
 

 

 

 

【普通科】 
教育目標                      教育課程の特色 

尼
崎
小
田 

 

・「Plain Living and High Thinking」を教育方針に、学力の
向上に力を入れ、社会貢献できる人材を育成する。文部科学省
の SSH 校にも３期連続（平成 31 年まで）指定されている。 
・「総合的な学習の時間」等を活用して全学科で探求活動に取り
組み、自ら学ぶ力を育成する。 
・全学科対象に海外研修を実施し、大学や専門機関、近隣の保
育園、小中学校との交流・連携も積極的に行う。 
・活発な部活動を通じてバランスのとれた人格育成を行う。 

・全日制の普通科、国際探求学科、サイエンスリサーチ科を設置。 
普通科に特色ある類型として看護医療・健康類型をおいている。 
・普通科では第 2 学年から進路希望に応じて、文系、理系、看
護医療・健康類型に分かれる。 
・英語、数学の少人数授業や多くの選択科目、学校設定教科・科
目を配する教育課程で、個に応じた教育に取り組んでいる。 
・インターンシップやボランティア活動などを実施し、大学や専
門機関と連携するなど学力向上や進路実現を目指している。 

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、21 世紀に生きる力を育む。 
・「ｾﾙﾌﾅﾋﾞ」（総合的な学習の時間）等を通じて、将来を考えさ
せ、興味･関心、適性、能力を最大限に生かす教育を展開する。 
・基礎･基本を確実に定着させ、学力と個性の伸張を図り、自主
的･創造的に生きていく力を養う。 
・開かれた学校づくりをより一層進め、家庭や地域社会との連
携を深め、「地域に信頼される学校づくり」を推進する。 

・全日制普通科及び普通科「教育と絆コース」を設置。 
・1 年では共通した教科、科目を中心に学習。英･数については
習熟度を考慮した少人数等で学習。 
・2 年から総合文化類型と自然科学類型に分かれ、生徒の興味･
関心･希望進路に応じたさまざまな選択科目を設置。 
・3 年は原則的に 2 年からの継続的な学習。 
・「教育と絆コース」では幼・小・中学校との交流体験や大学と
の交流及び講義受講等を通じて適性を見極め、高い資質を養成。 

尼
崎
北 

 

・自主的で積極的な学習態度、創造力と持続力の育成をはかる

とともに、道徳性の涵養と健全な生活態度・生活習慣を育成す
る。 
・人間尊重の精神と国際理解に基づく共生の心を育成するとと

もに、命と健康を大切にし、たくましく生きる力を育成しつつ、
「地球・地域とつながる尼北」を合言葉に、人と自然を大切に
する教育を推進する。 

・確かな学力の向上、次代を担うリーダー育成をめざす。 

・全日制普通科、特色類型として「環境類型」を設置。 
・環境類型を核とし、地域での環境問題に取り組む人々に学び、
環境問題に主体的に行動する態度を育成する。 

・２年次以降、全生徒が進路に応じた類型に分かれる。 
・２年次以降、習熟度等に応じ、スーパークラスを設置。 

・大人形制作などで注目される北高祭や各種行事、部活動や地域

の催しへの参加を通し、人とつながる力を育み、バランス感覚に

優れたリーダーとしての態度を培う。 

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」 
・「日々の授業の充実」と「生徒への励まし」を実践し、自立し
て生涯にわたって学び続け、世界のどこかを支えることのでき
る人を育てることを目指している。 
・伝統を尊重しながら学校改革を図り、すべての教育活動を通
じて生徒が自立して夢や志を実現する力を培い、保護者、地域
の期待に応える学校づくりを推進している。 

・全日制普通科 
・１年生はスタンダードクラスとアドバンスクラスを生徒の希望
と成績で編成。共通した科目を少人数習熟度別授業等で学習。２
年生、３年生は文系Ⅰ、文系Ⅱ、理系の類型に分かれて学習。 
・週３３時間の授業を基本。キャリア教育に力を入れ、大学進学
から就職までの進路に応じたきめ細かな進路指導を行っている。 
・行事や部活動にも力を入れ、成果を上げている。 

県
立
伊
丹 

 

