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～「今」を大切に「今」に全力！！～

第２７号

明日、３年生は進路学活を行う予定です。来週には実力テストがあり、中間テスト、１１月にも実力テスト、期
末テストがあります。その中で、みんなには進路希望調査を書いて提出してもらいます。１学期の懇談を踏まえ、
夏休み以降進路についてどのように考えたのかを報告してもらいます。もちろん、自分の気持ちだけでは進路実現
はできないので、保護者の方とじっくりと進路について話をする時間を作るようにしてください。進路実現をする
ために頑張るのは「自分自身」です。主体的に動くことを頑張りましょう！
今後の進路懇談の予定を載せておきます。仕事等の都合があると思います。保護者の方に必ずプリントを渡すよ
うにしてください。
【今後の進路懇談・三者懇談の予定】
●１１月進路懇談（※３年のみ）
１１月２５日（水）
・２６日（木）
・２７日（金）
・３０日（月）１４：００～１７：００
※１０月３０日に第２回進路希望調査を配布します。（１１月１０日〆切）
提出してもらった希望調査を基に、私立・公立特別・公立一般・専修学校等についての方向性を懇談したいと思
います。
●１２月三者懇談（※全学年実施）
１２月１７日（木）
・１８日（金）
・２１日（月）
・２２日（火）１４：００～１７：００
※１１月進路懇談時に第３回進路希望調査を配布します。（１２月４日〆切）
１１月懇談内容を踏まえ、私立・公立特別の受験校について決定する懇談になります。
●２月進路懇談（※３年のみ）
２月２５日（木）
・２６日（金）
・２９日（月）
・３月１日（火）１４：００～１７：００
※公立一般選抜の受験校を決定する懇談になります。公立一般選抜出願日の関係上、公立特別選抜発表（３月１日）
前から期間を設定しているので、私立専願合格者以外の生徒が対象になります。特別選抜受験者については、発
表後、合格者の懇談は行いません。

大阪府育英会予約奨学生

申込み用紙提出〆切

１０月８日（木）

【選抜の制度について】
◆アドミッションポリシーについて
各学校の「求める生徒像」
「期待する生徒像」のことです。各学校のアドミッションポリシーを読んで、自分に合
う学校を探してみましょう！
受験生全員が提出する自己申告書は、このアドミッションポリシーに基づいて書くことになります。
府内全校のアドミッションポリシーについては大阪府教育委員会の HP にあります。
（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00000000/AP2.pdf）

