令和 2 年度 12 月学校説明会で寄せられた質問にお答えします
☆ は生徒会メンバーの回答です
勉強・授業
Ｑ1

勉強と部活の両立はどのように工夫して時間を使っていますか。
Ａ ☆友達と一緒にやってモチベーションを上げています。
☆できるだけ毎日 1 時間勉強することを心掛けています。

Ｑ2

普段の授業は中学校の授業形式と変わらないのですか。
Ａ ☆あまり変化はないですが少人数授業を行っています。
☆50 分×６時間が週に 4 日、月曜日だけは 50 分×７時間。

Ｑ3

学校以外での学習をどれくらいしているか。宿題の量は？
Ａ ☆次の日の小テストの勉強で 30 分以上は。

（英語や古典は毎回予習が必要です）

☆毎日コツコツやっていれば困らないです。
☆宿題は、理系はちょっと多めです
Ｑ4

学習についていくために皆さん塾に行っていますか？部活、塾、研究課題の両立は大変ではないですか？
Ａ ☆塾に行っていますが大変です。
☆塾には行っていないけど先生たちが丁寧に教えて下さるのであまり大変ではありません。

Ｑ5

体育で持久走があると聞きましたが、どのぐらいの距離を走るのですか？走るのが苦手な人でも大丈夫ですか？
Ａ

１，２年次の冬に実施しています。女子で約 5.4km

男子で約 6.5 ㎞。それぞれ自分の記録に対する挑戦なの

で、得意な人も苦手な人も自分なりの目標を立てて頑張っています。（体育科）
Ｑ6

英語の授業ではネイティブの先生は担当しますか？
Ａ

ＡＬＴの先生が勤務されており、ＡＬＴの先生の授業は、１年次生と一部の選択科目で毎週あります。（英語
科）

Ｑ7

テストは年に何回ありますか。
Ａ

１年次のときのテストの回数は？

科目にもよりますが、最大で、休み明け課題考査３回・中間考査２回・期末考査３回の計８回＋科目独自の考
査をすることもあります。全学年同じです。

学校生活
Ｑ8

学校生活での生徒の感じはどんなものですか。
Ａ ☆男女問わず仲良しです。
☆小テストがある教科の前の休み時間では単語帳を見たりしています。

Ｑ9

校風は？雰囲気は？
Ａ ☆良い。
☆生徒と先生の距離も近いので分からないことや進路について気軽に聞くことが出来ます。

Ｑ10 学校生活の中で一番楽しいこと・行事は何ですか。
Ａ ☆普段の学校生活では休み時間が一番楽しいです。
☆行事では体育祭が一番です。
（今年度は、文化祭や芸術鑑賞会は中止になりました…）

Ｑ11 この学校の一番の良いところ・好きなところは何ですか。
Ａ ☆少人数授業を行っているので自分のレベルにあった授業が受けられるところ。
☆放課後に見える夕日は最高！
Ｑ12 この学校で一番気に入っているのは何ですか？また、改善して欲しいのは何ですか？
Ａ ☆気に入っているのは食堂のドーナツ！毎日味が変わります。
☆改善して欲しいところはトイレです。（A 棟トイレは 1 月から工事に入り、綺麗になります！）
Ｑ13 修学旅行中で一番楽しいのは？
Ａ

行き先は自分たちで決められるのですか。

まだ２年次は修学旅行に行ってないので…。でも、今、色んな準備（体験やレクについて）をしている様子は
楽しそうです。行き先の決定には、生徒アンケートも参考にします。

Ｑ11 友が丘を勧めるとしたらどのようなところか。
Ａ ☆選択科目の数が豊富なので自分の進路に必要な教科をとることができるところ。
Ｑ14 ぶっちゃけ先生たちは怖いですか？見た感じ厳しそうな先生がいてビビっているのですが…。
Ａ