・113 年の伝統ある校訓「誠実、克己、忠恕」を基盤に心豊か

な人間性の涵養に努め、生涯にわたって意欲的に学び続ける自

律的・主体的な学習態度を育成する。 

・時代や社会の変化に対応する力を養い、国際交流、ボランテ

ィア活動、地域や地元企業との連携等でグローバルな視野に立

って行動できる実践力を育む。 

・三方よしの人づくり・自走する集団づくりを推進する。 

・『文武両道』を目標に学業と部活動に全力で取り組む。 

・全日制普通科。特色類型「県伊 GLiS(ｸﾞﾛｰｶﾙ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ｲﾝ･ｻｲｴ

ﾝｽ)」では地元企業での実地研修や大学との連携授業を行い、理

系のリーダーを育成する。 

・火～金曜の 1 時間目に 75 分授業を実施し、週 32 時間の授

業を確保。講義と演習を組合せて学力の定着を図る。数学と英語

で習熟度別少人数授業を展開。月曜朝は国数英小テストを実施。 

・文科省よりスーパーグローバルハイスクール指定を受けた。英

語教育と課題研究の充実を図り、優れた生徒を海外研修に派遣。 

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。 
・「基礎学力の充実」「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、生徒の学
習意欲を高め進路実現を図る。 
・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ている。 

・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・保育・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 

・校訓は「真理・創造・友情・誠実」。自らの生き方を創造する
知性と豊かな感性を培うことを目標とする。 
・「文武両道」を実践し、学習のみならず､部活動、学校行事に
全力で取り組み人間力を育成する。 
・自立的な学習態度と高度な学力の育成を目指している。 
・「むらまつり」(文化祭)､奉仕活動、地域行事への積極的な参加
を通じて地域との交流を盛んに行っている。 

・全日制普通科。特色類型として数理探究類型を設置。 
・第１学年では共通の科目を学習し基礎学力を充実させる。第２
学年から理系、文系に分かれ、第３学年では生徒のニーズに応じ
た多様な選択科目を設けている。 
・１日５コマの６５分授業を実施し、学習の深化を図ると同時に、
部活動の時間も確保している。 
・短期海外語学研修、IT を利用した交流などの国際理解教育を
推進しグローバルな人材の育成を目指している。 

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。 
・豊かな心を培い、生徒が安心して学校生活を送ることができ
る元気で明るく活力に満ちた学校をめざす。 
・基礎・基本の確実な定着を図るとともに、生徒一人一人の可
能性を広げ、夢や志を実現できる学校をめざす。 
・開かれた学校づくりを推進し、地域の期待と信頼に応えられ
る学校をめざす。 

・全日制普通科。特色類型（グローバルキャリア類型）を設置。 
・２年生から各自の進路目標に応じて「グローバルキャリア」「自
己探求」「自然科学」の３類型に分かれて学習。 
・キャリア教育の推進、英検等の資格取得に向けた英語の運用能
力向上、情報機器を活用することによるコミュニケーション能力
の向上、そして、国際社会に貢献できる人材の育成をめざす。 
・高大連携や海外修学旅行、豪州姉妹校研修、ボランティア活動
など、特色ある教育活動によるグローバルマインドの養成。 

平成２８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 

各校教育目標・教育課程の特色 
第２学区複数志願選抜管理委員会 



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
バル社会に貢献できる能力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、異文化理解を進
めるとともにキャリア教育を積極的に進める。 

・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、理系クラスに分れる。 
・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
めのキャリア教育を目指し「総合的な学習の時間」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高校
との交流を進める。また、医療系進路に対応した科目を設置。 
 

猪
名
川 

・「敬愛和行 究理継学 創造雄飛」の校訓のもと地域の信頼
を支えに、生徒一人一人の生きる力を育成し、夢を実現する学
校づくりを目指す。 
・道徳教育、福祉交流、国際交流、インターンシップ、地域貢
献を柱に社会人基礎力を養い、「人間的・精神的に粘る力（何
事にもあきらめず踏ん張る力）」「自立して自己実現に取り組む
態度」を持った生徒を育成する。 

・普通科。特色類型として教育コミュニケーション類型を設置。 
・1 年次は共通した教科・科目を学習する。2 年次からは各自の
興味・関心・適性・進路に応じて教育コミュニケーション類型・
文系・理系に分かれる。 
・2 年次の夏休みに生徒全員にインターンシップを実施。 
・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。 
・オーストラリアの姉妹校への長期留学制度があり、毎年数名が
留学している。隔年で短期研修も実施。 