平成 28 年度 大阪府公立高等学校等 アドミッションポリシー（求める生徒像）
〈大阪府教育委員会 HP より抜粋〉
学校名

泉陽

三国丘

泉大津

☆
伯太

信太

アドミッションポリシー
本校は、「世のため人のため、世界のため」という社会貢献意識を強く持ち、気品に溢れる、情操豊かな生徒を
育て、その進路実現を叶えることを学校の使命と考えています。そのため、次のような生徒の入学を希望していま
す。
1) 中学校での学習において、やるべきことを自分で考えて目標を設定し、その実現に向けて高い志を持って行動
し、成果を上げた生徒
2) 中学校での部活動や生徒会活動、学校行事などにおいて、やるべきことを自分で考えて目標を設定し、その実
現に向けて高い志を持って行動し、成果を上げた生徒
3) その他ボランティアや文化・スポーツなど、中学校以外での活動において、やるべきことを自分で考えて目標
を設定し、その実現に向けて高い志を持って行動し、成果を上げた生徒
本校は、知・徳・体の調和のとれた人間を育成するとともに、社会に貢献する高い志とチャレンジ精神を持った
グローバルなリーダーを育てることを教育目標に掲げています。豊かな心や三丘スピリット（文武両道、自主自立、
切磋琢磨）を育むとともに、夢や志を実現できる確かな学力を身につけさせることにより、国際社会をリードする
新しい時代のリーダーを育てる学校をめざしており、本校のめざす学校像を理解し、夢の実現のために努力を惜し
まない生徒を望みます。
1) 論理的な思考力や考察力、自分の意見を表現する能力を有し、その力を生かして有意義な学校生活を送ろうと
する生徒
2) 理科や数学に関わる事柄や国際社会で活躍することについて強い興味・関心があり、意欲的に学習する意志の
ある生徒
3) 難関大学や海外の大学への進学を希望し、目標達成のため、学業に最優先で取り組む覚悟のある生徒
4) 部活動や学校行事などに積極的に取り組むとともに、学習についても課題意識を持って取り組み、課題克服に
向けた努力を惜しまない生徒
創立 74 年という歴史と伝統のもと、３年間を落ち着いた学習環境のなかで、様々なサポートにより、生徒一人
ひとりの可能性を引き出し、進路ニーズを実現することを大きな目標としています。
本校のキャッチフレーズ「夢・その扉を開くのは君だ！」にあるように、将来に夢を持ち、その実現に向けて取
り組むことのできる以下のような生徒の入学を期待しています。
1) 自らが抱いた「高い志」や「将来の夢」の実現に向けて、積極的に学力向上をめざす生徒
2) 充実した学校生活に向け、学校活動（学級活動・生徒会活動・部活動・ボランティア活動等）に積極的に取り
組む意志を持った生徒
3) 学校や社会の一員として正しいモラルを持ち、規則や規律を守ることができる生徒
4) 他の生徒と協調・協力しつつ、自分のなすべきことをすすんで果たすことのできる生徒
本校は、普通科総合選択制のもと、５つのエリア内に多様な選択科目を設定し、生徒のニーズに応じたきめ細や
かな学習指導と進路指導を行っています。また、外部との交流等を盛んに行うことを通して、将来、地域社会の発
展に貢献できる生徒を育成する教育活動を行っています。
常に進路意識を持ち、何事にも前向きに取り組むことができる生徒を求めます。
1) 本校の普通科総合選択制のいずれかのエリアに対して高い興味関心を持ち、明確な進路目標を掲げて高校生活
を送ることができる生徒
2) 規律ある日常生活を送ることができ、地道に勉学に励む意欲のある生徒
3) 学級活動、学校行事、部活動、地域との交流等にも積極的に参加し、常に自分を高めようとする生徒
4) 学校内外の諸活動で、これまで各種コンクールや大会等に積極的に参加し、入学後も同様の活動を継続し、成
果が期待できる生徒
本校は、生徒一人ひとりが、自分を認め、自分を伸ばすことができる学校です。スポーツ科学専門コースと、人
文、教養、理工、医療・看護、情報の５つの類型による多様な学びの場があります。部活動に積極的に取り組むこ
と、ルールやマナーを守ること、お互いを認め合いともに学ぶことを大切な目標としています。
1) お互いの存在を大切にし、ルールやマナーを守ることができる生徒
2) 自分の将来に向けて、授業及び資格等の取得に意欲的な生徒
3) 部活動や生徒会活動において実績があり、高校でも積極的に取り組む意欲のある生徒
4) スポーツ科学専門コースをはじめとした本校のコース制を理解し、進路実現に生かせる生徒
5) 「共生推進教室」について理解し、ともに学びともに生きることを大切にできる生徒

高石

本校は、「勉学、部活動、学校行事の三分野すべてに情熱を持って取り組み、しかる後に自分の希望する進路に
到達する心爽やかで逞しい生徒を育成する」ことを教育目標に、国際的な視点を持って主体的に生き、将来地域社
会に貢献できる生徒を育成する教育活動を行っています。規律と自主性を重んじるとともに、自らを啓発し、全力
を挙げて自分の将来を切り開こうとする生徒を歓迎します。
1) 本校志望の意志が強く、入学後も自ら進んで勉学に励み、学力の向上をめざす生徒
2) 中学校で教科の学習活動においてコツコツと努力し、入学後本校でも目的意識を持って主体的に取り組む生徒
3) 規則正しい生活ができ、高校生活を前向きに送ろうとする意志を持った生徒
4) 中学校で学校行事、生徒会活動や部活動に積極的に参加して成果をあげ、入学後も活動を継続する意志を持っ
た生徒