とても優しい先生ばかりです。間違ったことをしたときには、正すよう厳しく注意します。

Ｑ15 女子の校則で髪型について教えてほしい（何が禁止かなど）
Ａ

男女ともに、染髪、脱色、パーマ、奇抜なヘアスタイルは禁止です。化粧、ピアス、アクセサリーも禁止です。

Ｑ16 カバンや靴などは自由ですか？
Ａ

基本自由ですが、ブーツや下駄、ハイヒール、サンダルは禁止です。体育の時には運動靴を用意して下さい。

Ｑ17 自転車通学は出来ますか。
Ａ

学校までの乗り入れは出来ませんが、自宅から最寄りの駅まではＯＫ。その場合も自転車保険に加入して下

さい。
Ｑ18 バス通学か歩き通学か。
Ａ

妙法寺駅や名谷駅から徒歩で来る生徒の割合が一番多いです。雨の日はバスに乗る生徒もいます。

Ｑ19 在学中に校舎の建て替えはありますか。
Ａ

建て替えの予定はありませんが、この春からトイレや外壁の改修が始まります。

Ｑ20 高校生活の中で、中学生の自分と比べて一番成長したと感じる部分はどこですか。
Ａ ☆プレゼンテーション能力。
☆生徒会や産業社会人間、課題研究などを通して人の前で話す力が身についたと思います。

進路
Ｑ21 指定校推薦がある大学を国公立・私立どちらも具体的に教えてほしいです。
Ａ

国公立大学は、どの高校にも指定校推薦枠はありません。
私立大学や専門学校の指定校推薦は、毎年更新されるので、具体的な名前を挙げることは出来ません。

「この大学に行きたい！」という強い意志とそれを実現するべく地道な努力を続ければ道は開かれるでしょう！
Ｑ22 国公立の看護大学に近年何名いかれましたか。
Ａ

毎年、神戸市看護大学や兵庫県立大学看護学部を含め、県内外合わせて２～３名進学しています。
看護系は大学のみならず、専門学校にも数多く進学しています。

Ｑ23 教育大学教育学部のある大学に進学する人数は何人ぐらいいるのですか。
Ａ

小中高等学校の教諭や幼稚園教諭を目指す人は、わりと多い印象です。昨年度は 20 名以上が教育系に進学し
ています。
（中高の教師は教育学部以外でも免許が取れるので、実際の教師志望者はもっと多いのではないかと
思います）

＊進学結果は学校ＨＰにアップされているのでご覧ください。
選択科目
Ｑ24 選択科目は何教科でも選択できますか？１つですか？何時間ぐらいありますか。
Ａ

選択群が２年次では４つ、３年次では６つあり、それぞれから１科目選択します。地理歴史、理系の選択を合
わせると合計 30 時間くらいです。

Ｑ25 選択科目は第１希望が選択できるか。
Ａ

人数制限のある科目もありますが、おおむね出来ます。

Ｑ26 将来の夢などがない場合、選択授業は何がおススメですか。
Ａ

１年次の「産業社会と人間」の時間に自分の適性を考えたり、いろんな職業を調べたりする中で将来の夢に

ついて考えることが出来ます。その学習を進めていく中で、先生とも相談しながらその人にとってよりよい選
択を決めていきます。
Ｑ27 理系の大学を希望する場合、どのくらい選択科目を選べる余地がありますか。
Ａ

国公立大学を志望する場合、ほぼ受験に必要な科目を選択することになります。私立大学志望の場合は 2 科
目程度自由に選べます。

Ｑ28 中国語やハングルなどの多言語を学ぶことは将来どんなことに役立ちますか。
Ａ

どの学問にも言えることですが、
「即、役に立つ」というよりは「教養を深め、視野を広げ、考え方を柔らか
く」するのが目的なのではないでしょうか。多国語は言語だけでなく文化も学びます。国際的な視野や考え方
を身に付ける一助になるでしょう。（敢えて役に立つ観点で言うなら、色んなセレクションの場面でのアピー
ルになること間違いなし！）

Ｑ29 保育についての授業では（子どもの発達と保育）どのようなことを学べるのか。
Ａ 「子どもの心身の発達の特徴を理解し、発達に応じて適切にかかわるための技術について学ぶ。」
（シラバス
より）座学もありますが、幼児食・衣服・おもちゃ作りなどの実習や保育所での体験もあります。

