
 

 

 

 

アドミッションポリシー（求める生徒像） No.1 
 

 今年度の公立高等学校のアドミッションポリシーが公開されました。その一部を載せま

したので、参考にしてみてください。各学校でアドミッションポリシーは違いますが、共

通していえることは、高校に行っても意欲的に勉強に取り組むこと、生活態度が真面目な

生徒などが書かれています。これから先、学校生活をどのように過ごしていくかが合否を

左右するかもしれません。今のままでいいのか、ここでもう一度振り返ってみましょう。

また、当日の試験問題の種類も同時に公開されました。国語・数学・英語の３教科はそれ

ぞれＡ問題・Ｂ問題・Ｃ問題に分かれます。Ａ問題は基礎的、Ｂ問題は標準的、Ｃ問題は

発展的な問題となっています。それぞれの高校名の下に国語・数学・英語の順番に載せた

ので、こちらも参考にしてみてください。さらに、学力検査と内申の比率についても公開

されています。Ⅰタイプの学力検査重視タイプ～Ⅴタイプの評定重視タイプ、それに加え

て来年度選抜からは大阪市立の高校限定でⅥタイプ～Ⅸタイプが追加されました。 

 
学校名 アドミッションポリシー  

旭 
 

C・Ｂ・Ｂ 
Ⅱタイプ 

本校は１９５２年創立の伝統校で、多くの分野で活躍する卒業生を輩出してきました。国際交流
が盛んな校風を生かして、大きく変動する世界や社会情勢のなかで、自らの道を切り開く生徒を育
てる教育を行っています。「自主自立・協調友愛」の校訓のもとで、将来の目標に向かって主体的
に行動するチャレンジ精神に満ちた生徒の入学を希望します。 
 
1) 人文科学、社会科学、自然科学など様々な分野に興味を持ち、深く探究しようという強い意欲

のある生徒 
2) 国際的な諸課題に関心を持ち、英語を中心とした言語の習得及び異文化理解に努める生徒 
3) 主として大学進学をめざし、日々の勉学に努力する生徒 
4) 学校や社会の規範を守って日常生活を送ることができ、かつ学校行事、生徒会活動、部活動 

などに積極的に取り組む意欲のある生徒 

茨田 
 

Ａ・Ａ・Ａ 
Ⅲタイプ 

本校は確かな学力と意欲・志、さらには、高いコミュニケーション能力に裏打ちされた豊かな「人
間力」を持ち、社会に貢献できる生徒を育成する学校、地域に根付いた地域に愛される学校をめざ
しています。向上心を持って高校生活に誠実に取り組もうとする生徒を求めます。 
 
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 

枚方津田 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅲタイプ 

本校は「確かな学力」の確立に努め、英語専門コースなどを通じて国際的な視点を育成する意欲
のある生徒を求めています。また、生活規律を重んじると同時に、活発なクラブ活動や学校行事等
を通じて、生徒の「生きる力」を育みます。 
 
1) 本校志望の意志が強く、自ら進んで学力の向上をめざす生徒 
2) 生活規律を守り、人間力の向上をめざす生徒 
3) クラブ活動や学校行事に積極的に参加し、自分を高める意思を持っている生徒 
4) 英語専門コースで自分の力を伸ばしていこうとする意欲のある生徒 

寝屋川 
 

C・B・Ｃ 
Ⅰタイプ 

本校は、100 年を超える歴史に培われた伝統を誇り、自主・自立の意気高く明るくのびやかな校
風で、部活動がとても活発な学校です。 
「真善美」を校訓に、「鍛える・見守る・高める」の教育方針のもと、国公立大学への進学を叶え
る学力を育むとともに、部活動・行事などを通じて命を輝かせることの素晴らしさを体験させるこ
とで、知徳体のバランスが取れた豊かな人間力の育成に取り組んでいます。 
 
1) 寝屋川高校に大きな魅力を感じ、強いあこがれを持っている生徒 
2) 大きな夢を持ち、その実現に向けてひたむきに努力する生徒 
3) 優れた特性と豊かな感性を持ち、仲間とともに高め合うことができる生徒 
4) 知的好奇心や探究心が旺盛で行動力のある生徒 

