
令和５年度 兵庫県公立高等学校入学者選抜 第２学区複数志願選抜 

各校の教育目標・教育課程の特色 
 

【普通科】 

教育目標                 教育課程の特色 

尼
崎
小
田 

・「Plain Living and High Thinking」(生活は簡素に、理想は高く)を理
念として、高い知性、優れた特性、強い意志と身体、穏やかで豊か
な心を持ち、人類・国家・社会に貢献できる人物の育成を目指す。 
・文部科学省スーパーサイエンスハイスクール校に４期連続(基礎枠・
重点枠の両方)で指定され、大学や小中学校、研究機関・民間企業
との連携を基に全校を挙げて先進的な理数系教育に取組む。 
・基礎・基本の確実な定着、主体的、創造的に実践・活動・発表する
力、海外研修等を通して国際社会に生きる力を育む。 

・全日制普通科、国際探求学科、サイエンスリサーチ科を設置。 
・普通科に特色類型として「看護医療・健康類型」を設置。 
・普通科は第２学年以降、進路希望に応じて文系、理系を選択。 
・英語・数学の少人数授業、多様な選択科目、学校設定教科・科目。 
・「小田高リサーチ」（全校探究活動）を推進し、探究活動を通して自
ら学ぶ力の育成とその向上を図る。 
・インターンシップやボランティア活動、大学や専門機関、近隣の保
育園、小中学校、尼崎市地域支援課との交流と連携を多数行う。 

県
立
尼
崎 

・歴史と伝統を基盤に、校訓である「自主･根性･聡明」の精神を養
い、「生きる力」を育み、未来への道を切り拓く人材を育成する。 
・生命の尊厳と人権を尊重する態度を基盤とし、夢や目標に挑戦し、
将来にわたって社会に貢献できる心豊かな人材を育成する。 
・開かれた学校づくりを推進し、家庭や地域との連携を深める中で、
コミュニケーション能力を高め、地域社会を支える人材を育成する。 
・基礎学力の定着と「主体的・対話的で深い学び」を推進し、高みを
目指す態度や思考力・判断力・表現力･課題解決能力等を養う。 

・全日制普通科及び普通科「教育と絆コース」を設置。 
・１・２年では、英語･数学・国語で少人数授業を展開する。 
・２年から総合文化類型と自然科学類型に分かれ、自己の進路や興
味･関心に応じた科目選択が可能。 
・「総合的な探究の時間」では、地域との連携などの体験活動等によ
る自己理解の深化、キャリア意識の向上、情報発信能力等を育成。 
・「教育と絆コース」では、幼・小及び大学との交流や大学での講義受
講等を通じて適性を見極め、教育者となるための資質を養う。 

尼
崎
北 

・校訓「自主･自律･愛情･協調」のもと、授業や学校行事、部活動など 
学校生活全般を通じて、自ら考え行動できる人材を育成する。 
・確かな学力を定着させ、考える力を養い、次代を担うリーダーを育
成する。 
・各教科や総合的な探究の時間などで知識、技能の他、探究活動を
通じて、思考力･判断力･表現力を育成する。 
・昨年度の創立 100 周年を契機に、広い視野で行動できる人材の育
成をより一層推進する。 

・全日制普通科。特色類型として「環境類型」を設置。 
・第２学年以降、希望する進路に応じた類型に分かれる。 
・第２学年以降、習熟度等に応じて「スーパークラス」を設置。 
・環境類型においては、環境問題等を題材に、専門家や地域の研究
者などに学ぶ機会を設定し、様々な課題に主体的に取り組む姿勢
を養う。 
・１、２年生が総合的な探究の時間等の成果を発表する、「尼北環境
の日」を実施している。 

尼
崎
西 

・校訓「法（のり）を敬う」「事を正しくする」「友情を厚くする」を教育活
動の核とし、社会を支える人材を育成する。 
・「縁(えにし) 尼西 志(こころざし) Smile for the Future～尼西(ここ)か

ら始まる未来～」のスローガンを掲げ、これまでの伝統を尊重しなが
ら、生徒の主体的な活動のより一層の推進を図る。 
・生徒の可能性を広げ、多様な進路の中から自身の進むべき道を見
つけ、それをつかむことができる学力を育成する。 

・全日制普通科の高校として、幅広い生徒のニーズに応じた教育課
程を設置し、少人数・習熟度別クラスによる授業を実施している。 
・特色類型として「スポーツ・コミュニケーション類型」を設置し、スポー

