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Q.1
市岡高校ってどんな高校？

・ １１０年をこえる伝統

・ 学習活動と部活動の両立

・ 充実した学習指導

・ きめ細かな進路指導

目次へ戻る



１１０年をこえる伝統

・ 明治３４（１９０１）年に
「大阪府第七中学校」
として設立。

・ 平成２３（２０１１）年に創立１１０周年を迎えた
伝統校です。

Q.1へ

・ 昭和２３（１９４８）年に
「大阪府立市岡高等学校」
と改称。

目次へ戻る



充実した学習指導

・ 「全日制普通科単位制」の活用

・ 講習、自習室

目次へ戻るQ.1へ



・教員1人当たりの生徒数は15名となります。
(因みに、中学校･･２５名、普通科高校･･２０名)
・１年生の国語、数学、英語では、1クラス約25名
の授業を行っています。
・多様な科目設定と少人数授業が多数開講され、
自分に合った中身の濃い授業を受けられます。

「全日制普通科単位制」であることで、

一つ戻る

「全日制普通科単位制」の活用



・ 平日の放課後や長期休暇中に、数多くの講習
を行っています。

・ 平日は午後８時まで、土曜日は午前９：３０～
午後４：３０まで自習室を開放しています。

一つ戻る

講習、自習室



きめ細かな進路指導

・ 進路を決められる能力の育成

・ 進路ストーリー

・ 生徒を支援する取り組み

目次へ戻るQ.1へ



・ 生徒が進路について真剣に考えられる機会を
一年次からたくさん用意しています。

例）各大学のキャンパス見学会（１年）

職業別ガイダンス（１年）

大学模擬授業（２年）

進路希望別説明会（２年、３年）

地元国公立・関関同立説明会（３年）

センター試験予行演習（３年）
一つ戻る

進路を決められる能力の育成



・ スタディーサポートや実力テストの結果を、
ファインシステムと連動させて、生徒の学習
到達度を分析し、進路指導に役立てています。

一つ戻る

生徒を支援する取り組み

・ 土曜日を活用して、
学習や進路選択の支援を行っています。
例） 補習・講習 受験産業との提携講座

自習室の開設 実力テスト
市岡卒業生による「質問コーナー」
模擬試験・検定試験（英検など）



進路ストーリー（抜粋）

1年 2年 3年

4月～7月 スタディーサポート①
面談週間
学部・学科を知る
キャンパス見学会
保護者進路講演会
科目選択説明会

スタディーサポート①
面談週間
進路希望別説明会
大学模擬授業
保護者進路講演会
科目選択説明会

スタディーサポート①
面談週間
大学別説明会
入試対策講座
実力テスト
模擬テスト
保護者進路講演会

8月～12月 スタディーサポート②
職業ガイダンス
第1回実力テスト

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加
第1回実力テスト

進路面接ガイダンス
センター試験説明会
模擬テスト

1月～3月 第2回実力テスト 卒業生による講演会
第2回実力テスト

センター試験
進路面談
私大一般入試
国公立前期、中期、
後期試験

一つ戻る



学習活動と部活動の両立

・ 学習活動はもちろんのこと、部活動などの
自主活動にも積極的に取り組み、将来の
社会を担う、バランスのとれた人材の育成を
めざしています。

・ 運動部は１８、文化部は１６あり、全校生徒の
８割以上がクラブに所属し、活発に活動して
います（同好会を含む）。

目次へ戻るQ.1へ



Q.2 「単位制」とは？

目次へ戻る

・ 市岡高校の「単位制」

・ 空き時間

・ クラス



・ 市岡高校は、「進学重視型の単位制」であり、
学力を伸ばし、より高い進路希望の実現を
目標としています。

・ 選択科目は１００以上もあり、進路希望や興味・
関心に対応できます。

Q.2へ

市岡高校の「単位制」

目次へ戻る



・ 時間割に空き時間はありません。

・ 全員４５分７限授業を月～金まで受けます。

空き時間

Q.2へ 目次へ戻る



・ クラスはあります。HR担任もいます。

・ 学年制の学校と同じように、クラス単位で学校
行事に取り組みます。

学年行事の例：

校外体験学習（遠足）
修学旅行（２年）
合唱大会
体育祭・文化祭

クラス

Q.2へ 目次へ戻る



Q.3 進路情報を知りたい

目次へ戻る

・ 進路先

・ 指定校推薦



・ 平成２８年入試の主な四年制大学合格者は、
現役・浪人あわせて、

国公立大学が５６名（現役は４４名）
関関同立が２２９名（現役は１８７名）