四條畷 
 

C・Ｃ・Ｃ 
Ⅰタイプ 

本校は、創立以来の教育方針として、『質実剛健』『文武両道』を旨とし、「自主・自律・自由」
の校訓のもと、常に国際社会や地域のリーダーとして活躍する多くの人材を輩出してきました。授
業だけでなく、部活動や学校行事を通じて、学問への探究心とともに、未来を見通す先見性や深い
洞察力、他人への思いやりなどを身につけ、高い志とチャレンジ精神で自らの進路を切り拓いてい
く、たくましい人間力を育むことをめざしています。                                                               
 
1) 将来の進路実現に向けて、知的好奇心が旺盛であり、目的意識や向上心を持って学習に取り組    
  む生徒  
2) 生徒会活動、部活動や学校行事等の課外活動にも積極的に取り組み、将来のリーダーをめざ 

す生徒                                                                   
3) グローバルな視点で物事を考え、他人に対して思いやりの心を持ち、国際社会や地域社会の 

発展に貢献しようとする意欲のある生徒 
4) 幅広い視野を持ち、自分で課題を見つけ、その課題の解決に向けて、自ら考え判断し行動で 

きる生徒 

枚方 
 

B・Ｂ・Ｂ 
Ⅰタイプ 

本校は、50 年を超える歴史と伝統を継承するなかで、自ら学び、主体的に判断し、行動できる
人材の育成に取り組んでいます。また、普通科に加え、国際教養科を併設する学校として、今日の
グローバル社会に求められる豊かな国際感覚を育むため、外国語教育や国際理解教育にも力を入れ
ています。本校の伝統と校風を理解し、何事にも果敢にチャレンジする生徒を望みます。 
 
1) 中学校での学習に意欲的に取り組み、入学後も将来の進路実現に向けて高い目標を掲げ、必 

要な学力を身につけるための努力を続ける生徒 
2) 生徒会活動、部活動、ボランティア活動等に主体的に取り組み、入学後も継続する意志を持 

った生徒 
3) 多様な文化や価値観を尊重する姿勢を持ち、異文化体験や国際交流活動等に積極的に参加す 

る意欲のある生徒 
4) 英語学習に強い意欲を持つとともに、第２外国語の履修や国際理解に関する学習など、本校 

の国際教養科の特色を理解し、積極的に取り組む意志を持った生徒（国際教養科志望者） 

清水谷 
 

C・Ｂ・C 
Ⅱタイプ 

周りを見て「自分はそれほどでもないのかな」と不安を感じたことはありませんか？それは今の
自分が知っている範囲の自分だからです。自分のなかには自分の知らない自分がいっぱい存在しま
す。「自分はそれほどでもないのでは」と感じ始めた皆さんを、潔さと正義感を持った「清冽」な
生き方を希求し、自分の壁を内から破っていく気概のある大人に育てたいと思います。一度、本校
を見にきてください。そして、あなたを呼ぶ声が聞こえてくるような気がしたら、進学の門をたた
いてください。 
1) ３年後にはいま見ている自分とは違った自分になっていることを期待し、わくわくする生徒 
  ・学校で獲得することの第一は「知識とスキル」です。本校では、教科書の内容はもちろんで

すが、それを超えた学びや、心を開く表現の場、学友と構築する創造的な時間を提供し、批
判的思考力や各種リテラシーを養います。 

2) 「真面目であることは格好良い」と思える生徒 
・学校で獲得することの第二は「ルール感覚」です。ルールを尊重し、自分だけのルールにと
らわれず、フェアなルール感覚を持って、学業・行事・部活動にまっすぐ真面目に取り組む
ことを求めます。 

3) 自分の考えや意志をしっかり伝えようとする生徒 
・学校で獲得することの第三は「人間関係を築く力」です。自分と違う考えや価値観を持つ人
と対話し、想像力や視野を広げることを楽しいと感じ、周囲の人の思いに耳を傾けてみてく
ださい。 

4) 私たち教職員の思いを晴れやかに踏み越えて、期待を良い意味で裏切ってくれる「凌駕する力」
のある生徒 

道 標 No.22 

大東市立谷川中学校 

平成２９年７月１４日(金) 

進路指導主事 柗本 一樹 



学校名 アドミッションポリシー  

門真西 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅳタイプ 

本校は、生徒一人ひとりを大切にし、その個性を伸ばし、確かな学力と豊かな人間性を持つ人材
の育成をめざした教育を行っています。普通科の学習で幅広い知識と教養を身につけ、部活動や学
校行事に一生懸命に参加することで自己実現を図ろうとする生徒を歓迎します。 
 