和泉

本校はいかなる国際情勢のなかでも生き抜く人材育成を教育目標としています。常に得意技を身につけることを
意識し、高校入学後そして卒業後も積極的に努力を続け、10 年後、20 年後に世界を相手に活躍する気概と行動力
を有する人材を育成していきます。 本校の理念を理解し、入学後に不断の努力を惜しまない生徒を望みます。
1) 自分の意見を堂々と言える生徒
・論理的に思考し、説得力を持って他者に主張できる生徒
・多様性を受け入れ、相手の立場を理解して意見を述べられる生徒
2) 自分の得意技を磨く生徒
・理系・文系に限らず、知的好奇心・探究心に富み、自己の向上に努力し続ける生徒
・国内外の大会・発表会への出場経験やこれから挑戦する気概のある生徒
・既に高い英語力を有する生徒、またはこれから英語の４技能（読む・聞く・書く・話す）
を高め実践的な英語力を向上させる気概のある生徒（グローバル科志望者）
3) 高い志と進路目標を持つ生徒
・海外留学も視野に入れ、将来、国内外を問わず卓越した英語力を活用し世界を相手に活躍する志を持つ生徒
（グローバル科志望者）
・理系・文系の枠にとらわれず将来を見据えて学業に取り組み、より高いステージの進路をめざす生徒

学校名

岸和田

久米田

佐野

日根野

貝塚南

☆
りんくう
翔南

アドミッションポリシー
本校は、明治 30 年(1897 年)創立の伝統のなかにも、常に時代の変化や発展する社会を見据えた教育を実践する
ことにより、地域、社会に有為な人材を輩出してきました。グローバルリーダーズハイスクール（GLHS）及びスー
パーサイエンスハイスクール（SSH）指定校としての責務のもと、岸高生としての誇りを持った「爽やかで骨太」
なグローバルに活躍するリーダーを育成することを目標にしています。「知・徳・体」を育む岸高の「学びの時空
間」で、高い志を持ち、自ら主体的に学び、成長し、進路を切り拓く生徒を求めます。
1) 難関大学への進学を希望し、目標達成のため、最後まで諦めずに学業に取り組む覚悟のある生徒
2) 英語運用力を高めるための努力を惜しまず、価値観や文化の異なる人と協調して、将来、リーダーとしてグロ
ーバルに活躍する意欲のある生徒
3) 豊かな考察力や探究心を備え、科学的、数学的技能の習得に強い興味や関心を持って不断の努力をし、科学技
術の発展に貢献しようとする生徒
4) 人文科学・社会科学の領域を深く学ぶことで、バランスのとれた学問的素養や論理的思考力を身につけ、社会
に貢献しようとする生徒
5) 自ら課題を発見し、その解決に向けて探究する学習に積極的に取り組み、その成果を発信する意欲のある生徒
本校は「地域の星となる人材を輩出する高校」として学校目標を定め、地域・保護者・中学校からの支援を受け
発展してきました。基礎学力に優れた生徒で、本校のレインボープラン（学力学習習慣診断テスト、夢設計手帳、
自習室利用、学習クラブ、学習合宿、土曜講座、外国での語学研修）等に積極的に参加し、自分の可能性を伸ばそ
うとする生徒を求めます。
1) 英語または国語において特筆すべき成果を挙げた生徒
2) スポーツ活動について特筆すべき成果を挙げており、本校体育専門コースでの活躍を期待できる生徒
3) 理数系の分野に興味・関心を持ち、研究や発表等を行い、本校理数専門コースでの活躍を期待できる生徒
4) 文化活動について特筆すべき成果を挙げており、本校の授業や学校行事での活躍を期待できる生徒
本校は、大きく変化する今日の社会情勢のなかで、ユネスコスクール（UNESCO ASPnet 加盟校）として多様な価
値観への寛容性と適応力を身につけることを通して、「世界市民」としてのマインドと知性を育みます。本校（国
際教養科＋普通科）生徒のスタンダードとして、上記の目標のため、高い志を持ち、粘り強く努力を惜しまない生
徒を求めます。
1) スクール・モットーである「Respect for Learning」という精神を体現できる生徒
2) 社会に対する幅広い関心と一定の学力を備え、自らを高める努力を惜しまない生徒
3) 優れた外国語運用能力や、特定の分野において優れた学力・能力を持ち、入学後にそれを生かした教育成果が
期待できる生徒
本校は、「アドバンスト人文・社会」「子どもみらい」「看護メディカル」という３つの専門コースと伝統的な
文系、理系という２つの類型を設定し、生徒のニーズに応じたきめ細やかな学習指導と進路指導を行っています。
また、外部交流を積極的に行うことを通じ、グローバルな視点を備えつつ、地域社会に貢献できる人材を育成する
教育活動を実践しています。常に進路意識を持ち、自らの夢を語りそれをかたちにしていく意欲を持った生徒を求
めます。
1) 本校の専門コース制を理解し、明確な進路目標を掲げて高校生活を送ることができる生徒
2) グローバル、ローカル両面において自由で柔軟な発想を持ち、プレゼンテーション等自己表現能力の開発に意
欲的な生徒
3) 学校行事、部活動、地域交流活動などに積極的に参加する生徒
4) 学校内外の諸活動において、各種大会やコンクール等に積極的に参加し、入学後も同様の活動を継続し、また、
その成果が期待できる生徒
本校は、校訓「自由と規律」のもと、人間尊重に徹した、真に国際社会に通用する「明るく、たくましく、心爽
やかな人間」を育成することを教育目標に掲げています。
普通教科を幅広く学び、国語・数学・英語を中心に少人数授業やチームティーチングを展開することで学力の向
上を図り、生徒が本校で夢・目標を見つけて幅広い進路実現ができるよう応援・サポートします。
こうした本校の特色を理解し、夢を見つけて実現しようと主体的に努力し取り組む生徒を求めています。
1) キャリア・アップ（より高い資質や能力を身につける）をめざして夢・目標を主体的に見つ
けようと努力し、進路実現に向けて真面目に、積極的に取り組む生徒
2) 授業だけではなく、学校行事や部活動・ボランティア活動にも意欲的に参加する生徒
3) 挨拶や社会のマナーを大切にし、社会に貢献する人になる意欲のある生徒
本校は、人生を生き抜いていくための勇気と活力を養うことを念頭に教育活動を行っています。規律と自主性を
重んじることに加え、思いやりの心や人権尊重の精神など、豊かな人間性を育む教育を重視しています。さらに、
自分の学んだことや自分の考えを人に伝える能力の育成を意識しています。向上心を持って自らの可能性を追求
し、個性を伸ばして自己実現を図ろうとする生徒を歓迎します。
1) 本校志望の意志が強く、入学後も自ら進んで勉学に励み、より高い進路実現をめざす生徒
2) 中学校時代、学級活動・生徒会活動・部活動・ボランティア活動等に積極的に取り組んだ経験があり、入学後
も活動を継続する意志を持った生徒
3) 規則正しい生活ができ、高校生活を前向きに送ろうとする意志を持った生徒
4) 目的意識を持って自らの得意分野に取り組み、夢に向かってチャレンジする生徒