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、広い視野に立ち、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生徒の心身や学習能力を鍛え、生き生
きと学ぶ人を育てる。 
・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、海外の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･福祉職を目指す総合人間類型を設置。 
・１年生より習熟度別、少人数授業を実施している。 
・２年生より能力・適性・進路希望に応じた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・ガイダンンスを行っている。 
・特色ある行事（臨海学舎・鳴高祭・海外研修等）があり、部活
動も活発である。 

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。 
・具体的には、社会の変化に柔軟に対応する「高い知性」、誠
実な人間性と他者への優しさ・思いやりを尊ぶ「すぐれた徳
性」、耐える心、努力する心を生む「すこやかな心身」、人と自
然を愛し、郷土を愛する「豊かな情操」を育むことを目標とす
る。 

・普通科（特色ある類型として科学探究、社会探究類型）を設置。 
・１年生で A・B コースを設け、特色類型を中心に数、英の少人
数授業、学習合宿、リーダー養成を目指した取組みを行う。 
・２年生以降は科学探究Ⅰ及びⅡ、社会探究、文系Ⅰ類型の４類
型を設け、「科学研究」「国際事情研究」などの探究活動を取り入
れた科目や「福祉レクリエーション」などの選択科目に取り組む。 
・特別講義や外部施設見学など体験型学習を重視する。 
・体系的な進路学習を実践し、キャリア教育を推進する。 

西
宮
甲
山 

 

・校訓は本校において「基」（もとい）と称し、「己を究め ふ
れあいのなかに 明日を拓く」である。 

・高い志をもって地域社会に貢献できる、知・徳・体の調和の
とれた人間の育成を目指す。 

・学校行事および地元地域のボランティア活動等の体験活動を
通じて生徒の主体性を育てる。 

・基礎基本の定着を図り、生徒の興味・関心を重視して生涯に
わたって夢にチャレンジする態度を育成する。 

・特色ある類型として、将来幼児・保育・児童教育に携わる人材
の育成を目指す教育総合類型を設置している。 

・全日制普通科(学年制)で、教育総合類型を単独クラスとし、複
数志願選抜入学者にも少人数クラスでの授業を展開している。 

・学校周辺の豊かな自然環境を生かして、充実した自然観察体験
活動を行うことで、理科教育への興味・関心を喚起する。 

・平成25年度から実施している県立西宮南高校との運動部定期
戦を通じて、部活動の活性化を図るとともに愛校心を育む。 

西
宮
南 

・校訓は「自主・友愛・創造」。確かな学力と豊かな心を持っ
た、地域から信頼される逞しい青年の育成を目指す。 
・学習形態を工夫し，主体的に学習する態度や学習習慣を身に
付けさせ、基礎・基本の確実な定着に努める。 
・コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上を
図り，他者を大切にする心や自己肯定感を育む。 
・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、
豊かな心を養い，地域に根ざした学校づくりを進めている。 

・普通科（学年制） 
・1 年次は共通した教科・科目を少人数等で実施。2,3 年次は，
興味関心，進路希望に応じた類型および科目選択。 
・様々な課題を他者と協力して解決し発表する力を身につけるた
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，自主学習など放課後の活動を重視。部活
動は全員入部。緑のカーテンに象徴される環境学習を，総合的な
学習の時間や長期休業を利用して校内外で実施。 

宝
塚 

 

・「剛健中正・誠意正心・明朗闊達」の校訓のもと、「人づくり

の県宝」として、確かな学力を育むとともに、規律ある生活

習慣と他者を思いやる心を大切にし、知・徳・体のバランス

のとれた人間を育成している。 

・将来の進路を見据えたキャリア教育を実践する。 

・豊かな人間性や社会性、自立性を養うためにコミュニケーシ

ョン能力や人間関係能力を育成する。 

・国際化に対応した教育の充実を目指す。 

・全日制普通科 特色類型としてヒューマンサイエンス類型（文系） 

を設置。 

・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」「ボランティア実践」等の特色ある科目を設置。 

・英語コミュニケーション能力向上、オーストラリア姉妹校交流。 

・卒業生による講話や大学見学等、自らの進路を考えさせる取組。 

・特別支援学校との交流、地域の組織と連携した授業を実施。 

宝
塚
東 

・勉強、部活動、行事にバランス良く取り組める環境を整え、
生徒の主体的活動を通じて「一つ上の自分」を目ざす生徒を育
てる。とりわけ、特別活動の充実に特に力を入れており、文化
祭などの学校行事や東日本大震災被災地支援活動には、生徒が
中心となって積極的に取り組んでいる。本年度は、実践的安全
教育（防災）総合支援事業推進校として高校生等防災リーダー
を育成している。 
・どの部活動も盛んで、生徒たちが主体的に取り組んでいる。 