Ｑ30 看護とケアはどのような授業内容なのですか？
Ａ

「看護とは何かを考え、看護は何を目的としてどのような方法で行うのかについて学ぶことで、将来の進路
決定のための意識を高めます」（シラバスより） 看護師の先生に来ていただいて看護を理解するための知識を
得たり実習をしたりしています。

Ｑ31 進学を考えた時、結局普通科と同じような科目に落ち着いてしまったりするのでは？
Ａ

「産業社会と人間」等において将来について考える中で、自分の興味関心にあった科目や必要な科目として
選択科目を選んでいきます。結果としては普通科と同じような科目になることもあるでしょうが、自分で選ん
だ科目なので納得して受けることが出来ると思います。また、大学受験科目しか選択しない場合でも、普通科よ
り選べる科目数は多いです。総合学科の特色は将来役に立つ教育です。魅力ある科目が多数あります。

Ｑ32 カリキュラムは途中で変更は可能ですか？
Ａ

文系・理系は途中で変えられません。２，３年継続履修の科目は変更できませんが、3 年次の選択科目は 2 年
次に決めます。

Ｑ33 自分が選んだ選択授業でのやりがい・楽しさは感じられますか？
Ａ ☆自分の夢が決まっている人は、興味のある分野を学べます。
☆受験に必要な科目のほか、学びたい科目を選択することができます。
☆少人数の選択科目の場合、仲が深まります。
Ｑ34

お話を伺っていると、職業体験でいろいろな職種が見られてその後の選択科目や進路にも参考になった様子が

わかりました。どんな職種がありましたか？コロナがあったので例年とは違いましたか？一人一箇所ですか？
Ａ

今年度の職業体験は、コロナの影響で、職場に伺うのではなく、いろんな職種の方に来ていただき話を聞く
行事を計画中です。記者・旅行会社・弁護士・経営者・栄養士・建築士・理学療法士・保育士・デザイナーなど
予定しています。例年は一人 1 か所職場を訪問しています。学校ＨＰの学校行事に昨年度の職場訪問の様子を
掲載しているのでご覧ください。

Ｑ35

総合学科のカリキュラムにより、皆様将来の夢に向かって邁進されておられますが、入学時具体的な将来のビ

ジョンを持った方が多いですか？高校生活の中で具体化していく方が多いですか。
Ａ

推薦入試を受験する人は具体的に考えている人が多いですが、一般入試の人は入学後に決めていく人が多い
です。

入試
Ｑ36 他校に比べて推薦入試の定員が多い理由は？
Ａ

総合学科は推薦入試の割合が定員の 50％以内と定められており、出来る限り本校を希望する中学生に入学し
てほしいからです。

Ｑ37 推薦入試不合格の時、３月の学力入試を受検できますか。
Ａ
Ｑ38

出来ます。ぜひ再チャレンジしてください。
推薦入試に向けて、何をすればよいですか。

Ａ ☆過去問を解く。
☆５教科の勉強の同時進行。
☆友達や先生と面接練習をしたり、お風呂で練習したりしました。

Ｑ39 一般入試に向けて、どのような勉強をしていましたか。
Ａ ☆過去問題、参考書を活用。
☆塾の模試を毎日のように受けました。
Ｑ40 実技代替の入試について詳しく聞きたいです。
Ａ 「音楽」「美術」「保健体育」「技術・家庭」の４教科の実技検査のうち、希望する１教科を届け、学力検
査のうち１教科に代替することが出来ます。実技代替をすると、他の普通科に出願（第２志望）できなくなり
ますので注意して下さい。詳しくは中学の先生に相談して下さい。

部活関係
Ｑ41 サッカー部
Ａ

部員は何人いますか。練習は週に何回ですか。厳しいですか

3 年生 24 名、2 年生 26 名、1 年生 15 名の計 65 名。
学校ＨＰのサッカー部のページや、そこにリンクしているサッカー部のＨＰ（facebook）に活動の様子、今
年度の戦績、練習試合の予定が掲載されています。ご覧ください。

