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基礎学力
全てのHR教室にプロジェクター
が設置されており，ICTを活用し
た授業を多く行っています．
調べ学習やグループワークなど
を取り入れた授業により，知識
だけでなく，思考力や主体性の
育成に力を入れています．

思いやりの心
伊丹西高校には，他人に優しく接するこ
とのできる生徒がたくさんいます．そして，
このような思いやりの心を大切にしたい
と考えています．

大切にする3つの心
克己

協調

創造

自分に打ち勝つ強い心

他者に対する思いやりの心

目標に立ち向かうチャレンジ精神

自分と未来を広げる学校
伊丹西高校は，生徒一人一人の個性と自主性を大切にしたいと考えています．そして，生徒の皆さんや保護

者の方々が安心して過ごせるような学校づくりに取り組んでいます．3年間の学校生活で，生徒の皆さんがそれ
ぞれの個性を発揮して，主役となり活躍できるような場をたくさん設けています．基礎となる学力はもちろん，
社会に出ても活躍できるような力と自信をつけたいと考えています．さまざまな経験と多くの感動を得て，生
徒の皆さんが大きく成長していく後押しを全力でサポートしていきます．

未来を築く力
自分の将来をじっくりと考え，自
らの考えをもとに進路を切り開い
ていけるよう，総合的な探究の時
間をはじめ，さまざまな場面で
キャリア支援を行っています．

進路校外学習の様子

ICT機器を活用した授業

花つくり委員会の活動

有志部活動による校内一斉
清掃，花つくり委員会による
プランターの植え替えなど，
奉仕活動やボランティア活動
を積極的に行っています．



本校の特色ある教育の一つとして「総合ヒューマン類型」を設
置しています．この類型では，「看護・医療・保育・福祉」分野に
興味・関心をもつ生徒を対象に，「やさしさ・強さ・責任感」を
もって，異なる世代とのコミュニケーションをとれる力を育てると
ともに，社会貢献できる人材を育てます．
第1学年では，放課後や学期末に「総合ヒューマン特別講座」
を，第2学年からは火曜日の6，7限に「ヒューマン基礎」の学校
設定科目を設置しています．

個性的な3つの類型
本校では，「総合ヒューマン類型」，「自然科学
類型」，「人文社会類型」の3つの類型を設置し
ています．第1学年では，全生徒が共通した教育
課程で学習をしますが，第2学年からそれぞれ選
択した類型に分かれて学びます．

令和５年度入学生 教育課程表（予定）

2年選択 ：古典講読，数学探究，数学B，音楽Ⅱ，美術Ⅱ，書道Ⅱ，英文読解，生活探究

選択群Ⅰ：現代文研究，古文研究，近代日本，近代世界，数学Ⅲ，数学研究Ⅱ，ヒューマン数学，サイエンスリサーチ，ソルフェージュ，英語研究，ファッション造形基礎，
フードデザイン，情報の表現と管理

選択群Ⅱ：国語表現，現代文研究，近代日本，近代世界，数学Ⅲ，総合音楽，英語研究，総合英語Ⅰ，保育基礎，生物，福祉基礎※

選択群Ⅲ：国語表現，古文研究，政治・経済，数学C，実用数学，科学探究，総合美術，実用書道，スポーツⅡ，総合英語Ⅰ，英語会話，発展情報，生物，幼児教育※

※はヒューマン類型対象の科目

2年次より進路に応じた類型選択

豊富な選択群から自分でカリキュラムマネジメント

1年次にじっくりと自分の将来について考え，それぞれの進
路に応じた類型を選択することができます．

豊富な選択群から，興味・関心に基づいて授業を選択する
ことが出来ます．少人数で和気あいあいとした雰囲気の中，
楽しみながら学習できる科目もあれば，大学進学に向けた
入試対策のできる授業まで，幅広く準備しています．

専門講師から基礎知識
や基本技術を学べる

校外学習，体験実習
も豊富

就きたい職業をじっくり見つめ直す機会に！！
⇒実際の現場の声を知り，自分自身の適性を見つめ直すことで，より
自分にあった進路選択が出来ます．

⇒だから，ヒューマン類型を選んだ後に進路変更することも可能です．
多様な進路に対応できる教育課程が準備されています．

※オープンハイスクールでは，相談会も実施しております．

将来に
悩んでいる
あなた

◆ヒューマン基礎
赤ちゃん先生の様子 看護医療学校の見学会

総合ヒューマン類型って？



入学式
遠足
身体測定
生徒総会
中間考査

西高祭（文化祭）
期末考査
球技大会
夏季補習

１学期

体育大会
中間考査

オープンハイスクール
探究ゼミ発表会
期末考査
ビブリオバトル
生徒会役員選挙
冬季補習

２学期

百人一首大会
修学旅行（北海道）
学年末考査
意見発表会
進路ガイダンス
卒業式

３学期

西高の 春 夏 秋 冬

探究ゼミ発表資料

全校意見発表会

1年生遠足（琵琶湖）
西高祭

入学式

3年生遠足
（京都）

体育大会

卒業式

修学旅行



【運動部】
陸上 野球 サッカー テニス 水泳 卓球 バスケットボール バレーボール
バドミントン 剣道 柔道

【文化部】
吹奏楽 茶道 写真 創作 演劇 ＥＳＳ 書道 華道 漫画イラスト 情報処理
家庭科 美術 ボランティア 放送メディア 生物研究 フォークソング

【同好会】
ダンス同好会 科学同好会 競技カルタ同好会

部 活 動

西高は普 通の学校です
有事が起こると『普通』の大切さがあらた

めて分かります．伊丹西高校は，生徒の皆さ
んが『普通』に安心して学校生活を送れるこ
とを大切にしています．
西高には，生徒と先生が互いに話をしやす

い風通しのよさがあります．学校生活や進路
に関する悩みなどをしっかりと相談できる面
談期間も多く設けています．
授業においても，生徒と教師の双方向の対

話を意識した授業づくりをしており，個に応
じた学習支援に努めています．生徒一人ひと
りの個性や学びたいことを重視するため，多
くの選択科目を設置しています．
安心して普通の学校生活を送れる西高には，