ツ等を通じて、リーダーシップやコミュニケーション能力等の涵養に
取り組んでいる。 

・生徒会活動、ボランティア活動、近隣の幼保小中学校との交流、尼

崎市の支援事業等多彩な活動を行っている。 

県
立
伊
丹 

・創立 120周年を迎え、これまで受け継いだ伝統と教育資源を継承し
時代の進展や社会の発展に対応する校風を樹立する 
・世界や地域の課題を自分の課題として、解決に向け探究するととも
に、仲間と一緒に活動する人物、グローカル・リーダーを育成する。 
・座学のみならず地域等と連携した多彩な活動等に取り組み、予測
が困難な時代に未来を切り拓くグローカル・リーダーに必要な３つの
心「誠実・克己・忠恕」と４つの力「理解力・思考力・協働力・探究力」
を身につける。 

・全日制普通科。理系の特色類型グリス（GLiS）を設置。 
・教育活動を「探究活動・理数活動・国際活動・ことば文化活動・自主
活動」の５つの枠組みとし、「県高ＳＡＫＵＲＡ ｐｒｏｊｅｃｔ-Ｘ（クロス）」
を展開する。3 年間を見通した体系的・系統的探究活動を実施。 
・GLiS 類型は、地域企業や大学と連携した特別プログラム等を行う。 
・台湾への国際修学旅行を通して、国際交流を行う。 
・英語外部検定の積極的活用、ニュージーランド語学研修を通して
英語でのコミュニケーション力を強化。 

伊
丹
西 

・校訓「克己・協調・創造」の理念に基づき、他者に対する思いやりの
心を育み、目標に立ち向かうチャレンジ精神を養い、社会に貢献で
きる人材の育成を目標とする。 
・「主体的な探究への取組」「思いやりの心の育成」「進路実現」を教
育の３本柱とし、生徒との信頼関係を大切にしながら、生徒の主体
性を育む。 
・一人一人を大切にしたきめ細かな生徒指導や教科指導、個に応じ
た進路ガイダンスに力を入れ、進路実現を図る。 

・全日制普通科。特色類型として「総合ヒューマン類型」を設置。 
・１年生は共通した教科・科目を学習。英語・数学は少人数授業。 
・２年生から人文社会類型・自然科学類型・総合ヒューマン類型に分
かれ、多様な教科・科目から進路目標に応じて選択。 
・総合ヒューマン類型では、看護・医療・教育・福祉等への進路を目
指し、年間を通じて外部講師による専門的な授業及び大学等での
実習を行う。 

川
西
緑
台 

・校訓「真理・創造・友情・誠実」のもと、高い志、豊かな創造力、チャ
レンジ精神を培い、新しい時代を創造する意欲に富む国際社会で
活躍できるリーダーを育成する。 
・「文武両道の精神」をモットーに、幅広い教養や主体的行動力、協
働する力を養い、活力に満ちた魅力ある人づくりを行う。 
・国際感覚を磨き、多様性への理解を深め、生涯にわたって自らの
夢や志の実現に努力し、新しい時代を創る人を育てる。 

・全日制普通科、総合理数コースを設置。 
・全クラス 65 分授業を行い、「説明・探究・解説・振り返り」の授業サイ
クルを通して、基礎学力の定着と生徒の主体的な学びを支援する。 
・特色講演会や卒業生講演会の開催からキャリア形成の基礎を築く。 
・国際理解教育を推進し、異文化を理解し、体験と対話を通して国際
社会を生き抜く力を育む。 
・総合理数コースでは、本校独自の科目「理数探究」を設置し、３年
間を通して探究的な学びや活動を行う。 

川
西
明
峰 

・校訓「自主」「創造」「礼節」「友愛」を理念とし、知・徳・体を磨き調和
のとれた人材の育成に努める。 
・規範意識や社会的自立に必要な能力を高めることで、自らを律する
力や命と人権を尊重する態度を育てる。 
・「自ら学びに向かう意欲と態度を育成する『学び』のシステム」を構築
し、主体的・対話的で深い学びにより、課題探究・解決能力を養う。 
・「未来を切り拓き将来を担う気概と自信を養うグローカルな教育プロ
グラム」により、国際社会及び地域に貢献する意欲と見識を培う。 

・全日制普通科。特色類型として「グローバルキャリア類型」を設置。 
・「グローバルキャリア」「自己探求」「自然科学」の３類型に分かれ、進
路目標に応じて、多様な教科・科目が選択可能。 
・国語・数学・英語での少人数授業や学び直し、ICT の活用等によ
り、基礎学力の定着とコミュニケーション能力の向上を図る。 
・ユネスコが推進する持続可能な開発のための教育を教育課程に組
み込み、高大連携、豪州姉妹校との交流等により多様な価値観に
触れながら、自己効力感や自己肯定感、自己有用感を養う。 

