
 

 

 
 

アドミッションポリシー（求める生徒像） No.2 
 

学校名 アドミッションポリシー 

市立 
鶴見商業 
(商業) 

 
国・数・英 
Ｂ・Ａ・Ｂ 
Ⅳタイプ 

本校は、愛（人を思いやる気持ち）・誠（誠意を尽くす気持ち）・礼（礼儀をわきまえる態度
を持った人間になってほしい）の校訓をふまえ、社会の様々な場面で活躍できる人材の育成を目
標としています。将来のビジネスシーンに必要な基礎・基本を習得し、何事にも前向きに取り組
むことのできる生徒を求めます。 
 
1) 商業の学びに興味・関心があり、学校生活を意欲的に取り組むことができる生徒 
2) ビジネスマナーを身につけるために必要なルールやマナーを守る意識の高い生徒 
3) ビジネスシーンに必要な資格取得に向けて一生懸命努力することができる生徒 
4) 豊かな人間形成に必要な学校行事や部活動などに積極的に参加することができる生徒 

市立 
大阪 

ビジネス 
フロンティア 

(グローバル 
ビジネス) 

 
Ｂ・Ｂ・Ｃ 
Ⅲタイプ 

経済活動のグローバル化が進み、国際ビジネス社会で活躍する高度な専門性を備えたビジネス
スペシャリストが求められています 。 
本校では、社会人基礎力を育成するとともに産業界や大学と連携を図り、高大７年間を見据え

た教育プログラムにより、大学卒業後に即戦力としてグローバル社会で活躍できる人材を育成し
ます。  
本校の特色を理解し、グローバル社会で活躍するために努力を惜しまない生徒を望みます。 
 

1) 高校卒業後は、大学進学をめざし、より高いレベルを求める向上心のある生徒 
2) グローバル社会で必要な「英語」とビジネス社会で必要な「会計」「ICT」を中心とした学習

に積極的に取り組む生徒 
3) 体育祭や文化祭などの学校行事や部活動など、何事も素直に取り組み、継続して努力する生徒 
4) 社会人基礎力を身につけ、即戦力でグローバル社会の一員となって働くことのできるビジネス

パーソンをめざす生徒 

市岡 
(普通科 

単位制) 
 

C・B・B 
 

Ⅰタイプ 

本校は、多様性を理解し、主体的に判断し、協働できる力をもった中核人材の育成を目標とし、
進路実現への取組み１００％、伝統の自主活動への取組み１００％を実践しています。次の三つ
の生徒像に対して、横断的な能力と資質を備えた生徒を求めます。 
 
1) 少人数授業を特色とする全日制普通科（単位制）と進学講習で、一段高いレベルで希望の進   

路を実現する生徒 
2) 伝統の部活動と主体的な学習の両立を通じて自分で判断する力、自分で考えて行動する力の 

ある生徒 
3) 学校行事と自主活動を通じて、創造する力と心の豊かさを育む生徒 

今宮 
（総合学科） 

 
Ｃ・Ｂ・Ｃ 
Ⅰタイプ 

 本校は、110 年を超える伝統のうえに、総合学科という特色を生かして幅広い知識を得ながら
自主自立の精神を育む教育を実践し、社会をリードする多くの人材を輩出してきました。「磨け
知性、輝け個性」という理念のもと、多様性を認め合いながら学力を伸ばして進路に立ち向かう
力を養い、地域社会や国際社会に主体的に参画して、自らの言葉や行動で表現、実践できる力を
育んでいます。 
 
1) 大学進学など自分の進路を定め、高い志（こころざし）を掲げて、将来の夢の探求に前向きで、

学業に真摯に取り組む生徒 
2) 幅広い知識の獲得と国語力及び英語力の向上に努め、自己表現力を含めたプレゼンテーション

能力やディスカッション能力を常に高めようと努力する生徒 
3) 中学校での活動（学級活動、学校行事、部活動等）に積極的に取り組み、入学後も常に自分を

高めて、各種大会やコンクール等に参加し、成果が期待できる生徒 

市立 
扇町総合 

(総合学科) 
 

Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅲタイプ 

本校は、総合学科として６つの系列（コース）と多くの選択科目を設定しており、生徒のニー
ズに応じた多様で柔軟な教育活動を行っています。主体的に学習に取り組むことで個性を伸ばし、
将来、社会の形成者としての教養と技能を備えるという意識を持ち、何事にも意欲的な高校生活
を送ろうとする生徒を求めます。  
 
1) 本校の系列の内容を理解し、明確な進路目標を掲げて学力向上に努める生徒 
2) 学校行事や生徒会の諸活動にも積極的に参加し、常に自分を高める努力を怠らない生徒 
3) 規則正しい生活に努めるとともに、他者に対する思いやりを持つ豊かな人間性を育むことが 

できる生徒 
4) 地域との交流を深め、将来、社会に貢献できる知識や態度を身につけようとする生徒 

芦間 
(総合学科) 

 
Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅱタイプ 

 本校は、総合学科として、興味・関心等に応える選択科目とカリキュラムのもと、自己を見つ
め将来を考え、志を持って学習に取り組む生徒を育成します。また、基礎的な学力を定着・伸長
させるとともに、選択科目等での学習を通して、個性を磨き、これからの時代に必要な力を鍛え
ます。さらに、規範意識を重んじ、豊かな人権感覚を育み、多様な人々と学び合いながら実社会
に主体的に参画する生徒を育成します。 
 
1) 自分の進路や将来の夢の探求に前向きで、総合学科を理解したうえで、総合学科での学びに 

強い意欲と魅力を感じ、志を持って進路実現をめざす生徒 
2) すべての授業に前向きで、得意教科に一層励み、課題の発見や解決に向けて、自らの力で、 

また、他者との協力のもと、主体的に考えた事柄を表現・発表しようとする生徒 
3) 十分な規範意識・人権感覚を有し、基本的な生活習慣や豊かな人間関係を築くなかで「とも 

に学び、ともに育つ」を実践しようとする姿勢を持つ生徒 
4) 多様な人々と学び合おうとする意欲を持ち、地域社会・国際社会等に主体的に参画・貢献    
（ボランティア等を含む。）しようとする態度を有する生徒 

5) 学校内外での諸活動（部活動や検定等）において地道な取組を行って成果を上げるととも  
に、入学後も、同様のまたはさらに幅を広げた活動を行う意思のある生徒 

淀川工科 
(工業) 

 
Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅲタイプ 

 本校がめざす学校のモットーは、「生徒が主役！生徒の力を伸ばし、確かな進路を実現」で
す。また、工科高校として機械、電気、メカトロニクスなどの専門分野（系）や、進学に対応し
た工学系大学進学専科を備え、生徒のニーズに対応したきめ細かな学習指導、進路指導を行い希
望進路の実現を図る高校です。本校に目的意識を持って入学し、学業に励むとともに、学校行事
や部活動などにも積極的に参加するなど、何事にも前向きに取り組むことができる生徒を望みま
す。 
 
1) 規律を遵守し、規範意識もって高校生活を送り、自己と他者を大切にする気持ちを持つ生徒 
2) 本校の教育内容を理解し、明確な進路目標を持って積極的に学ぶ姿勢のある生徒 
3) 「ものづくり」に興味・関心を持ち、資格取得などにもチャレンジ精神を持って取り組める生

徒 
4) 中学校で部活動や生徒会活動などに積極的に取り組み、入学後も自ら意欲を持って活動に参加

する意思がある生徒 

市立 
都島工業 
(工業) 

 
Ｂ・Ｂ・Ｂ 
Ⅲタイプ 

本校は､工業･理数科学分野の専門的知識・技術を身につけ、将来の技術者・科学者を育てるこ
とを教育目標に掲げています。自己の将来の夢実現のために努力を惜しまない生徒を望みます。 
 
