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Ⅰ 本校の教育方針等について 
 

１ 教育方針 

 本校は校訓「法を敬う」「事を正しくする」「友情を厚くする」の下、知・徳・体の涵養に取り組み、豊

かな心と誇りを持って未来を切り拓くたくましい人物の育成に努めています。また、生徒等の実態を踏まえ

ながら、特色ある教育活動の充実を通じて魅力ある学校づくりを推進しています。 

 

２ 教育課程等の特色 

 (1) 教育課程 

 第１学年では、アドバンスクラス、スタンダードクラスに分かれ、少人数、習熟度別クラス及び、複数

教員等によるきめ細かな授業を実施し、徹底した基礎・基本の定着を図っています。第２学年からは、興

味関心や適性に応じた進路を実現するために、「文系」・「理系」の類型に分かれます。第３学年では、

類型ごとに多様な選択科目、演習科目及び実習科目等を設置し、進学や就職はもちろんのこと、検定や資

格取得等、生徒一人ひとりの進路希望に対応できる体制を整えています。 

 (2) 総合的な探究の時間 

３年間を通してキャリア支援を行います。 

  ① 第１学年では、大学訪問や職業人インタビューを実施することで学ぶことや働くことへの関心を高め、

目標をもって主体的に進路を選択しようとする態度を育成します。 

  ② 第２学年では、学校行事を通じて社会の一員としての自覚を育むとともに、職業体験の機会を設けることで

働くことに対する意識を醸成します。 

  ③ 第３学年では、人生設計への意欲を高め、進路実現を図るとともに、職業に関する知識や技能に加え、社

会人として必要な常識等を身につけます。 

 (3) 特別活動・部活動等 

  ① 生徒会を中心として、文化祭やボランティア活動、県警等と連携した交通安全活動など積極的に取り

組んでいます。 

  ② 部活動は、陸上競技部や男子新体操部をはじめ多くの部活動が、全国高等学校総合体育大会出場など

の優秀な成績を残しています。 

 

３ 『スポーツ・コミュニケーション類型』の教育課程の特色 

 (1) 第１学年の教育課程は学年共通で、授業時間数は週 32時間です。少人数、習熟度別授業を行い、基礎・

基本の定着を図ります。第２・３学年では、スポーツ・コミュニケーション類型として、スポーツや野

外活動等の身体活動を通じて、責任感や克己心、フェアプレーの精神を培うとともに、仲間や指導者と

の交流を通じてコミュニケーション能力とリーダーシップを育み、互いに支え合い協力しながら未来を

切り拓く、高い志を持ったたくましい人材を育成します。 

 (2) 特色ある科目 

 スポーツ活動における人間形成の可能性に着目し設置した本類型では、学校行事や長期休業中を活用

して行うマリンスポーツなど、自然との関わりの深いスポーツ活動である「スポーツⅤ」を１年生から

実施するとともに、２年生では「スポーツ科学」「スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ」、３年生では「スポーツ・コミ

ュニケーション」「スポーツ総合演習」等の特色ある科目を設置し、生涯を通して豊かなスポーツライ

フの実現やスポーツの振興発展に関わることのできる資質や態度を育てます。 

   

  １・２年｢スポーツⅤ｣ ：自然と関わりの深いスポーツ活動(マリンスポーツ等) 

  ２年｢スポーツ科学｣ ：○トレーニング理論及び実践 ○スポーツ医学及び栄養学 ○統計学 等 

    「スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ」 ：○各競技、種目における実践的な実技 

  ３年｢スポーツ･コミュニケーション｣ ：○身体表現活動 ○生涯スポーツ ○スポーツ企画･運営  

    ｢スポーツ総合演習｣ ：○課題研究及び発表 等 

  上記の科目を、卒業までに２～11単位を履修することになります。 

 

 

 



Ⅱ 入学者選抜について 
１ 募集定員  全日制 普通科 定員 200名のうち 15％以内 
 

２ 出願資格   特色選抜を志願することができる者は、次の条件を満たす者とする。 

 (1) 令和３年３月に中学校を卒業する見込みの者並びに学校教育法第 57 条及び同施行規則第 95 条に規定

する者。 

 (2) 兵庫県立尼崎西高等学校の通学区域内（第２学区）に保護者とともに居住している者。ただし、県外

からの転居又は他の通学区域への転居が確定している者、県外の中学校卒業見込みの者及び卒業者等、

特別の事情がある場合は、令和３年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱の第 11 による。 

 (3) 兵庫県立尼崎西高等学校を第１志望とする者。 

 (4) 兵庫県立尼崎西高等学校の特色ある教育内容を理解し、本校で学習する強い意志を持っている者。 

 (5) 兵庫県立尼崎西高等学校長がその特色ある教育内容に応じて定める次のすべての要件を満たす者。 

  ① 本校の特色を理解し、入学の意志・志望動機が明確な生徒。 

  ② 中学校の学習活動や特別活動に意欲的に取り組み、スポーツの分野に興味・関心がある生徒。 

  ③ 本校入学後、運動部に所属し、積極的に活動する強い意志がある生徒。 

 

３ 入学志願承認申請手続 
   令和３年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱の第 11101項及び第 11201項に該当する者。 