川
西
北
陵 

・校訓「克己・協調・創造」。生活訓「礼を正し、場を清め、時を守る」。
教育を取り巻く社会の情勢と地域からの本校教育に対する要望に、
校訓・生活訓の精神を持って対応し、グローバル社会を視野に入
れ、地域に貢献できる人材の育成を目指している。 
・そのために英語学習の充実を図りコミュニケーション能力・発信力を
磨く。さらに日本、地域文化を学び、異文化理解を深めるとともにキ
ャリア教育を積極的に推進する。 

・全日制普通科。特色類型として「探究と表現」類型（２月入試で選抜 
１年生のみ固定クラス）を設置。 
・２年生より全生徒が各自の進路希望に合わせ、文系、理系クラスに
分かれる。また、医療系進路に対応した科目を設置。 
・グローバル社会で求められる力の育成と人生の設計図を描くため
のキャリア教育の充実を目指し「総合的な探究の時間」を中心に３年
間に渡る系統的なプログラムを展開。西オーストラリア州の姉妹校と
の交流を進める。 

第２学区複数志願選抜管理委員会 



猪
名
川 

・校訓「敬愛和行 究理継学 創造雄飛」のもと地域の信頼を支え
に、豊かな教育活動を展開し、生徒一人ひとりの生きる力の育成と
夢や目標の実現を支援する学校づくりを目指す。 
・社会的な知識や学力の定着を図り、主体的に考え、正しい判断力
と行動力を身につけながら、共生の心を育み人間性豊かな人を育
てる。 
・特に地域との連携を基盤に、社会人基礎力を培い、共生社会、地
域社会、国際社会で生きていく力を身につける。 

・全日制普通科。第２学年より教育コミュニケーション類型・文系・理
系のカリキュラムで学習する。 
・「総合的な探究の時間」に「学び直し」のプログラムを設置し、主体
的に学びに向かう力をつける。 
・インターンシップを第２学年の夏休みに全員参加で実施。 
・県立こやの里特別支援学校分教室との交流及び共同学習を実施。 
・オーストラリア姉妹提携校への長期留学制度があり、隔年で夏季休
業中に約２週間の短期研修も実施予定。 

鳴
尾 

・校訓「自律・創造」の精神に基づき、自己に打ち克つ厳しさと創造性
を培い、他を思いやる心をもつ国際性豊かな人間を育てる。 
・文武両道の精神のもと確かな学力を育成するとともに、生徒の心身
を鍛え、主体的に学ぶ人間を育てる。 
・特色のある学校行事を通じて、感動ある高校生活を創造する。 
・海外修学旅行・研修旅行、オーストラリア姉妹校との交流を通して、
グローバルな人材を育成する。 

・全日制の普通科、国際文化情報学科を設置。普通科には特色類
型として将来、教育･看護･福祉等を目指す総合人間類型を設置。 
・習熟度別、少人数授業を実施するとともに、２年生より能力・適性・
進路希望に応じた多様な類型を設置している。 
・類型に設定された選択科目の中から、自分にあった教科・科目が
学習できるようキャリア・ガイダンスを行っている。 
・特色ある行事（鳴高祭・オーストラリア研修等）があり、部活動も全校
生徒の 90%以上が参加する等、とても活発である。 

西
宮
北 

・「生活は質実素朴に 心は高く豊かに」を校是とし、志をもって自ら
の未来を切り拓く意欲的な人間の育成を目指す。 
・知・徳・体を厳しく磨き、確かな学力と高く豊かな心を育む。 
・伝統行事（１年春季生活訓練合宿・２年冬季生活訓練合宿等）を通
し、耐える力、努力する力を養い、生涯にわたって、たくましく生きる
ための力をつける。 
・オーストラリア語学研修を通し、国際社会で活躍・貢献する意欲・態
度を育成する。 

・第１学年から進路に応じた２つのコースを設置している。 
・第２学年以降は総合社会、科学探究Ⅰ・Ⅱ、社会探究の４類型を設
け、進路･適性、興味・関心に応じ多様な選択科目を設置している。 
・数学・英語を中心とした少人数制授業の実施および、平常補習、夏
季補習、週末課題等により学力向上、進路実現を目指す。 
・外部講師による講義や施設見学など、体験型学習を実施している。 
・体系的な進路学習を実施し、キャリア教育を推進している。 
・コミュニケーション能力の育成、リーダー養成を推進している。 

西
宮
甲
山 

・校訓を基（もとい）と呼び、 「己を究め ふれあいのなかに 明日を
拓く」である。 
・高い志をもって社会に貢献できる、知・徳・体の調和のとれた心豊か
で自立する人の育成を目指す。 
・生きる力の基礎基本である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」
「協働力」等を身につけ、主体的に生涯にわたって学び続け、未来
への道を切り拓く力を持った人を育成する。 
・自他の生命と人権を何よりも大切にする精神を養う。 