泉鳥取

本校では、基礎・基本を徹底し、知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力などの育成をめざしていま
す。また、規律と自主性を重んじたうえで、自分を肯定し、お互いを尊重する姿勢を育てています。自己の個性を
理解しつつ、将来の生き方をデザインし、主体的に進路を選択できる生徒を歓迎します。
1) 挨拶をするなど基本的な生活習慣を身につけ、学校での活動時間を中心に生活を送ろうとする生徒
2) 頭髪や服装を整えるなど規範意識を高く持ちながら、集団で行動することの意味を理解しようとする生徒
3) 授業はもとより何事にもコツコツ努力を積み重ね、嫌いなことや苦手なことでも投げ出さずに取り組む生徒
4) ２年以上、中学校での活動（生徒会活動・部活動等）に積極的に取り組み、入学後も継続して活動しようとす
る意欲のある生徒

鳳

本校は、創立以来続く文武両道の伝統を継承しながら、大学への進学を重視した単位制の高校として、多彩な科
目を設置し、『第一志望をかなえる鳳』を合言葉に、日々の教育活動に取り組んでいます。授業を通して確かな学
力を身につけることはもとより、部活動や学校行事等、学校生活全般にわたって積極的に取り組み、人間力を高め
ようとする生徒を求めます。
1) 将来に向かって高い志を抱き、信念を持って果敢に挑戦する生徒
2) 義務教育の学習内容を完結し、本校入学後も向学心を持って勉学に取り組む生徒
3) 本校の単位制システムを十分理解し、進路実現のための幅広い知識と情報の吸収を意欲的に行う生徒
4) 学業のみならず、部活動や学校行事等を通して、自己の成長のために努力を惜しまない生徒