Ｑ42 野球部の実績は？野球部の活動はどのような感じですか？朝練は何時からですか？
Ａ

3 年生 20 名、2 年生 14 名、1 年生 16 名、マネージャー10 名、計 60 名
学校ＨＰの硬式野球部のページや、そこにリンクしている野球部のＨＰに活動の様子、今年度の戦績、練習試
合の予定が掲載されています。ご覧ください。

Ｑ43 バレー部は毎日体育館を使えるのですか？
Ａ

仲の良い思いやりのある部活ですか？

学校ＨＰのバレーボール部のページに活動の様子、今年度の戦績、中学生へのメッセージが掲載されていま

す。ご覧ください。
Ｑ44 バドミントン部の部員数はどれくらいですか。初心者でも入れますか？
Ａ

3 年生 11 名、2 年生 12 名、1 年生 29 名の計 52 名。部員は女子のみで男子部はありません。ほとんどの部員
が高校から始めています。学校ＨＰのバドミントン部のページに活動の様子が掲載されています。ご覧くださ
い。

Ｑ45 水泳部の今までの大会実績を教えてください。活動内容は？
Ａ

学校ＨＰの水泳部のページに活動の様子、昨年度までの戦績が掲載されています。ご覧ください。
今年度はコロナウイルスの影響で大会もほとんどない状況なので、今は来年度に向けて頑張っています。

Ｑ46 ギターに興味があるが、ギター同好会はどんな感じですか。
Ａ

エレキギター、エレキベース、ボーカル、ドラムやキーボード等から成るバンドやアコースティックギター
の弾き語りで演奏活動をしています。友高祭ステージ演奏、クリスマスコンサートなどの校内ライブや名谷な
どでのイベント参加、他校との合同ライブを行っています。

Ｑ47 ボランティア委員会の取り組みはどんなですか。
Ａ

各クラスの委員としてボランティア委員がおり、ボランティア委員会として活動を行っています。。昇降口前
での募金活動や文化祭の際に近隣の障がい者施設から来られた方の車椅子を押しながらの案内などを行ってい
ます。

Ｑ48 テニスコートは何面ありますか。
Ａ

校舎南側に２面、グランド西側に３面あります。

Ｑ49 一番人数が多い部活動は何ですか？入部率は？各部活動の人数は？
Ａ

練習時間は？

部活動の入部率は活動中の１，２年で 87％です。運動部で最多部員数は、男子はサッカー部、女子はバドミ
ントン部、文化部ではダンス部です。練習時間は、各部活動によって異なります。
学校ＨＰの部活動のページをご覧いただくと、詳しい情報が得られます。

Ｑ50 強い部活は？
Ａ

全国大会にはウエイトリフティング部、書道部、美術部、近畿大会や関西大会にはバレー部、陸上競技部、水
泳部、吹奏楽部が近年は進出しています。他の部活動も県大会によく出場しています。

Ｑ51 マネージャーはどの部にもありますか。希望者はだれでも出来ますか。
Ａ

マネージャーについては部により異なりますので、募集をしているかどうかは入学後に部の顧問に訊いてみ

てください。
Ｑ52 複数の部活にはいれますか。
Ａ

可能ですが部活動によります。運動部の兼部は練習も重なるので難しそうです。入学後に顧問に訊いてみて

ください。
Ｑ53 部活動は、初心者からでもはいれますか。
Ａ

経験者のみ募集の部はありません。初心者でも経験者に教えてもらって追い付き、追い越す人もいます。

食堂
Ｑ54 食堂の人気メニュー（おすすめメニュー）は何ですか。
Ａ ☆カツカレー・ドーナツ
☆コロナウイルスの影響で、今はメニューが減っています。
Ｑ55 食堂の人と弁当の人の割合はどのくらいですか。どれくらいの生徒さんが利用されていますか？
Ａ ☆弁当：食堂 ＝ ７～８：２～３くらい。
☆毎日行っている人もいれば、月 1 や週１の人もいます。
☆毎日お弁当の人もいます。

その他
Ｑ56 なぜ志望しようと思ったのですか。
Ａ ☆お姉ちゃんから平和だと聞いていたので。
☆自分の将来の夢である看護についての選択科目がたくさんあったから。