・全日制普通科。特色類型「教育総合類型」を設置している。 
・恵まれた自然環境の中で、個に応じたきめ細かい学習指導を実践
し、生きる力の基礎基本と学習習慣の定着を図る。 
・多様な学校設定科目等を開設し、主体的に興味・関心・適性・進路
に応じた学習を進め、希望する進路の実現をめざす。 
・学校行事や HR 活動、部活動等の体験的な活動から、主体的な行
動力、思いやりや助け合いの精神、自己有用感等の醸成を図る。 
・修学旅行は、西宮市の友好都市である奄美大島で実施している。 

西
宮
南 

・「自主 友愛 創造」の理念のもと、自ら考える力、相互の人格を尊
重する姿勢、広く深く学び続ける向上心やチャレンジ精神を備え、
主体的に未来を創造することのできる人材を育成する。 
・生徒一人一人が夢や志を抱き、確かな学力や豊かな心を育み、自
立的に生きる力を身に付けた青年の育成を目指す。 
・地域に信頼される魅力ある学校を目指し、地域の行事に積極的に
参加し、地域とのふれあいをとおして、地域に根ざした学校づくりを
進めている。 

・全日制普通科。特色類型として「環境とコミュニケーション類型」を
設置している。 
・１学年は類型にかかわらず共通した教科・科目を実施し、２、３学年
は、興味関心、進路希望に応じた類型および科目選択ができる。 
・様々な課題を他者と協力して解決し発表する力の育成のために、
ディベート学習や研究発表を取り入れている。  
・生徒会活動、部活動への積極的参加、自主学習など放課後の活
動を重視している。 

宝
塚 

・校訓「剛健中正・誠意正心・明朗闊達」のもと、「県宝から未来へ ～
夢に向かって羽ばたこう！～」を教育理念として、知性・情操・体力
を備えた人間を育成している。 
・「兵庫県版コミュニティ・スクール」試行校として、地域に根ざした信
頼される魅力ある学校づくりを推進する。 
・コミュニケーション能力や人間関係能力を育成して未来を担うリーダ
ー的役割を果たす人材の育成。 
・国際化に対応した教育によるグローバル人材の育成。 

・全日制普通科、特色類型「ヒューマンサイエンス類型」（文系）設置。 
・習熟度別、少人数制、多数の選択科目で、きめ細かな授業展開。 
・ヒューマンサイエンス類型では、「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「ｶﾙﾁｬｰ」「心理学」
「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践」「教育ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」等の特色ある科目を設置。 
・台湾の高校やオーストラリア姉妹校との交流による国際理解教育。 
・インターンシップや大学訪問等、社会に触れる機会の充実。 
・特別支援学校との交流、地域の人材等を活用した授業を実施。 
・現役看護師や看護大学教授等による「看護とケア」。 

宝
塚
東 

・アドミッションポリシーを「かなえたい夢のある生徒」と定め、自分を
大切にし、他人も尊重できる生徒、継続して努力する意欲のある生
徒を求めている。在学中は成功体験の積み重ねを通して自主的な
学びへと向かい、ひとつ上の自分を目指す。卒業時には社会人とし
て責任ある大人として、自分で考え、判断し、行動できる力をつけ
て、将来の社会を支える人材を育成する。 
・令和５年度には創立５０周年を迎え、地域に貢献し、地域に信頼さ
れる学校づくりを推進している。 

・全日制普通科、特色類型として「総合健康類型」を設置。 
・進路希望や興味・関心に応じて「普通類型」・「文理類型」・「総合健
康類型」のいずれかを２年生から選択し、進路実現に向かう。 
・各教科において生徒の興味・関心を引き出し、基礎学力の定着･充
実を行い、社会に貢献できる人材を育成。 
・総合健康類型ではスポーツや健康について、多様な見方考え方を
学ぶために外部講師による講義、実習を実施。その学習内容や成
果について地域に広く還元している。 

宝
塚
北 

・校訓「自律・協調・勤労・創造」のもと、「高い志」を持ち、「確かな学
力」、「豊かなこころ」を身につけ、「明るく」「いきいきと」、勉強、部活
動、学校行事など何事にも全力でチャレンジする人物を育成する。 
「良き友と真面目に頑張ることがカッコいい宝塚北で夢を叶える」 

・普通科、演劇科、グローバルサイエンス科（GS 科）の３科が刺激し
合いながら、感性を磨き「３科が奏でるハーモニー♪」を創出。 
・スーパーサイエンスハイスクール(SSH)校の研究指定を受け、国際 
社会で活躍できるグローバルリーダーの育成。 

