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新キャンパスをもっと知る冊子

Smart Paletteで刺激的な毎日！

入試イベント開催中！

01
授業や自習などの
学習スペースがたくさん。
勉強が楽しくなった。

02
校舎全体が学習にリンク。
勉強をより身近に
感じるようになりました。

Smart Paletteになってからは、教室だけでなく、教室の外の学
習スペースを使う授業が増えました。友だちと話し合って問題を
解くなど、授業が楽しくなりました。
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真っ白な校舎、ピカピカの教室、目新しい施設・設備。新校舎では毎日が発見の連続！
Sma r t  P a l e t t eの1期生たちに、気になるスクールライフを聞いてみました。

生徒が選ぶ
新校舎4つの魅力！

　

Smart Paletteで
刺激的な毎日！

新キャンパス
特設webサイト

公開中

学習スペースで勉強の教え合いをしているグループを見たり、
階段にあるホワイトボードに数学の問題が書いていたり、勉強
のきっかけがたくさんあってやる気になります。

03
期待以上の新校舎！
行きたいと心から思える
学校選びをしてください。

04
クラスの団結や
先生とのかかわりを
さらに感じられるように。

学校説明会で見た新校舎のイメージビデオに魅せられて入学を
決意。期待していた以上の新校舎で毎日が楽しいです。カフェ
みたいにおしゃれな食堂にもびっくりです。

学習スペースでの教え合いは、試行錯誤しながらも楽しく、クラス
の絆が深まります。先生もTeacher Stationで見守ってくれてい
るので、ポジティブな気持ちで勉強に向き合えます。

05
タブレットを使って
復習や宿題の提出も。
学習の幅が広がりました。

06
これまでの授業から
がらりと変わった。
成長を感じるのが楽しい。

その日の授業で使っていたスライドを復習のために閲覧できた
り、アプリで宿題の提出ができたり、スクールタブレットを活用し
て効率よく勉強することができます。

プレゼンやグループディスカッションが多いのが追手門学院の
授業の特徴。はじめは難しかったけど、数をこなすほどに格段
にコミュニケーション力がアップしています。

次世代型教育の拠点

Smart Pa lette誕生！

山内 若奈さん
特選SSコース 中学2年生

stu
dent's voice stu

dent's voice

山本 陽大さん
特選SSコース 中学2年生

岡田 采子さん
Ⅱ類コース 高校1年生

stu
dent's voice stu

dent's voice

丸山 秀馬さん
Ⅰ類コース 高校1年生

stu
dent's voice stu

dent's voice

各種イベントの申込
はこちらから！中学校 高等学校

岩佐 美咲さん
特選SSコース 高校1年生

塩田 咲季さん
特選SSコース 高校1年生

追手門学院中・高等学校は2020年に創立70周年を迎えます。

追手門学院中・高等学校は2020年に創立70周年を迎えます。

学校法人 追手門学院は
関西SDGsプラットフォームに加盟しています。



次世代型教育の拠点

Smart Pa lette誕生！
生徒たちの知的好奇心をそそるさまざまな工夫を凝らし、　校舎すべてを学びの空間とした新校舎「Smar t  Pa le t t e」