生徒の皆さんの笑顔が満ちあふれています．
自分の個性を存分に発揮しながら，未来を生
きぬく力を養っていきましょう．

先輩の声
（女子テニス部キャプテン）

部活動で培った集中力を勉強
に活かすことで，短時間でも効
果的に勉強することが出来るよ
うになりました．リーグ戦優勝
や県大会出場の経験は，自分の
自信となり，勉強のモチベー
ションをあげることにつながり
ました．部活と勉強の両立は大
変ですが，その分得られるもの
も大きいと思います．



●国公立大学

兵庫県立大学 滋賀大学 鳥取大学 島根大学 大阪教育大学
福知山公立大学 広島市立大学

●私立大学

同志社大学 立命館大学 龍谷大学 京都産業大学 佛教大学
関西大学 近畿大学 大阪工業大学 大阪経済大学 摂南大学
関西学院大学 甲南大学 武庫川女子大学 神戸学院大学

●専門学校

宝塚市立看護専門学校 大阪済生会中津
看護専門学校 西宮市医師会看護専門学
校 尼崎健康医療財団看護専門学校

●就職

日本郵政（株） 東リ（株）
（株）関西スーパーマーケット 兵庫県警

私は高校での思い出が沢山あります。一つ目は入学してすぐの遠足です。私は同じクラスに知り合いが少なく
緊張していました。しかしこの遠足はその緊張を全て無くしてくれた行事でした。みんなでバーベキューをしたり、
カヌーに乗ったりした思い出は、今でも鮮明に覚えています。二つ目は部活動です。私はバドミントン部に入部し
ました。一年目は目標もなく活動をしていましたが、二年目から周りとの仲も深まり、学校に行く理由が部活に
行きたいからという理由になるくらい好きになりました。三つ目は受験です。この受験は私を人として成長させて
くれました。志望した大学は三年の初めでは遠い目標だったと思います。しかし、仲の良かった友達と一緒に、毎
日塾に通い続けました。そこで継続することの大切さを改めて感じました。その友達と無事一緒に合格すること
ができました。皆さん高校生活は人生で一回きりです。充実した生活を過ごしてください。

伊丹西高校で印象に残ったのは部活動です。私はテニス部に所属していました。日々のトレーニングはしんど
かったけれど、仲間と共に乗り越えました。たくさん練習をして、ボールが打てるようになった時はとても楽しかっ
たです。試合の時は、練習通りの力を出すのは難しく、何度も敗北を経験し、悔しい思いをしました。団体戦は個
人戦とは違い、自分の勝敗がチームの勝敗に関わるのでより緊張します。私が最後に団体戦に出た時は、5試
合中の5試合目で2対2という状況だったので、さらに緊張しましたが、チーム全員の応援と諦めないという気
持ちで何とか勝つことができました。あの時の喜びは今でも忘れません。テニス部のメンバと一緒に活動できて
本当に良かったです。部活を引退してからは、受験に向けての勉強を始めました。本格的に始めたのは夏休み
からで、過去問や問題集をたくさん解き、分からないことは、学校の先生や塾の先生に聞きました。始めはしん
どかったけれど、続けているうちに少しずつ慣れてきて、受験を終えることができました。伊丹西高校での3年間
は大変なこともあったけれど、楽しく、良い経験になりました。

◎阪急宝塚駅，JR宝塚駅より
阪神バス ー 『池尻』下車 ー 徒歩東へ500m

◎阪急伊丹駅・JR伊丹駅より
伊丹市営バス ー 『松が丘』下車 ー 徒歩南西へ５００ｍ
伊丹市営バス ー 『池尻』下車 ー 徒歩東へ５００ｍ

コロナウイルスの影響でできなかったことはたくさんありましたが、西高ではたくさんの思い出を作ることがで
きました．その中でも、ヒューマン類型で過ごした日々は、大切な思い出です。大好きな友達に出会い、ヒューマ
ンクラスで受けた講義は、将来のことを考えるにあたって自分の視野を広げてくれました。
そして、私が高校生活で一番頑張ったことは受験勉強です。将来の夢が定まらず、進路選択をずっと迷ってい
ましたが、オープンキャンパスに行き、説明会の話を色々聞いて目標の大学を決めました。
それからは、朝早くに登校し、昼休みは図書室に通い、補習を積極的に受け、わからないことがあれば、すぐ先
生に質問したことで、早めに第一志望に合格することができました。小テストや補習など、勉強する機会をたくさ
ん与えてくれた先生方には、感謝の気持ちでいっぱいです！

卒業生の主な進路

卒業生の言葉

アクセス

兵庫県立伊丹西高等学校

山口 知晃さん
（伊丹市立北中学校出身）

柳田 啓斗さん
（伊丹市立西中学校出身）

濱田 梨子さん
（川西市立川西南中学校出身）