・全日制普通科、演劇科、グローバルサイエンス科（GS 科）を設置 
・２年生から文系・理系に分かれ、多様な選択科目を設置。演劇科専
門科目「劇表現」や GS科の科学的な手法を用いた探究活動。 
・生徒の学力向上と進路実現に向けて、早朝・放課後・土曜日及び
長期休業中の補講習の実施で、現役で第一志望合格を目指す。 
・京都大学・大阪大学等と高大連携事業、海外姉妹校との交流、地
域イベント・ボランティアへの参加等、地域、文化や世代を超えた、
連携を行なっている。 

宝
塚
西 

・校訓「自立・自律・捨身」を教育方針の根幹とし、主体的に学習に 
取り組み、自らの意思で進むべき道を切り拓き、国際社会に向かうグ
ローバル感覚を備え、社会に貢献する人材を育成する。 
・今年度の西高キャッチフレーズは、「Be the First Penguin.～今、この
場所から～」予測困難な課題に生徒自らが、果敢に挑む、態度と能
力の育成を目指す。 
・国際教養コース（ＬＡＣコース）では、多様な価値観をもつ人々と共
存し、国際的な視野をもった、グローバル人材を育成する。 

･国際教養コースでは多様な学校設定科目を設置し、神戸女学院大
学との高大連携授業や、ＪＩＣＡ関西等との特別講座などを通じて、
国際理解教育を推進している。 
・コース以外の一般クラスでも、多様な進路目標に対応するための教
育課程を編成し、ＩＣＴを活用した個別最適な授業を進めている。 
･新型コロナの影響下でも、オンラインによる海外の姉妹校（ニュージ
ーランド）との交流や国際理解講演を実施し、国際的な視野の獲得
を進めている。 

 

北
摂
三
田 

・建学の精神「志 学を究め 己を修め ともに手をとり 明日をつくら

ん」のもと、チャレンジ精神のみなぎる生徒、変化する社会の中で生

き抜く力を備えた生徒、国際社会において活躍できるたくましい生

徒の育成を目指す。 

・全日制普通科。２学期制。人間科学類型を設置。 
・自ら課題を発見し解決をさぐる学習活動を通して、豊かな創造性と

強い探究心を養う。 
・大学・企業と連携したキャリア教育やオーストラリア姉妹校への留
学･短期海外研修等により、多様な世界で活躍できる、視野を広く

持った人物の育成を図る。 
・部活動に約 90％の生徒が参加し、文武両道を実践している。 



三
田
西
陵 

・校訓「自主・創造・飛翔」のもと、教育活動全般を通じて、予測するこ
とが困難な変化の激しい時代において、社会の変化に柔軟に対応
し、社会に貢献できる、「夢の実現力」に富んだ人材を育成する。 
・子どもみらい類型では、特色ある学校設定科目の設定や関係教育
機関・地域と連携した校内・校外の実習を充実させた学びにより、将
来、保育士や幼稚園・小学校教諭など「子どもの未来」に関わる職
業に貢献できる人材を育成する。 

・全日制普通科子どもみらい類型を設置し、学校・園での実習など特
色ある授業を実施し、保育や教育など「子どもの未来」に関わる職
業をめざす生徒を育成。 
・１学年では少人数授業や習熟度別授業で基礎基本を徹底、２学年
から進路目標に応じた多様な選択科目を開講。 
・ICT を効果的に活用し、学びの意欲を引き出す授業改善を推進。 
・子どもみらい類型における学びを学校全体に広げ、高大連携協定
を結ぶ大学や外部機関との連携を推進。 

柏
原 

・令和４年度スローガン「翔びたて柏高！  丹波からＴＡＭＢＡ
へ！！」～地域での学びを自分の未来へとつなぐ！～ 
・創立 125 年の伝統を礎として、校訓「進取創造」「質実剛健」「敬愛
和協」の理念に基づき、知性・徳性を磨き、身体を鍛錬し、その体得
体現に努め、社会に貢献する人材を育てる。 
・地域の教育力を生かした人材育成による「魅力ある生徒」づくりと、
生徒一人一人がより高い進路目標を達成する「魅力ある進学校」を
めざし、全国、世界で活躍するリーダーを育成する。 

・全日制普通科。「知の探究コース」を設置。 
・「知の探究コース」、「一般クラス」とも、地域課題を「探究」する教育
活動を展開。それぞれの進路希望に応じた多様な選択科目を配置
して、国公立大学進学をはじめ、様々な進路に対応。 
・「教員志望者セミナー」「地域医療系人材養成プログラム」「地域公
務員養成プログラム」など地域人材を育成するプログラムを実施。 
・生徒会活動・ボランティア活動、海外研修、海外修学旅行などの学
校行事も充実。部活動には、ほぼ全員が加入して活躍。 