学校名

岸和田市立
産業

佐野工科

貝塚

岬

アドミッションポリシー
本校は「地域社会に有為なる産業人の育成」を建学の精神として創立されました。そして、100 年を超える歴史
と伝統のなかで、岸和田市を中心とする泉州地域において卒業生が企業や官公庁で活躍し、就職に強い学校として
認識されています。最近では専門学科の特色を生かして大学に進学する生徒も増加してきました。学校努力目標と
して「心豊かにたくましく生き抜く生徒の育成」を掲げ、生きる力の基礎を育んでいます。
1) 本校志望の意志が強く、目的意識を持って粘り強く勉学に励み、また部活動に積極的に入部して自分の新たな
可能性を追求する生徒
2) 学校生活を大切にし、将来の自分自身に目を向け、けじめのある日常生活を送ることができる生徒
3) デザインに興味があり、積極的に技術の習得に努め、また論理的な思考力と豊かな発想力で学習に取り組む
ことができる生徒（デザインシステム科志望者）
4) ビジネスの諸活動に興味・関心があり、それらの幅広い知識と技能の習得に努め、特に簿記会計において高度
な資格取得に意欲的に取り組むことができる生徒（商業科志望者）
5) ビジネスの諸活動に興味・関心があり、それらの幅広い知識と技能の習得に努め、特に情報処理において高度
な資格取得に意欲的に取り組むことができる生徒（情報科志望者）
本校は、「誠実・剛毅、自主・創造、敬愛・協力」を校訓とし、「地域の宝となる！」をスローガンとして、地
域社会のリーダーとなり得る人格を備えた、ものづくりのスペシャリストを育成しています。
地域産業連携重点型校として、地域や企業と連携を行い、生徒のものづくり技術やコミュニケーション能力の向
上を図っています。 本校で技術力や創造力を身につけ、夢の実現のために努力できる生徒を求めます。
1) 「読み・書き・計算」など「ものづくり」に必要な基礎的能力があり、習得に向け継続的に取り組む生徒
2) 中学校での学級活動・生徒会活動・部活動等に積極的に取り組み、入学後も活動を継続する生徒
3) 「ものづくり」に対して強い興味・関心があり、真面目に継続的に知識や技術の習得に取り組む生徒
4) 規則正しい生活ができ、規律のある高校生活を送れる生徒
本校では、総合学科の多様な学びと充実したキャリア教育を通して、「聴く力・話す力」「調べる力・考える力」
「決める力・行動する力」を身につけ、進路希望実現率 100％を目標とし、地域や次代を支えリードできる人の育
成に力を入れています。本校の特色を理解し、自分の意志と努力で豊かな高校生活を送り、夢を実現できる生徒を
求めます。
1) 進路希望を語ることができ、その実現に向けて日々成長を続けることができる生徒
2) 貝塚高校を愛し、本校生としての自覚と誇りを持って、自分も仲間も大切にできる生徒
3) 学校行事や部活動、地域交流等に積極的に参加し、つながることの大切さを実感できる生徒
4) 一人ひとりの違いを認め、互いに協力し合い、高めあうことができる生徒
本校では、『寄り添う』『粘り強い』教育を実践し、自己実現とグローバルな社会に貢献することのできる人材
の育成をめざしています。そのため生徒には新たな自分を創造する力・人間関係を大切にする力・社会に貢献する
力を育みます。本校の特色を理解し、努力を惜しまない生徒を望みます。
1) 熱意を持って高校生活に取り組みたいと思っている生徒（意欲・熱意）
2) 基本的な生活習慣が確立しており、まじめにコツコツと基礎・基本を身につけたいと思っている生徒（態度）
3) 専門系列のいずれかに強い興味を持っている生徒（興味・関心）

※スペースの関係上、第四中学校からの受験生が多い高校を抽出して載せました。今回の通信に載せた高校以外の
アドミッションポリシーについては大阪府教育委員会 HP を参照してください。
（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6221/00000000/AP2.pdf）

