとりの将
来の目標に合わせた進路指導を行います。

体育祭

芸術祭

頼りになる仲間の存在
クラブ選抜コース教員 加藤 剛史

　クラブ選抜コースは本気でクラブに打ち込みたい
と思っている生徒にはぴったりのコースです。他のコー
スとの大きな違いとしては、土曜日の午前中もクラブの授業となって
いるところです。また、テスト期間も練習が認められているところや、テ
スト終了後のチャレンジタイムでもクラブの活動ができるのが大きな
特徴です。
　また、学習面でも英語や数学で習熟度別の授業を展開していて、
学力の向上にも力を入れている所も魅力です。他のコースと同じよう
に修学旅行や体育祭、芸術祭などの行事にも参加できます。普段か
らクラブでチームワークの大切さや、一生懸命がんばることの素晴ら
しさを学んでいるので、クラスが一致団結する姿は、どのコースにも
負けていないと思います。

月 火 水 木 金 土

SHR　9：00〜9：05

1時限
9：10〜9：55

科学と
人間生活 C英語Ⅰ 音楽 国語総合 数学Ⅰ 音楽/

体育

2時限
10：05〜10：50 国語総合 化学基礎 音楽 英文法 体育 音楽/

体育

3時限
11：00〜11：45 英会話 情報の

科学 数学Ⅰ 科学と
人間生活 現代社会 音楽/

体育

4時限
11：55〜12：40 数学Ⅰ 情報の

科学 保健 体育 C英語Ⅰ 音楽/
体育

昼休み　12：40〜13：25

5時限
13：25〜14：10 体育 現代社会 英文法 数学Ⅰ 国語総合

6時限
14：20〜15：05 英文法 国語総合 C英語Ⅰ LHR 化学基礎

HR・清掃　15：05〜15：35

放課後　15：35〜20：30　クラブ活動
（20：30は最終校門退出です。講習には参加できません。）

＊時間割は2019年度1年生のもので変更する場合があります。

クラブ選抜コースの

イチ押し ポイント！
OB・OGが
おすすめする

本気で日本一をめざしている生徒ばかりなので、刺激
をいっぱいもらえる。

学校行事での団結力がすごい。芸術祭の合唱、体育
祭でのフォークダンスなどたくさんの思い出。

クラブ活動の実績を使った進路選択ができる。
先生も親身に進路指導してくれる。



　JAPAN CUPで日本一になることを目標
に日々練習に励んでいます。
　なかなか思うようにいかないこともあり
ますが、練習のなかで育まれる自信と信頼
関係は一生の宝物です。
　クラブ活動を通して自分と向き合う勇
気を持ち、意識や技術を向上することで
社会に役立つ女性に成長できます。
　一生に一度の高校生活で、日本一をめざすクラブ活動の魅力を
感じてください。

Cheerleader Club

日本一の高校生になる

▶年間スケジュール（抜粋）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

アメフト応援 アメフト応援 全日本マーチング
コンテスト

関西選手権大会 Japan Cup
各種イベント

出演アジア選手権
大会

全日本高等学校
選手権大会

スニーカー
エイジ

西日本
選手権大会

部員数
（2021年度）

��名

●Japan Cup
　チアリーディング スピリッツ 優勝
　チアフル ダンス 優勝

監督

野田 一江

2020年度成績 　『新しいスポーツ挑戦したい！！』『コンタ
クトスポーツに興味がある！！』『今やって
いる競技に自分が向いていない、納得で
きていない！』という方。アメリカンフットボ
ールは様々な特色のあるポジションがあ
り、体が大きい、足が速い、球技が得意な
ど、何か特色があれば活躍ができる究極
のスポーツです。
　仲間と本気で日本一をめざすなかで、笑ったり、涙を流したりと、
毎日が充実している、またやりがいのあるクラブです。

チアリーダー部 アメリカンフットボール部

American Football Club

キミの個性を活かせるスポーツ

▶年間スケジュール（抜粋）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏合宿
新人戦

トレーニング期

春合宿・遠征

部員数
（2021年度）

��名

●全国高校アメリカンフットボール
　選手権大会 ベスト16

●全国高校選手権 出場…11回

　優勝…1回  ベスト4…2回  ベスト8…2回

監督

小川 道洋

2020年度成績

［過去の実績］
─────────────────

春大会 秋大会

アメリカンフットボール部は本気で日本一をめざし、日々練習に
励んでいます。今年のGOLDEN BEARSは一味違います。それ
はキャプテンの僕が自信を持って言えることです。
本気で何かに取り組みたい人、僕たち日本で一番熱いFamily
の一員になりませんか。必ず充実した３年間を過ごすことができ
ます。

［先輩からのメッセージ］

▶ 前田 涼太
キャプテン （西宮市立甲陵中学校出身）

アメリカンフットボールは、運動に自信のある人や、頭を使うのが
得意な人など、その人の長所を生かすことができるスポーツです。
チームにも初心者・経験者いろいろな人が所属しています。
GOLDEN BEARSは学年関係なく、団結力があるチームです。
そして常に日本一をめざしているチームです。ぜひ僕たちといっ
しょに日本一をめざしましょう！