篠
山
鳳
鳴 

・高校 3年間は「人生の通過点」です。篠山鳳鳴高校を駆け抜ける生
徒たちは、国語が好きな者もあれば、数学が好きな者もあり、運動に
自信を持っている者もあれば、芸術の才能を発揮する者もありと、ま
さに「十人十色」です。多様な仲間が集う中で、互いの良さに感銘を
受け、ともに高め合える環境にあることが本校の強みです。 
・教育目標 
地域社会の発展に寄与する人間の育成。自己実現を達成する自立
した人間の育成。国際社会に貢献できる人材の育成。 

・全クラス普通科 内１クラス総合科学コースを設置。 
・習熟度別少人数授業を行い、探究活動では大学や地域と連携した
学習を行います。２年生からは文・理系に別れて個々の興味や進路
に向けた選択が可能です。 
・高大接続改革推進事業の指定校：県内の高校、神戸大学、関西学
院大学とオンラインでつながり、「授業改善」「探究活動」「グローバ
ル人材の育成」を通して大学で必要とされる学力の向上に取り組ん
でいます。 

市
立
尼
崎 

・文武両道を目標に掲げ、学業のみならず部活動・ボランティア活動
等にも主体的に取り組むことを大切にし、高い目標を持って活動す
る。社会人として必要な礼節を重んじる態度を養う。 
・自省の言葉（校訓） 「正しく、強く､美しく」。常に自らを省みて次に
生かす習慣を身に着けることを目標としている。 
・人間尊重の精神に徹し、一人ひとりを大切にする人間を育成する。 
・真理を愛し、文化の創造と発展に寄与する人間を育成する。 
・個性豊かにして創造性、自主的精神に富んだ人間を育成する。 
 

・普通科と体育科を設置。 
・普通科では特色選抜として「国際総合類型」を設置している。 
・１年生は共通した教科・科目を学習。習熟度別で授業を展開。 
・２年生から、進路希望による文系・理系の２類型を実施。 
・３年生では、２類型を維持し、受験科目の授業時数を増加。 
・共通テストの改編にも対応したカリキュラムを実践している。 
・国際理解教育を推進し、国際交流行事・姉妹校交流・海外修学旅
行等、グローバル人材の育成を目指す。 

市
立
尼
崎
双
星 

・空調設備を始めとする恵まれた環境・施設を提供し、生徒達の勉学
とスポーツに励む、充実した学校生活を支援している。 
・文化芸術活動、体育活動等の学校行事を通して広い視野と創造性
をもつこころ豊かな人間を育てる。 
・多様な能力を身につけ、未来に貢献できる国際的感覚を養い、幅
広い知識と教養を身につけさせる。 
・コミュニケーション能力を高め、社会の一員として、主体的に生きる
人間の育成を目指している。 

・全日制の普通科、商業学科、ものづくり機械科、電気情報科を設
置。普通科に特色ある類型として音楽類型を置いている。 
・音楽類型に加え、２年生から国際コミュニケーション類型、人文社会
類型･自然科学類型を設置している。（音楽類型は１年生からの選
択です） 
・希望する進路に添った類型を選択し、「なりたい自分」になる力をつ
け、個々の学習目標の達成につなげている。 
・高大連携により、進路に対する意識を高める事業を展開。 

市
立
伊
丹 

・「可能性への挑戦」をスローガンに、「グローバル人材育成プロジェ
クト」を推進し、国際社会に対応できる人づくりを目指す。 
・主体的で深い学びによる自己教育力を育成し、その上で地域・大
学等と連携したキャリア教育を推進し、夢を叶える進路実現を図る。 
・GC コースを中心に表現力やコミュニケーション能力を伸長させ、他
者と協働するための豊かな人間力を育成する。 
・高い進学率を誇る商業科では、資格取得を通じた進学と商品開発
等の起業家教育を推進する。 

・普通科(GC コースを含む)、商業科を設置。 
・少人数授業・補習・学習会等の充実に加えて、商業科英検対策講
座を実施。「総合的な探究の時間」で探究活動を実践。 
・コロナ禍においてもオンライン海外交流など積極的に国際理解教
育を推進。 
・「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」による海外派遣。 
・夏季休業中の English Camp や English Summer Seminar により実
践的なコミュニケーション力を育成。 

市
立
西
宮 

・「全人教育」として、知識を詰め込むだけの教育でなく、「人格の陶
冶」を重視し、心身ともに鍛え、「知」「徳」「体」の 3 つの領域で全面
発達（伸張）をめざす教育活動を実践する。 
・高い志を持ち、広範で深い知識・教養と豊かな人間性を身につけ、
次世代を担うリーダーとして社会の創造・発展に貢献できる人材の
育成を目指す。 
・生徒育成の方針として、主体性・学力・コミュニケーション力・レジリ
エンスを育成し、多様性の理解・シチズンシップの醸成を図る。 