     期間  令和３年１月 15日(金)～２月２日(火)（土曜、日曜を除く） 

     時間  9:00～16:30 

     受付  本校  ※郵送は受け付けません。 
 

４ 出願手続 
 (1) 出願期間・時間 

   令和３年２月３日(水)～２月５日(金)9:00～16:30 （２月５日(金)は 9:00～12:00） 

 (2) 出願先  本校（〒660-0076  尼崎市大島２丁目 34－１） 

 (3) 出願に必要な書類 

   志願する者は、次の書類及び入学考査料を、出身中学校長を経て本校校長に提出しなければならない。 

   なお、本校校長へは郵送による提出も可とし、その場合は配達日指定（２月３日(水)または２月４日

(木)）の簡易書留にしなければならない（封筒表面に「願書在中」と朱書すること）。また、受検票の送

付用として 374 円分の切手（速達料金を含む。返送する受検票が多い場合は、その重量に応じた切手）

を貼り、送付先を記入した返信用定形長３号封筒(12㎝×23.5 ㎝)を同封する。 

  ① 特色選抜入学願書・受検票 

入学考査料は、2,200 円の兵庫県収入証紙を入学願書の所定の欄に貼付する（消印のあるものは無効。） 

  ② 志願理由書（所定の様式に志願する者が黒ボールペンで自筆し、中学校長の経由証印を押したもの。

また、自筆したものをコピーし、中学校長の経由証印を押したものでもよい。） 

  ③ 保護者が後見人の場合は、中学校長が確認した旨の副申書（様式自由） 

  ④ 本校校長が発行した入学志願承認書（令和３年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱の第 11101項及

び第 11201項に該当する者。） 

  ⑤ 写真票（写真は、３ヶ月以内に撮影した無背景、無帽の上半身正面の写真で、大きさは縦 40 ㎜、横

30 ㎜とし、写真の裏に「中学校名」・「志願者名」を黒ボールペンで記入し、指定欄に貼付。） 

  ⑥ 住民票記載事項証明書（過年度卒業者のみ必要。） 

   ※ 中学校長は調査書(所定様式)をとりまとめ、出願期間に本校校長に提出する。 

 

５ 選抜方法 

 (1) 面接及び体育実技検査を実施します。 

 (2) 合否は、調査書・面接・体育実技検査を総合して判定を行います。 

 (3) 体育実技検査の内容 

  ① 検査１(共通種目) 

   ９ｍ往復走テスト、両足３回跳び、メディシンボール投げ(男子３kg、女子２kg) 

  ② 検査２(選択種目) 

   器械運動、陸上競技、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、ソフトボールより、 

   事前に選択した１種目の運動技能について検査する。 

 



６ 検査期日等 
 (1) 期日 令和３年２月 16 日(火) 

 (2) 受検会場  本校 

 (3) 日程 ＜時間＞  ※ 面接検査以降の時間は、受検者の人数によって、前後する場合があります。 

8:20 8:30～8:45 8:50～10:20  11:00～12:40 

集 合 注 意 面接検査 更衣・休憩 体育実技検査 

 (4) 受検当日の注意事項 

  ① 検査当日に持参するもの 

     ・受検票 

     ・体操服（中学校指定の体操服 待機時についてはウィンドブレーカー等の着用可能） 

     ・上履き(校舎内用) 

     ・体育館専用シューズ(実技用) 

     ・体育実技検査２において、各選択種目については次のものを持参してもよい。 

器械運動 陸上競技 サッカー バスケットボール バレーボール ソフトテニス ソフトボール 

特になし ・スパイク 

(土用) 

・スパイク ・バスケットボ 

 ールシューズ 

・バレーボー

ルシューズ 

・テニスラケット 

・テニスシューズ 

・グラブ 

・スパイク 

     ・靴を入れる袋 

     ・体育実技検査等に備え、タオル・水分・軽食等の、必要と判断するもの 

  ② 携帯電話等、通信機器の持ち込みは禁止します。 

  ③ 受検票を忘れた者及び遅刻した者は、本校事務室に届け出て指示を受けてください。なお、面接検査

開始後 10分以内の遅刻の場合においては受検を認めますが、検査時間の延長は行いません。 

  ④ 受検者は検査終了まで受検会場等、指定された場所から出ることはできません。 

  ⑤ その他、受検に関して不明な点は、本校に問い合わせてください。 
 

７ 合格者発表等 
 (1) 合格発表  令和３年２月 21日(日) 14:00～15:00 

         校内に合格者の受検番号を掲示するとともに、中学校長へ文書で通知します。 

 (2) 合格発表についての問い合わせには、一切応じません。 

 (3) 合格した者は、受検票を提示して「合格証」を受け取ってください。  

 (4) 合格した者は、県内公立高等学校に新たに出願することはできません。 

 (5) 合格とならなかった者は、３月 12 日(金)に学力検査等を実施する高等学校（本校を含む）へ出願する

ことができます。 
 

８ 合格者資料の配付及び入学前ガイダンスについて 
 (1) 配付日時（複数志願選抜の合格発表の当日） 

   令和３年３月 19日(金)（13:00～） １時間程度のガイダンスがあります。 

 (2) 受検票を提示して、受検票を提示して、「合格者説明会の資料」等を受け取ってください。 
 

９ 合格者説明会 
   合格者には、３月 23日(火)に合格者説明会を行います。（受付 13:00～、説明会 13:30～） 

   この説明会には保護者とともに出席してください。 
      

 
 
 

   阪神電車武庫川駅下車、武庫川堤防上 

   東側道路を北へ徒歩 15 分、東側すぐ 

 

   国道２号線の阪神バス、西大島経由に乗車、 

   稲葉荘１丁目下車、南西へ徒歩 5分 

 

   尼崎宝塚線の阪神バス、西大島経由に乗車、 

   西大島下車、南西へ徒歩５分 

 

【付近案内図】 