▶ 野村 晃誠
2年 （泉大津市立誠風中学校出身）

GOLDEN BEARSでは日本一を共に目指す素敵な仲間、いつも
支えてくださる多くの方々のもとで大好きなチアリーディングを
できていることに幸せと感謝を胸に、チーム一丸となり日々練習
しています。
BEARSでしか経験できないこともあり、かけがえのない3年間で
す。日本一に向かって一緒に頑張りましょう！

［先輩からのメッセージ］

▶ 今野 咲奈
キャプテン （横浜市立谷本中学校出身）

私が幼い頃から続けてきたチアを日本一の環境でやりたいと思
い、強い憧れと覚悟も持ち入部することを決めました。
仲間と沢山ぶつかり合い協力して過ごす中でチアのことだけでは
なく人としても成長できるこのチームを誇らしく思います。
皆さんも一緒に、GOLDEN BEARSでしか味わえない3年間を送
りましょう！

▶ 和田 日和 MAEDA Ryota NOMURA KoseiKONNO Sakina WADA Hiyori
2年 （堺市立金岡南中学校出身）

●JAPAN CUP 優勝…20回

●全日本高等学校選手権大会 優勝…15回

［過去の実績］
─────────────────



全国大会出場に向けてチーム全員が本気でバスケットボールに
取り組んでいます。バスケに本気で取り組むことで日々多くのこ
とを学ぶことができます。特に自分で考えて行動する力と決断力
です。これらを身につけることで、バスケットボールプレーヤーと
してだけでなく、一人の人間として成長できます。一緒に本気で
バスケットに取り組み、全国大会出場を掴み取りましょう！

［先輩からのメッセージ］

▶ 瓦谷 元希
キャプテン （高槻市立柳川中学校出身）

バスケットボールには役割があります。その役割は人それぞれで
す。自分は何ができるのか考えて見つけ出し、実践し、こなせるよ
うになれば確実に上達します。これは普段の日常生活も同じで
す。自分の役割を知ることにより人間性が高められ成長すると
思います。ぜひこの箕面自由学園で人としてもバスケットボール
選手としても共に成長しましょう！

▶ 奥瀬 佑月
2年 （豊中市立第十六中学校出身）

バレーボールを通じて技術だけでなく、プレーできることに感謝
する気持ちや礼儀など、人として大切なことを学んでいます。様々
な困難や課題に対して、教えてもらうだけではなく、自分たちで考
え答えを導き出すことをテーマとして、日々の練習に取り組んでい
ます。私たちと一緒に全国大会をめざして充実した高校生活を送
りませんか。バレーボール部は本気な皆さんを待っています。

［先輩からのメッセージ］

▶ 山名 結女
キャプテン （高槻市立阿武山中学校出身）

私が中学生の時に試合を観戦する機会があり、先輩方はもちろ
ん、先生や保護者の方 も々含めチーム一丸となって戦っている姿
に惹かれて入部を決めました。
一人ひとりが「自分で考える」ということを意識しながら日々の練
習に取り組んでいます。私たちといっしょに、全国大会出場に向
けて頑張りましょう！

▶ 宇都宮 流衣 KAWARATANI Motoki OKUSE YuzukiYAMANA Yume UTSUNOMIYA Rui
2年 （城南学園中学校出身）

　女子バレーボール部は「バレーを楽し
むこと、考えてバレーをすること」を第一に
日々練習に取り組んでいます。
　チーム力を上げるため、他府県を含む
多くの高校と練習試合を行っています。そ
の他に、地域の中学生や小学生のチーム
と一緒に練習を行うなど、様々な取り組み
も行っています。
　バレーを通して充実した3年間を一緒
に過ごしましょう。

女子バレーボール部

Volleyball Club

日々の活動を大切に全国をめざす

▶年間スケジュール（抜粋）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大阪私学大会

地区選抜大会

新人大会一次

春高大阪府決勝
ラウンド

近畿大会

新人大会二次

近畿私学大会
全国私学大会

部員数
（2021年度）

��名

●全日本高校選手権大会 大阪地区予選
　ベスト16

●全国私学大会 出場…2回

●近畿私学大会 出場…10回

●近畿大会 出場…11回

監督

衣笠 晴貴

2020年度成績

［過去の実績］
─────────────────

　男子バスケットボール部は2010年度から強化
クラブとなり、着実に歴史を築いてきました。2018
年度には初めて大阪府でベスト4に入り、近畿大会
に出場しました。チームが大切にしていることは「良
いチーム」になること。その中には強くて応援され
る、練習の雰囲気が良い、感動を与えられるなど
様々な要素があります。そんなチームで、全力でバスケに打ち込む
ことができる、充実した高校3年間を過ごして欲しいと思っています。
　ぜひ一度練習や試合を見に来てください。バスケがもっと好きに
なると思います。

男子バスケットボール部

Basketball Club

バスケに集中できる環境を自分たちで創る

▶年間スケジュール（抜粋）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新人戦私学大会

大阪ウインターキャンプなど
神戸医療福祉大学

合宿など

部員数
（2021年度）

��名

●ウインターカップ予選 ベスト8

監督

加藤 剛史

2020年度成績

●近畿バスケットボール選手権大会 ベスト8
●インターハイ予選 ベスト4
●ウインターカップ予選 ベスト4
●私学大会 ベスト4
●大阪府新人大会 ベスト8

2019年度成績

インターハイ予選 ウインターカップ予選
インターハイ

予選

立命館大学合宿・
インターミューラルカップ・

筑波カップ