・全日制普通科、グローバル・サイエンス科を設置。 
・２学期制を導入、週３日の７限授業を行い、さらに、少人数授業や習
熟度別授業を導入した基礎基本が定着する授業を実施、「個別最
適な学び」と「協働的な学び」が充実。 
・長期休業中等において、最先端技術研修や海外語学研修、東京
研修などを実施し、生徒の主体性を育む教育活動を実施。 
・恵まれた施設・設備や落ち着いた教育環境の中で、市内外の地域
資源を活用するなど、社会と繋ぐ教育活動を展開。 

市
立
西
宮
東 

・心身ともに健康で品位ある人間を育成する。苦難に耐え抜く強健な
からだと、明朗かっ達で情味ゆたかな心を持った人間を育てる。 
・自立的な人間を育成する。真理を尊び、正義を重んじ、勤労を愛
し、自律的で創造的な、うるおいのある人間を育てる。 
・社会的な人間を育成する。自他を敬愛し、責任を重んじ、進んで世
の人々の幸福のために貢献する人間を育てる。 

・全日制普通科、数理・科学、人文・社会科学コースを設置。 
・創設以来の 65 分授業に加え、２学期制を実施し、充分な授業時間
の確保と放課後の自主的な活動時間の確保を両立している。 
・充実した施設・設備（西宮東高ホール、第２グラウンド、蔵書数豊富
な図書館等）を活用し、文化祭やクラブ活動等を展開している。 
・少人数授業、地方大学見学ツアーを始めとする様々な進路行事、
生徒個々の進路に対応した補習・検定試験などを実施している。 
・NZ海外語学研修などを通じて国際理解教育を推進している。 

 

 

  



【普通科単位制】 

教育目標                 教育課程の特色 

尼
崎
稲
園 

・校訓「克己自立 敬愛協同 日新創造」の理念に基づき、自らの夢
と志に向かって挑戦し続ける生徒を育成するため以下に取り組む。 

  ① 生き方を学ぶ学校づくり 
  ② 生徒や保護者の夢を実現する学校づくり 
  ③ 社会とともに歩む学校づくり 
・教育活動を通して、人格の形成を目指し、徳性・知性・体力を培い、
広く社会の発展に貢献できる「世界のリーダー」となる人材を育成す
る。 

・１年次は共通教科・科目を少人数・習熟度別学習で行う。２、３年次
は、多様な選択科目から一人一人の興味・関心や進路希望に応じ
て時間割を編成し、少人数の学習指導を行う。 
・科目選択、進路等に関するキャリア支援、ガイダンス機能が充実。 
・西豪州姉妹校との交流、シンガポール研修で国際感覚を醸成。 
・落ち着いた学習環境で知識を吸収・深化・発展させる「知の総合
化」に取り組むことで、新しい学びに対応できる力を育成。 
・教員・生徒がＩＣＴ機器を積極的に活用して、先進的な学びを実現。 

県
立
西
宮 

・校訓「質実剛健」 
・教育目標 ①高い知性、豊かな情操、強い意志と寛容の精神をそ
なえ、平和を愛するリーダーの育成、②社会的使命を自覚して、一
般的教養と専門的技能を持つ有為なる社会人の育成、③社会に対
して、広く深い理解と正しい批判力の養われた個性の確立、④真理
と正義に立脚して、敬愛協力する態度の養成、⑤勤労と責任を重ん
じた質実健全なる校風の樹立、⑥広い世界的視野、豊かな国際的
感覚の養成と国際協力の実践力の養成 

・全日制単位制普通科、35人学級編制。生徒の能力・適性、興味・関
心、進路希望等に応じた選択科目を設置。少人数・習熟度別授業
等によるきめ細かな指導で学力向上、「探究的な学習」で主体的・
協働的に課題を発見し解決していくための資質・能力を育成。 
・キャリア教育推進部を中心に、社会的・職業的自立に向け、「自ら学
び、考え、行動する」素養を育むキャリア教育が充実。 
・オーストラリアの高校等との交流を通じた国際理解教育や特別支援
学校や地域での交流等を通じた共生教育が充実。 

三
田
祥
雲
館 

・校訓「自律 創造 敬愛」のもと、知・徳・体の調和のとれた人格を形
成するとともに、新しい時代を担い、地域や世界に貢献できる人材
を育成する。 
・育てたい５つの資質・能力：QUEST 探究心、CHALLENGE 
 チャレンジ精神、GLOCAL MIND グローカルマインド、HUMANITY
人間力、CO-CREATION 共創力 
・探究活動の充実とともにグローバル教育及び理数教育を推進し、
社会に貢献できる人材を育成する。 

