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Global Department of Academic Careers

２年国際科･普通科文系(文数･文英)の選択科目(案)
選択《文数》政治経済、生物(３年で継続履修)、実践英語
　　《文英》国語表現、生物(３年で継続履修)、スポーツ科学、音楽Ⅱ、美術Ⅱ、書道Ⅱ、中国語講座、フランス語講座

３年文系の選択科目(案)
選択Ⅰ(３単位)　　　　古典Ａ、生物講座、英語探究
選択Ⅱ(２単位・連続)　地球環境、スポーツⅡ、デッサン、実用書道、中国語講座(継続履修不可)、フランス語講座(継続履修不可)、
　　　　　　　　　　　子どもの発達と保育、情報活用
選択Ⅲ(２単位)　　　　現代文Ａ、現代社会講座、数学探究、化学探究、ソルフェージュ、異文化理解(国際のみ）

※■色の科目は学校設定科目です

専門教科の各科目

国語総合 現代社会 数学Ⅰ 数学Ａ 物理基礎 生物基礎 体　育 芸　術 総合英語 HR国際社会
と情報保健 総合

探究

数学B

実践英語

現代文B 古典B 世界の歴史と日本 数学Ⅱ 化学基礎 体　育 英語理解 英語表現 家庭基礎国際
研究Ⅰ HR
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ALT(外国語指導助手)
　本校には３名のALTが配置されています。
授業以外にも、部活動としてESSの活動、また
近隣小学校への訪問等、本校生徒と一緒になっ
て活動してい ます。

国際総合科1期生の主な進路･資格取得状況
進学は、国公立大学、関関同立、産近甲龍等の現役合格を目ざして、また、英語検定は卒業までに2級
取得を目ざして取り組んでいます。

ひょうごスーパーハイスクール(HSH)指定校ひょうごスーパーハイスクール(HSH)指定校

2019年度国際総合科入学生

国　公　立　大

私　　立　　大

公　　務　　員

英語検定取得者

高知大(１)　埼玉大(１) 　都留文化大(１) 　尾道市立大(１)

同志社大(１)　立命館大(１４)　関　 西　 大(５) 　関西学院大(３)
近 畿 大(２)　甲 南 大(２)　　関西外国語大(６) 　武庫川女子大(４)　他

兵庫県職員一般事務職(１）

準1級2名   2級20名

2019 DEPARTMENT GUIDE

国際総合科独自の学校設定科目･専門科目の設定があり、
専門学科としての独自性を打ち出しています。カリキュラム

英語は「読む･聞く･話す･書く」の4技能の力をバランス良く培うために。
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France
クロミエ総合高校

Japan
三木高校

USA
セリトス高校

Australia
ワナルー高校

ひょうごスーパーハイスクール（HSH）指定校

三木高から発信する四大陸高校生
グローバリズム研究

●オーストラリア　ワナルー高校
　(24年間の交流、隔年の相互交流)

●アメリカ合衆国　セリトス高校
　(2学年に実施する海外研修)

●フランス　クロミエ総合高校
　(2018年より開始、隔年の相互交流)

■海外高校生との交流
●兵庫教育大学　　　　　
●兵庫県国際交流協会
●姫路日仏協会
●西オーストラリア州政府事務所
●三木高校国際交流振興会
●関西国際大学
●三木市国際交流協会

■大学等との連携

グローバル教育発表会
　自ら発見した課題について、調査・分析し、適切な
計画を立てて課題を解決する姿勢と力を養うことを目
的として、2019年2月に第1回を開催し、探究学習の
成果を発表しました。

海外高校生との交流活動 ～世界に羽ばたく三木高生～
三木高では海外高校生と交流するチャンスがたくさんあり、充実した毎日をおくっています。

探究学習 ～自らが探究してきた事柄を他者に伝える～
体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ
必要な情報を取り出したり収集したりする
収集した情報を、整理したり分析したりして思考する
気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する

課題の設定1
情報の収集2
整理・分析3
まとめ・表現4

「三木と世界をつなぐ ～ダイバーシティー～」

✓英語を中心としたコミュニケーション能力をつけ、英語を母語としない人々とも意見交換が
できる能力

✓正解のない課題を発見し、自ら解決しようとする姿勢とスキル
✓異なったいくつかの国の若者の意見を聞き、それを分析し、自らの意見と共に発表する能力

３つの力を持つグローバルリーダーの育成

オーストラリアとの相互交流 フランスとの相互交流

タイ王国との交流事業 アメリカ研修

台湾との交流事業 中国海南省との交流事業
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２年国際科･普通科文系(文数･文英)の選択科目(案)
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ALT(外国語指導助手)
本校には３名のALTが配置されています。

授業以外にも、部活動としてESSの活動、また 近

隣小学校への訪問等、本校生徒と一緒になっ

て活動しています。

国際総合科1期生の主な進路･資格取得状況
進学は、国公立大学、関関同立、産近甲龍等の現役合格を目ざして、また、英語検定は卒業までに2級

取得を目ざして取り組んでいます。

ひょうごスーパーハイスクール(HSH)指定校

2019年度国際総合科入学生

国 公 立 大 高知大(１ ) 埼玉大(１ ) 都留文科大(１ ) 尾道市立大(１ )

私 立 大
同志社大(１ ) 立命館大(１４ ) 関 西 大(５ ) 関 西 学 院 大(３ )
近 畿 大(２ ) 甲 南 大(２ ) 関西外国語大(６ ) 武庫川女子大(４ ) 他

公 務 員 兵庫県職員一般事務職(１）

英語検定取得者 準1級2名 2級20名
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