1) 中学校でがんばっている生徒 
  ・勉強でがんばっている人  
  ・部活動でがんばっている人 
  ・生徒会活動等でがんばっている人 
2) 規則正しい生活ができ、勉強・部活動・学校行事など高校生活を前向きに送ろうという意思 

を持っている生徒 

門真 
なみはや 

 
Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅲタイプ 

本校は、他者を理解し、尊重する精神など、豊かな人間性を育む教育を実践しています。また、
特徴のある系列やフィールドと自由選択科目を通して、生徒の興味・関心に応じた学習指導と多様
な進路実現を支援するとともに、地域との積極的な交流活動を推進しています。これらの取組を通
して、将来、広い視野を持つ社会人、国際人、地域社会に貢献できる人物の育成を図っています。
何事にも好奇心を持ち、自分の意志で行動できる生徒を望みます。 
 
1) 他人に対して思いやりの心を持ち、それぞれの立場を理解して行動できる生徒 
2) 本校の系列やフィールドの特徴について理解し、目標を持って高校生活を送ることができる生  

徒 
3) 目標がまだ定まっていなくても、自らの興味・関心に応じて積極的に学習を進めようとする 

生徒 
4) 学級活動・生徒会活動・学校行事・部活動・地域との交流活動等に積極的に取り組み、自分 

を高め、仲間とともに成長できる生徒 
5) 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 

野崎 
 

Ｂ・Ａ・Ａ 
Ⅲタイプ 

本校は、生徒の自己実現を最大限に支援する学校です。このため、生徒に校訓である「自律・自
主・創造」の体現を求めています。あわせて、思いやりの心や人権尊重の精神など豊かな人間性の
育成にも力を入れています。よって、将来に夢を持ち、日々の学校生活（授業・行事・部活動など）
に積極的に取り組もうとする生徒を歓迎します。 
 
1) 規範意識と自律心を持って規律ある行動と生活をする生徒（自律） 
2) 自らの将来を設計し、自己実現に向けて主体的に努力する生徒（自主） 
3) 命の大切さを自覚し、やさしさや他者への思いやりを持ち、豊かな感性を身につけた生徒 
（創造） 

緑風冠 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅱタイプ 

本校は、普通科専門コースを設置する学校として、「人文・英語発展専門コース」「理数・看護
発展専門コース」及び総合系を設け、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
います。また、むらの高等支援学校の共生推進教室が設置されており、ともに学びともに育つ教育
を実践を実践し、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。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２つの専門コース又は総合系で学ぶシステムを理科し、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) 何事にも意欲的に取り組み、学びを深め、地道に勉学に励む生徒 
3) 学校行事、地域との交流、部活動などに仲間とともに積極的に参加する生徒 
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、入学後も同様に 

活動の継続が期待できる生徒 

交野 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅱタイプ 

本校では、規律と自主性を重んじるとともに、思いやりの心や人権尊重の精神など、豊かな人間
性を育む教育を実践しています。また、専門コース制のもとで多くの選択科目を設定し、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。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求めます。 
 
1) 本校志望の意志が強く、高い進路目標を掲げて学業に励む生徒 
2) 学校行事・部活動等に積極的に取り組み、高校生活を前向きに送ろうとする生徒 
3) 英語によるコミュニケーション能力の向上に努め、身につけた語学力を生かして、将来、国 

際社会において活躍しようとする意欲のある生徒 
4) 理科や数学に関わる事柄について大きな関心を持ち、専門性を身につけて、将来、科学の発 

展に貢献しようとする意欲のある生徒 

花園 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅱタイプ 

本校は、普通科と国際教養科を併設し、「誠実」「努力」「協調」を校訓として掲げています。
『生徒も教職員も生き生きと学び続ける学校』として、高校生活において積極的に、学習・学校行
事・部活動・国際交流・ボランティア活動等に取り組み、確かな基礎学力を身につけ、人とのつな
がりのなかで自分を成長させ、たくましく、しなやかにグローバル社会を生き抜く力を身につける、
そんな生徒を育てたいと思っています。 
 