1) 「ものづくり」に関する技術習得や工業・理数科学分野に強い興味・関心があり、将来、その

分野における技術者や科学者をめざす生徒 
 

 ・精密工作をはじめ、金属加工や分解・整備などの機械技術やロボットなどの電子制御に関
する知識と技術を習得し、将来、エンジニアになろうとする志を持つ生徒（機械科・機械
電気科志望者） 

 ・安全で住みやすい街づくりに携わることに関心を持ち、都市住宅や高層建築物、さらに防
災・環境保全などについて知識を深め、将来､建築・建設技術者として社会に貢献しようと
する生徒（建築科・都市工学科志望者） 

 ・電気・電子・情報分野に興味・関心があり、電気工事や電気設備管理などの電力技術、プ
ログラミングやコンピュータシステムなどの情報技術に関する知識と技術を習得し、将来、
電気・情報技術者として社会で活躍しようとする生徒（電気電子工学科志望者） 

 ・理科・数学・科学分野に興味・関心があり、将来、理工系大学へ進学したのち、未来の科
学技術者をめざす生徒（理数工学科志望者） 

2) 取得した国家資格等を活かし、将来の進路希望を実現し、社会に貢献しようとする生徒 
3) 大学進学、公務員、就職等の進路実現に向けて、高い目標を掲げ学業に真摯に取り組む生徒 
4) 学校行事、部活動、学級活動等にも積極的に参加し、常に自分を高めようとする生徒 

道道ししるるべべ  No.20 

大東市立谷川中学校 

平成３０年７月１２日(木) 

進路指導主事 柗本 一樹 



城東工科 
(工業) 

 
Ａ・Ａ・Ａ 
Ⅲタイプ 

本校は、地域に信頼され、誇りとされる学校をめざし、地域産業の担い手であると同時に、グ
ローバル社会にも対応できる人材を育成しています。地域産業と連携したインターンシップによ
るキャリア教育や技能検定や資格取得に力を入れると同時に、大学進学希望者へのサポート体制
も充実しています。また、安心・安定した学校生活を送ることができる環境作りのため、生活指
導にも力を入れています。 
本校では、入学後、ビジョンを持って次のことに取り組むことができる生徒を求めます。 

1) ものづくりや科学技術に関心を持ち、実習・学習などに真面目に取り組み、その分野の発展に
貢献しようとする意欲のある生徒 

2) 機械・電気・メカトロニクス系の企業への就職を希望している生徒 
3) 理工系の大学等への進学を希望している生徒 
4) 学校生活を大切にし、部活動、学校行事、生徒会活動、地域の人々との交流などについて仲間

とともに積極的に参加しており、入学後も活動を継続または本校で新たに始める意思のある生
徒 

港南造形 
(総合造形) 

 
Ｂ・B・B 
Ⅲタイプ 

 本校は、美術・工芸・デザインを専門的に学ぶ高校です。十分な学力と表現力を身に付け、将
来、美術・工芸・デザインの第一線で活躍するプロフェッショナルの育成をめざしています。将
来の夢を実現するために、高い目標を掲げ、毎日の学習・作品制作・部活動に努力を惜しまない
生徒を望みます。 
 