での新教育がスタート。日々、刺激的なスクールライフを　送る生徒たちが新校舎の魅力を語ります。

Smart Palette
生徒が選ぶ
4つの魅力

N E X T▶

こんな学校見たことない！
授業に応じて
空間をアレンジ。

休み時間も放課後も充実。
学校が楽しくなった
生徒急増中！

すぐそばに先生がいる！
安心感が

ハンパないって！

目に入るからつい見ちゃう。
気軽に立ち読み、
座り読み。



01 02こんな学校見たことない！
授業に応じて空間をアレンジ。

教室と教室をつなぐCana l（キャナル）は、学習スペースであり、教室の扉を開放すれば、教室と一体利用ができ

る学習スペースに早変わり。グループ学習をする時、他クラスとの合同授業の時など、内容に応じてさまざまなレ

イアウトで授業が行われます。常に新鮮な気持ちで学習に向き合えます。

先生たちがいつも声をかけてくれて、親身になって私たちのことを考えてくれるので安心できます。また、全面ガラス

張りで見通しが良い職員室や、常に先生がいるTeacher Stationがあるのもうれしい。わからないことを聞きに行ったり、

進路の相談をしたり、気軽に先生のところに行けます。

すぐそばに先生がいる！
安心感がハンパないって！

平野 太基さん　特進Sコース 中学2年生

教室での授業でも、演習問題を解くときには友だちと学

習スペースに移動して話し合いや教え合いをしています。

丸い机なのでとてもグループ学習がしやすいです。また、

学習スペースはわざわざ教室の机やいすを移動しなくて

もいいので、手軽に利用できます。友だちと一緒に学ぶこ

とで、勉強に対して前向きな気持ちで向き合えます。

Gym（体育館）
広くてきれいなGymは、少し
クッション性のある床なので思
い切り運動ができます。窓も
いっぱいあってとても開放的。

一般的な講義型スタイルやペア学習、グループ学習スタイルな
ど、ひとつの授業の中でも学習内容や目的に応じて机を移動し
て授業が行われます。

my favorite place

授業では、教室の外にある学習スペースの使用も認められてい
ます。生徒同士での教え合いやディベートなど、複数人で行う学
習では学習スペースを活用しています。

プロジェクターを床に投影して体を使った体験型の授業は理解
度が高まります。先生も新校舎の活用をいろいろと考えながら授
業を展開してくれるから楽しい。

Po r tにあるスライドを
使って、プレゼンテー
ションの練習。

ひとりずつのロッカーに
は、授業で使わない教科
書やノートを収納。

休み時間や放課後は、
先生を訪ねる生徒たちで
Teacher Stationは大
賑わい。勉強や進路の
ことなど、いつでも相談
できます。

いたるところにある可動
式のホワイトボードを
使った授業。テレビドラ
マなどの身近なものを
題材にして、楽しく教え
てくれます。

各階のPo r tには、常に先生が見守ってくれているTeache r 
Stationがあります。ナースステーションからヒントを得たらしく、い
つも学年の先生がそばに。

職員室と言えば、扉を開けるのを少しためらうものですが、Smart 
Palet teの職員室は開放的なガラス張り。先生の在席・不在も
ひと目でわかるので、とても機能的。

授業に対して前向きな気持ちになり、勉強が楽しい。
小方 柚菜さん　特進Sコース 中学2年生

Teacher Stationには、休み時間も放課後もいつでも

先生がいるので、勉強でわからないことがあった時には

すぐにたずねて行き教えてもらっています。また、普段の

授業で教わっていない先生でも気さくに声をかけていた

だけるのがうれしい。こうやって先生とのかかわりが増え

ることも勉強が楽しくなるひとつだと思います。

Field（フィールド）
人工芝のF ie l dは、転んでも
ケガの心配がないので体育好
きの私にとっては最高の環
境。体育の授業がもっとあれ
ばいいのに！

my favorite place

Teacher Stationでは、いつも先生が見守ってくれています。

旧校舎のような職員室では、訪ねに来た生徒への対応だけでしたが、
Teacher Stationができてからは、通りがかった生徒の様子や友人関
係、授業中の取り組み姿勢も見ることができるので、より深く生徒たち
のことを知ることができます。また、生徒と教員の会話もとても増え、つ
ながりが濃くなったように感じています。

tea
cher's voice

佐藤 茉莉先生
数学科 担当

生徒と同じ空間で
過ごすことで、
絆が深まったように感じます。

いつも先生が見守ってくれているTeacher Station 見通しの良いガラス張りの職員室机を移動してさまざまな配置で行われる授業 グループ学習に最適な学習スペースを積極的に活用

