
桜塚の《部活》

全校生徒のほとんどがクラブに加入しています。

学業と両立しながら、多数の実績もあげています！

文化系クラブ 運動系クラブ

・ESS 国際交流

・イラスト　・演劇

・音楽　　　・科学

・家庭科　　・軽音楽

・茶道　　　・写真

・書道　　　・吹奏楽

・箏曲　　　・ダンス

・美術

・合気道　　・剣道　　　　　・硬式テニス

・硬式野球　・サッカー　　　・柔道

・水泳　　　・ソフトテニス　・体操　・卓球　　

・バドミントン　　・ラグビー　　・陸上　　

・男子バスケットボール　・女子バスケットボール

・男子バレーボール　　　・女子バレーボール

・男子ハンドボール　　　・女子ハンドボール

　　

桜塚の《地域連携・交流》

【活動内容（一部）】

・岡町商店街テーマソング

　　「おかまち桜いろ」制作（軽音楽部）

・東日本大震災ボランティアバス参加

・「豊中まつり」などの地域イベントの参加

　諸施設への訪問（文化系クラブ）　など

本校は、阪急岡町駅から岡町商店街を抜けた先にある豊中市役所の東に

隣接していることから、豊中市や岡町商店街と様々な連携事業を行っています。

また、平成 23 年度の「ボランティアバス」参加により、

岩手県立大槌高等学校と交流が始まり、平成 24 年度には今後の交流の継続を誓った

「さくら協定」を締結しました。

大阪府立桜塚高等学校

学校案内

〒561−0881　豊中市中桜塚４丁目１−１ TEL 06(6853)2244  FAX 06(6853)0825

http://www.osaka-c.ed.jp/sakurazuka/

Your  futureYour  future
begins  here!begins  here!
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桜塚の《特色》

歴史ある桜塚高校は、昔から地域の方々に親しまれています。

伝統を大切にしながら、新しい時代を創っていく。

いつまでもそんな学校でありたいと考えています。

　国際交流

海外語学研修（アメリカ・ニュージーランド）、

異文化理解研修（韓国）などを実施しています。

また、海外留学生の受け入れや、授業交流等を随時行っています。

創立時から残る塀は国の登録有形文化財
　沿 革

　制 服

平成 23 年度に、女子の制服については 50 年来の

ジャンパースカートタイプからブレザータイプに一新しました。

紺を基調とし、スカートやリボンのラインには「桜」をイメージした

桃色を使用しています。エンブレムは桜の花。

そして伝統のある桜塚高校としての誇り「Since 1937」の文字を入れています。

昭和 12 年　　大阪府立第 14 高等女学校として開校

13 年　　大阪府立豊中高等女学校と改称（現在の地に移転）

23 年　　大阪府立桜塚高等学校と改称（男女共学となる）

23 年　　定時制課程設置

昭和 12 年　　大阪府立第 14 高等女学校として開校

13 年　　大阪府立豊中高等女学校と改称（現在の地に移転）

23 年　　大阪府立桜塚高等学校と改称（男女共学となる）

23 年　　定時制課程設置

桜塚の《学習》

高校生の本分は勉強！

学習環境を整え、学習習慣を身につければ、

おのずと、希望の進路への道筋が見えてきます。

専門コースの設置

補習・講習・自習室

ICT（情報通信技術）の活用

学力の更なる効果的な向上を図り、進路実現をサポートします。

また、課題解決型学習にも取り組みます。

放課後や土曜、長期休業中などの補習・講習に加え、予備校等講師による有料講習（桜塾）も実施。

また、自習室を解放し、集中できる学習環境を整えています。

全教室に電子黒板を設置し、Wi-Fi 環境を整えています。

タブレットやノートパソコンを活用した授業を積極的に行っています。

GSC（グローバル・スタディ・コミュニケーションコース）

英語力を強化し、幅広い国際的知識・教養をみがきます。

GSS（グローバル・スタディ・サイエンスコース）

レベルアップした理数系の授業内容を提供します。

２年次より、学力の状況や進路希望に応じて、GSC・GSS・文系・理系の各コースに分かれます。

桜塚の《行事》

４月のセミナーキャンプ（１年生）や遠足（２・３年生）でクラスが一致団結！

体育祭や文化祭では学校全体が盛り上がります。

様々な場面で生徒たちが主体となり、熱心に取り組んでいます。

11月

４月 歓迎行事

始業式・入学式

校内模試（１〜３年）

遠足（２・３年）

Sakura Study Seminar Camp（１年）

５月 １学期中間考査

６月 体育祭

校内模試（３年）

７月 １学期期末考査

夏期講習

８月 夏期講習

校内模試（１・２年）

９月 文化祭

校内模試（３年）

芸術鑑賞（１・２年）

10月 ２学期中間考査

修学旅行

12月 ２学期期末考査

合唱コンクール（１年）

クラスマッチ（２年）

１月 クラスマッチ（１年）

２月 校内模試（１・２年）

学年末考査

３月 卒業式
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