1) 美術・工芸・デザインに関心があり、専門性を高めるとともに、すべての教科に熱心に取り組

む意欲のある生徒 
2) 中学校で、行事・生徒会活動・部活動に積極的に取り組み、入学後、さらに活動を伸ばす意欲

のある生徒 
3) 規律・規範を守り、明るく・礼儀正しく、「港南造形生」として誇りを持って行動し、他人を

思いやることができる生徒 

布施 
 

B・B・B 
Ⅰタイプ 

 本校は、未来を切り拓く創造的な思考力と社会を生き抜く人間力を身につけ、グローバルかつ
ローカルな視点を携えた社会をリードする人材を輩出する学校をめざします。 
 
1) 来たれ！志を持つ生徒 
  ・グローバルかつローカルな視点を携え「世の為、人の為」に個を磨き、自己成長を習慣化で

きる生徒 
2) 来たれ！知性を磨く生徒 
  ・幅広い教養（リベラル・アーツ）を身につけ、思考力・判断力・表現力・行動力を備えた生

徒 
3) 来たれ！人生を描く生徒 
  ・己を知り、社会を知り、世界を知り、夢の実現に向けて、国公立大学・難関私立大学に果敢

にチャレンジする生徒 
4) 来たれ！人・社会・世界と繋がる生徒 
  ・自他を認め、まごころと思いやりを持って、人と繋がり、地域・社会と繋がり、世界と繋が

る、心身ともに健全で規律ある生徒 

八尾 
 

Ｃ・Ｃ・Ｃ 
Ⅰタイプ 

本校は創立 120 年を越える伝統校です。本校のめざす学校像は「質実剛健」にして「骨太の人
格」を備え、「文武両道」に励む生徒を育てる学校です。夢や志を共に語り、勉強にも部活動に
も全力で努力し続ける強い意志を持ち、仲間と一緒に二度とない高校時代を心から楽しみたいと
願う生徒を求めています。 
 
1) 将来に夢や志を持ち、それを叶えようという強い意志を持っている生徒 
2) 勉強にも部活動にも全力で努力し続ける強い意志を持っている生徒 
3) 生活を自己管理し、自学自習を貫くという強い意志を持っている生徒 
4) 人とのつながりの中で仲間とともに成長したいという強い意志を持っている生徒 

夕陽丘 
 

Ｃ・Ｂ・Ｃ 
Ⅰタイプ 

本校は、明治 39 年(1906 年)に設立された伝統ある学校で、豊かな情操と気品ある人格を育み、
これからの社会を支える健全な精神を持つ若者の育成をめざしています。高校生活を将来の夢実現
の土台と考え、人とのつながりを大切にし、協調性を持って学びながら常に向上心を忘れず、自分
を高めようとする生徒を望みます。 
 
1) 将来の進路希望の実現へ向け、高い目標を持ち、学業に真摯に取り組む生徒 
2) 中学校において学級活動、学校行事、部活動等にも積極的に参加し、入学後も継続し活動の意

志を持ち、自ら考え行動できる自主自律の精神を高めようとする生徒 
3) 国際交流に興味を持ち、その手段としての英語技能習得に積極的に取り組んでいる生徒 
4) 音楽の専門家への道を希望し、その専門的技能を磨き成果を上げ、入学後も本校の音楽教育全

般及び音楽以外の学業にも努力する生徒（音楽科志望者） 

咲くや 
この花 

(食物文化） 
(演劇) 

(総合学科) 
 

B・B・B 
Ⅱタイプ 

 本校には、総合学科、演劇科、食物文化科の３学科が設置されています。創立 11 年目を迎え、
他では類を見ないほどの恵まれた教育環境のもと、密度の濃い教育活動を展開し、進路実績や部
活動においても極めて高い成果をあげています。次に示す「求める生徒像」を理解し、高い目的
意識を持って努力し続ける生徒を望みます。 
 
1) 自ら進んで新しいことに積極的に挑戦し、難関大学への進学や自ら希望する企業への就職な

ど、高い進路目標を自ら設定し努力できる生徒 
2) 部活動や学校行事等に積極的に参加するとともに、学業との両立を強い意志を持ってやり遂げ

ることができる生徒 
3) 入学後のガイダンスを通じて、特色ある６つの系列（理数、ロボット工学、スポーツ科学、言

語文化、造形芸術、映像表現）の学習について明確な目的意識を持ち、自ら定めた将来の目標
に向かって果敢に挑戦できる生徒（総合学科志望者） 

4) しっかりとした時間の管理と体調管理ができ、すべての学習活動に粘り強く取り組んで幅広い
教養を身につけるとともに、集団での創作活動に熱意を持って参加することを通じて、人間力
の向上をめざす生徒（演劇科志望者） 

5) 高校卒業時の調理師免許（国家資格）取得をめざすとともに、幅広い知識や教養を身につけ、 
『食分野のスペシャリスト』として、将来、社会で活躍することをめざす生徒 