参考：大阪大に１名（現役１名）
神戸大に１名（現役０名）
大阪市立大学に６名（現役５名）
大阪教育大学に１７名（現役１２名）

進路先

Q.３へ 目次へ戻る



・ 早稲田１、同志社３、関学１５、立命館２、関大８
など、たくさんの推薦枠をいただいています
（平成２６年８月時点）。

・ しかし、本校では指定校推薦に頼ることなく、
一般入試で合格できるような学力をつける
指導を行っています。

指定校推薦

Q.３へ 目次へ戻る



Q.4 学校行事について

目次へ戻る

・ 体育祭・文化祭

・ 合唱大会

・ 修学旅行

・ 音楽鑑賞会



・ 公募による生徒達が、
体育祭は運動会企画運営委員会（運企）
文化祭は文化祭企画運営委員会（文企）
をつくり、生徒会を中心に、企画・運営を
行っています。

・ 体育祭は８つの団がそれぞれ１～３年生で
構成されており、上級生が下級生をリード
します。

体育祭・文化祭

Q.４へ 目次へ戻る



・ 修学旅行は２年生で行きます。

（ファームステイ）

平成２３年度・・・沖縄・八重山諸島

平成２４年度・・・沖縄・本島

平成２５年度・・・北海道・十勝方面

（ファームステイ）

平成２６年度・・・北海道・十勝方面

平成２７年度・・・東北方面(宮城・岩手県)

修学旅行

Q.４へ 目次へ戻る



音楽鑑賞会

・ ８月末に、ザ・シンフォニーホールにて「音
楽鑑賞会」があります。

・ 大阪フィルハーモニー交響楽団による
クラシック音楽の鑑賞と、本校吹奏楽部の
演奏、そして合唱大会で優勝したクラスの
合唱などがあります。

Q.４へ 目次へ戻る



合唱大会

・ １月に大阪市中央公会堂にて、１・２年生
によるクラス対抗の「合唱大会」があります。

・ ここで優勝したクラスは、ザ・シンフォニー
ホールでの「音楽鑑賞会」で合唱を披露する
ことができます。

Q.４へ 目次へ戻る



Q.5 学校生活はどうですか？

目次へ戻る

・ 制服 ・ 部活動

・ 食堂 ・ 下校時間



・ 毎日着用しなければならない
制服はありませんが、本校
指定の学生服（標準服）
を購入していただきます。

・ 学校行事などには、必ずこの
標準服を着用します。

制服

Q.５へ 目次へ戻る



・ 体育館の１階にあります。
・ 営業時間 ８時～１６時

・ 日替り定食、日替り丼など、多品目を準備、
テイクアウトもできます！
アイスクリームなども販売しています。

・ 食堂前には自動販売機を設置、営業時間外
でも飲み物を買うことができます

食堂

Q.５へ 目次へ戻る



・ 運動部

・ 文化部

部活動

Q.５ へ 目次へ戻る



運動部

硬式野球 バドミントン 軟式野球
卓球 テニス 陸上
サッカー 体操 ラグビー
水泳 ソフトボール 剣道
バレーボール 合気道 バスケットボール
ダンス

・ 硬式野球部は、甲子園大会に春夏合わせて
２１回出場しています。

（同好会） 柔道 山岳

一つ戻る



文化部

吹奏楽 園芸 演劇
地歴研究 筝曲 NMC（軽音楽）
放送 家庭科 多文化研究
茶道 漫画研究 美術

・ 吹奏楽部は大阪府吹奏楽コンクールで１１年
連続金賞を受賞し、関西大会にも８回出場
しています（うち金賞４回）。

（同好会）

コンピュータ ＥＳＳ 書道 天文地学

一つ戻る



下校時間

・ 下校時刻は１７時です。しかし、クラブ活動を
する生徒は、１９時完全下校となります。

・ 自習をしたい生徒は、２０時まで自習室を
使用することができます。

Q.５ へ 目次へ戻る



Q.6 学校説明会について

・平成２８年度 オープンスクール

・平成２８年度 学校説明会

目次へ戻る



平成２８年度 オープンスクール

５月２８日（土） 第１回ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
１２月１７日（土） 第２回ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
１月２１日（土） 第３回ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ

の３回を予定しています。

30分前から、受付開始
（事前申込み不要ですので、

多数ご参加ください。）

Q.６へ 目次へ戻る



平成２８年度 学校説明会の予定

学校説明会
（平成28年 10月 29日）

・ 全体説明会
・ 体験授業 等

平成２８年より、学校説明会は１回実施
オープンスクールは３回実施

となっています。

Q.６へ 目次へ戻る