全日制単位制普通科。 
・２・３年次で多彩な科目を設置、進路希望に応じた選択が可能。 
・３年間を通した「探究活動」で、「自ら学ぶ力」を身につける。 
・少人数授業、進路指導・キャリアガイダンスが充実。 
・関西学院大学との連携による単位修得が可能。 
・西オーストラリア州や台湾の大学、高校との交流などを通じ、国際的
な視野とコミュニケーション能力を育成する。 
・スーパーサイエンスハイスクール指定校。（R４年度～R８年度） 

 

 

 

【総合学科】 

教育目標                 教育課程の特色 

武
庫
荘
総
合 

・校訓は「自主独立」「敬愛協心」「日新創造」。豊かな学識と個性的
な能力を兼ね、主体的に行動できる人材の育成を目標としている。 
・「自分」を知り、「社会」を知り、「自分と社会」をつなぐことによって、
生徒が自分自身の確かな将来像を創りあげるよう支援している。 
・高度なコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を養うととも
に、社会で通用する資質と能力を身につけさせる体験的プログラム
を展開している。 

・総合学科（単位制） 
・２年次以降の選択科目は自由に選択することができ、生徒自身が
「なりたい自分になる」をモットーに、興味・関心や進路希望に合わ
せて時間割を作成している 
・生徒の興味・関心、進路等に応じた多様な選択を可能にするため、
多くの専門科目や学校設定科目を配置している。 
・ニュージーランドへの修学旅行やイギリスパース校や韓国の高等学
校との交流などを通して、グローバルな人材を育成する。 

伊
丹
北 

・校訓「初心」「自律」「連帯」を基軸として社会の変化に主体的に対
応できる、こころ豊かな個性ある人間を育成する。 
・進路実現に向けた確かな学力の育成を目指すとともに、「産業社会
と人間」をはじめとする総合学科特有の科目を通した教育システム
で、将来の学問・進路への動機づけを図る。 
・３年間を通して体系的で実践的な探究学習プログラムを展開し、プ
レゼンテーション力、コミュニケーション力を高め、「未来への道を切
り拓く力」の育成を目指す。 

・総合学科（単位制） 
・多数の選択科目より興味・関心、進路希望に応じた自分だけの時
間割を編成。授業は 5～20 名以下の少人数・習熟度別で展開。 
・進学型総合学科として、進路ガイダンス部等による科目選択相談、
講演会、大学見学ツアー等のキャリア支援・ガイダンス機能が充実。 
・活発な部活動、文化祭や体育大会に加え、海外修学旅行、短期語
学研修（豪州）、海外姉妹提携校交流（４校）など学校行事も多彩。 
・空調完備の講義棟や広大な運動場など学習環境も充実。 

西
宮
今
津 

・校訓「自律」「協同」「創造」の精神を培い、自らの将来に向かって挑
戦する、こころ豊かで自立する人材を育成する。 
・自己の在り方生き方について考えさせ、進路選択に必要な能力と
態度を養うとともに、社会人として必要なコミュニケーション能力や課
題解決能力等を育成するためのキャリア教育を推進する。 
・生命を尊重する心や他を思いやる心、心身を鍛える態度を育成し、
調和のとれた人格形成をめざす。 

・総合学科（単位制） 
・2、3 年次は、「めざす自分」に合わせた時間割作成。 
・総合三科目を中心に繰り返し行う「調べる、まとめる、発表する」活
動。自分の言葉で表現・発信する力の養成。 
・多彩な科目や習熟度別、少人数で行う個々に応じた授業展開。 
・年２回の校外学習、高大連携、専門的な特別授業・講演、地域交
流等を通じた取り組み。 
・文武両道の部活動、ニュージーランドとの国際交流。 

有
馬 

・校訓「“まこと” ～つよく、きびしく、たのしく～」を基盤とし、「確かな
学力」と豊かな人間性や社会性を身に付け、未来への道を切り拓く
力を備えた、こころ豊かで自立する人づくりを目指す。 
・自ら学び、自ら考え、自ら行動する主体的で想像力豊かな人間の
育成を図る。 
・幅広い視野と豊かな人間性、社会性を備えた人間の育成を図る。 
・個性を活かし、個を伸ばし、個に応じる教育の充実を図る。 

・人と自然科(農業科)と併設。 
・興味・関心、進路希望に応じた自分だけの時間割をつくる。 
・「産業社会と人間」、「ARIMA 探求」等において、社会とのかかわり
の中で自分の在り方生き方を考える。 
・少人数授業や特別補習により、進学に対応できるアドバンストクラス
を設置。 
・オーストラリアとマレーシアの姉妹校との国際交流により、グローバ
ルな視野と実践的な語学力を養う。 

 

 