床にスライドを映写して体験型の授業



03 04目に入るからつい見ちゃう。
気軽に立ち読み、座り読み。

各階のPo r tには、フロアごとの学びのテーマ（1階：WIL／2階：Globa l／3階：Sc i ence／4階：In f o rma t i o n  

Techno l ogy）に応じた本や雑誌が置かれています。化学実験室やコンピュータ室といった特別教室もフロアの

テーマに合わせて配置されているので、本を学習にすぐ活用できるようになっています。

休み時間も放課後も充実。
学校が楽しくなった生徒急増中！

開放的で茨木の街並が見渡せる見晴らし抜群のスカイデッキや冷暖房完備でクッション性のある二重床

を採用した体育館、ナイター設備も整った人工芝グラウンドといった、学校生活を彩るうれしい設備が充

実しています。駅からの徒歩通学もできるようになり、通学が楽しくなった生徒が増えています。

髙谷 魁さん　Ⅰ類コース 高校1年生

Portでは毎朝読書をしている生徒がいますし、参考書も多

いので放課後の自学自習の時に活用している生徒がたく

さんいます。僕も探究の授業で物理のことを知りたくて本を

探しました。すぐ身近に本があるので学習に使うことに抵

抗がなくなりました。世の中で話題になっている本も並べら

れているので、知識を得るきっかけにもなっています。

学習スペースの六角形テーブル
休み時間に友だちとしゃべった
り、授業で教え合いをするのに重
宝しています。昼休みにここでお
弁当を食べる生徒も多いです。

my favorite place

Smart Paletteには、一般的な図書室といった施設は
ありません。これは、追手門学院が「学校の主役は本で
はなく、生徒の学び」と考えているから。これまで図書室
に行ったことが無い生徒も毎日目にする本が気になり、
休み時間に手に取ったり、借りたりしています。

周りにたくさん置いてある本は、気づきを与えてくれます。
柴田 果歩さん　Ⅱ類コース 高校1年生

学習スペースにたくさん机やいすがあり、休み時間はそ

こで友だちと過ごすことが多いです。教室と学習スペー

スをつなげて行う他クラスとの合同授業も増えたので、

友人関係の輪が広がったことはうれしい。最近は、放課

後に食堂棟のコンビニで小腹を満たしてから学習スペー

スで勉強会をすることが流行っています。

Port
たくさんの生徒が行き交い、他
のクラスの友だちと会ったりでき
るのでお気に入り。お昼ご飯も
ここでお弁当を食べています。

my favorite place

Smart Paletteの開放的な雰囲気が、勉強や友人関係に良い影響を。

登校まもなく読書をする生徒やプレゼンの資料探しをする生徒など、身近に
本がある環境は、読書への意識を促進しています。これまで全く読書に興味
が無かったある生徒が、Smart Paletteになってからすでに20冊以上の本
を読み、自分の中で新しい視点を得ることができたと語ってくれました。このよ
うな生徒が今後も増えたらいいなと思います。

tea
cher's voice

児島 大輔先生
英語科 担当

環境が変わることで
読書への意識が激変。
本を手にする生徒が増えました。

1階から4階まで、どこを見渡しても本だらけ

中学生が使うiPadや高校生が使うschool tabletから
いつでも本が借りられる電子図書システム。読書や調べ
学習など、活用方法は自由です。

電子図書館「LibrariE（ライブラリエ）」 中高大が合同で利用する食堂は、和食を中心に豊富なメニューがずら
り。席数が約600席もあり、生徒たちは大満足です。カフェやコンビニと
いったうれしい施設も。

ほかほかご飯がうれしい追手門食堂

運動部の生徒に大人気の
からあげ定食（500円）

しっかりとしたスープが自慢の
和風ラーメン（350円）

ごろっとした肉や野菜の食感が
たまらないカレー（330円）
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