（食物文化科志望者） 

日新 
(総合学科) 
（英語） 
（商業） 

 
B・B・B 
Ⅲタイプ 

 創立 90 年を超える伝統、３学科設置という特色を生かした教育活動を展開している東大阪市唯
一の市立高校です。目的意識を持って入学する生徒が多く、将来の進路実現や部活動など、個々
の目標に向かって「日に新たに」の気持ちで頑張っています。 
本校は皆さんの力を大きく伸ばすことのできる活気にあふれた高校です。日新で夢をかなえまし
ょう。意欲のある皆さんの入学を心からお待ちしております。 
 
1) 卒業後の進路を見すえ、夢や希望の実現に向け「日に新たに」の気持ちで努力をし続ける生徒 
2) 部活動や生徒会活動・学校行事など、課外活動や自主活動にも熱心に取り組む生徒 
3) 新しく学ぶ商業科の学習に積極的に挑戦し、様々な資格や技能の取得に努めようとする生徒 
（商業科志望者） 

4) 英語が好きで、英語の学力や英会話の向上と資格取得に積極的に取り組む生徒 
（英語科志望者） 

5) 専門的な文系・理系科目を意欲的に学習し、難関大学入試に挑戦しようとする生徒 
（普通科文理コース） 

6) スポーツに関する様々な学習を通して、スポーツマンシップやリーダー性を養い、将来地域や
社会で活躍できる生徒（普通科スポーツコース志望者） 

成城 
（エンパワ） 
特別選抜 

 
A・A・A 
Ⅲタイプ 

本校は、高い規範意識と社会貢献意識を持ち、各分野のリーダーとして活躍できる生徒の育成
をめざしています。このため習熟度別・モジュール授業や少人数で行う系列授業を活かして、個々
の学力の伸長と、数多くの検定試験合格・資格取得を推進しています。 本校において、学業を
中心として学校行事や部活動を含む充実した学校生活を送り、将来の夢と希望実現のためにあき
らめることなく、粘り強く努力できる生徒を求めています。 
 
1) 基礎基本の学習活動に真剣に取り組み、発展的学力を身につけ、自らの進路実現と社会貢献で

きる人材となるために、努力を惜しまない生徒 
2) 種々の検定試験・資格試験に果敢に挑戦し、将来専門的な職業に就き、その道のスペシャリス

トになりたいと真剣に考えている生徒 
3) 学校行事や部活動に積極的に取り組み、学校生活を大切にする姿勢を持つ生徒 
4) 毅然とした生徒指導といじめを許さない指導に共感し、自分と他者を大切にできる生徒 

布施北 
（エンパワ） 
特別選抜 

 
Ａ・Ａ・Ａ 
Ⅲタイプ 

本校の特長は、すべての面できめ細やかで丁寧な指導を行うことです。地域と連携した人権教
育とキャリア教育に長い歴史を持っています。日々の授業では基礎学力の定着を図り、検定試験・
資格試験合格をめざした学習や、就職・進学に向けた取り組みも行います。また、エンパワメン
トタイムや職業体験実習といった参加型授業を通して、社会人として必要とされる規範意識やコ
ミュニケーション能力を養い、将来、「社会と調和して生きる」ことのできる生徒を育てます。
本校の特色を理解し、困難なことや辛いことにも簡単にあきらめず、新しいことにも積極的にチ
ャレンジしようとする生徒を求めます。 

 
1) 意欲的に高校生活に取り組み、基本的な生活習慣を身につけたい生徒 
2) 日々の学習に前向きに取り組み、基礎学力の定着を図りたい生徒 
3) 職業体験実習に積極的に参加し、社会で必要とされる実践力を身につけたい生徒 
4) 高校生活を通して目標を定め、進路実現に向けて努力を惜しまない生徒 

自己申告書はボーダーゾーン（合格者数の上位９０％～１１０％）に入ったときに使わ

れて、その内容や調査書の内容を見て合否が決定します。気になる学校があれば、チェッ

クをしておきましょう。ここに載っていない学校は、担任か柗本まで聞きにきてください。 