1) 人として、当たり前のことを当たり前にできる誠実な生徒 
2) 高い志を持ち、自分の進路を切り拓くために努力を惜しまない生徒 
3) 人とのつながりを大切にし、協調して前に進もうとする生徒 
4) グローバル社会の一員として活躍するため、外国語でのコミュニケーション能力を磨き、自 

文化・異文化に積極的に関心を持つ生徒 
5) 英語を使って情報を発信したり、自分の意見を発表したり、意見を交換することに意欲的に 

取り組める生徒（国際教養科志望者）  

かわち野 
 

Ａ・Ａ・Ａ 
Ⅳタイプ 

本校は「厳しさのなかにも温かさを持った指導」を心掛けており、開校以来きっちりした生徒指
導を土台にして、夢や希望を追求し真に生きる力を身につけた、社会に貢献できる人材を育成し、
地域に根差し地域に信頼され愛される学校づくりをしています。 
豊かな心と確かな学力を身につけ、自ら学び自ら考え主体的に行動できる生徒を育てます。 

 
1) 学校生活を大切にし、本校の生徒であることに誇りを持ち、前向きに頑張ることができる生徒 
2) 夢や希望の実現に向けて、あきらめずに学び続けることができる生徒 
3) 思いやりと感謝の気持ちを大切にし、互いを尊重し、ルールやマナーを守ることができる生徒 
4) 学校行事、生徒会活動や部活動及び各種検定に積極的に取り組むことができる生徒 

市立東 
 

Ｂ・B・B 
Ⅰタイプ 

本校は、きめ細かい進学指導を特色とし、生徒のニーズに応じた細やかな学習指導を行っていま
す。また、国際的な視点を持った人材や、科学技術の基礎知識を身につけて将来の科学者・技術者
をめざす人材を育成する教育活動を行っています。高い進路意識を持ち、その実現のために努力を
惜しまない生徒を求めます。 
 
1) 難関大学への進学を希望し、高い目標を掲げて学業に取り組む生徒                                                                  
2) 学校行事、部活動等にも積極的に参加して自分を高めようとする生徒 
3) 英語によるコミュニケーション能力を向上させ、その語学力を生かして、将来、国際社会で 

活躍しようとする意欲のある生徒（英語科志望者） 
4) 理科・数学に関する事柄や科学技術に強い関心を持って意欲的に学習し、将来、その分野の 

発展に貢献しようとする意欲のある生徒（理数科志望者） 

市立汎愛 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅰタイプ 

本校は体育科・武道科・普通科の３つの学科で、判断力・実行力・自主性・協調性を備えた、心・
技・体のバランスが取れた人材の育成に取り組んでいます。自己実現に向かって積極的に取り組む
生徒の入学を希望します。 
 
1) 自分自身の将来に対する確固たる展望を持ち、自己実現に向けて学業に真摯に取り組む生徒 
2) 行事・部活動・地域交流などをはじめとした、学校におけるすべての活動に積極的に参加し、  

常に自己の高揚を図る生徒 
3) スポーツ活動に対する意欲と実績のある生徒 （体育科・武道科（スポーツ）科志望者） 

大阪市立 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅰタイプ 

本校は、創立以来 70 余年の良き伝統を継承しながら、大きく変化する社会情勢を見据えた教育
を実践し、グローバルな視野を持って、積極的に生きようとする人材の育成に力を入れています。
また、数学・理科の基礎知識を幅広く身につけ、科学的な視野を持ってものごとに取り組める態度
の育成にも力を入れています。本校の特色を理解し、常に努力を惜しまず、自分の未来を意欲的に
創造していく生徒を歓迎します。 
 
1) 将来の進路実現に向け、高い目標を掲げて、真摯な態度で学業に取り組む生徒 
2) 学級活動、学校行事、部活動などにも積極的に参加し、常に自分を高めようとする生徒 
3) 英語によるコミュニケーション能力（聞く・話す・読む・書く）の向上に努力し、身につけ 

た語学力を活用し、将来、国際社会において活躍しようとする意欲のある生徒（英語科志望 
者） 

4) 数学や理科に関わる事柄について、強い興味関心があり、入学後も意欲的に学習する意思が 
ある生徒（理数科志望者） 

※アドミッションポリシーは何も書かれていなければ、普通科も専門学科も同じになります。 

※一般選抜での問題・倍率のタイプになります。 

次号の道標でもアドミッションポリシーをお知らせします。 