・全日制普通科（学年制）、総合健康類型（特色選抜）を設置。 
・義務教育段階の内容の確実な定着に向け、入学直後の学習合宿
から初期導入指導を実施している。 
・「普通類型」・「文理類型」・「総合健康類型」の３類型を設置し
ており、各類型において進路希望や興味・関心に応じた教育課程
を編成している。 
・総合健康類型では外部講師による特別講義を実施。生徒たちは
その知識や経験を、地域などに広く還元している。 

宝
塚
北 

・創造的な校風の樹立 

 「三科で紡ぐストーリー」 

・学力の充実と進路実現 

「現役で第１志望合格」 

・豊かな人間性の育成  

  「学校全体が演劇空間。生徒一人一人が主人公。」 

・普通科、演劇科、グローバルサイエンス科を設置。 

・第１学年では共通科目を学習、第２学年から文系・理系に。 

・充実した授業、プラス多彩な補習で学力向上、進路実現。 

・活気あふれる学校行事、全国大会で活躍する部活動、オースト

ラリア・マレーシア研修等で充実した高校生活。 

宝
塚
西 

 

・校訓「自立・自律・捨身」のもとに、生徒が自己を確立し、
自己をコントロールする能力を身につけ、他者と協調・協力し
ながら、よりよい社会づくりに積極的に貢献できる人材を育成
する。 
・国際的な視野を広げるとともに、多彩な国際交流活動を体験
することにより、自己の見識を深め、積極的かつ柔軟性に富ん
だ人間性を育み、「確かな学力と生きる力」「規律ある学校生活」
「論理的思考力やコミュニケーション能力」等の確立を図る。 

・普通科および普通科国際教養（LAC）コースを設置。 
・第１学年では基礎学力の定着を図るため、国語と英語で標準単
位数よりも多い授業を実施し、第２学年からは進路に応じた類型
と選択科目を設けている。また、早朝補習で一層の学力伸長を図
るなど、充実したキャリア教育や進路指導を行っている。 
・総合的な学習の時間では「コミュニケーション能力の向上」を
テーマとしたスピーチなどに取り組み、校内外で発表している。 
・海外（グアム島）への修学・研修旅行を実施している。 



 

 

 

北
摂
三
田 

 

・建学の精神は「志 学を究め 己を修め ともに手をとり 
明日をつくらん」、校訓は「勉学 自律 敬愛」 
・志を高く持ち、その実現に努力し、学の究めにチャレンジす
る生徒の育成をめざす 
・生涯学び続ける意欲を持ち、変化する社会の中で生き抜く力
を備えた生徒の育成をめざす 
・創造性とコミュニケーション能力に優れ、国際社会において
活躍できるたくましい生徒の育成をめざす 

・全日制普通科。人間科学類型を設置。 
・１学年より、大学や企業と連携したキャリア教育を開始。 
・65 分授業２学期制により、授業時間を確保し学力向上をはか
りつつ、90％以上の生徒が部活動に入部し文武両道を実践。 
・「総合的な学習の時間」「人間科学（学校設定科目）」を軸に探
究的な学習を展開し、課題発見・解決の学力を育てている。 
・オーストラリアの姉妹校への留学や短期海外研修を軸に生徒の
国際感覚を磨き、グローバル人材の育成をめざしている。 

三
田
西
陵 

 

・校訓「自主・創造・飛翔」の下、教育活動全般を通じて生徒
一人一人の個性と能力を伸張し、未来を生きる力を育成する。 
・「愛の教育」を推進し、「明るく、楽しく、面白い学校」「安
全・安心な学校」を創造する。 
・生徒の潜在能力を伸ばし、希望進路を実現する 
（リミッターを外せ） 

・勉強も部活も行事も友人との触れ合いも大切にする 
 （全方位ハイスクール） 

・全日制普通科・子どもみらい類型を設置。 
・１学年は５教科を中心に基礎基本の徹底を図り、２学年からは
文系理系に分かれ、各自の進路目標に応じた教科・科目を選択。 
・少人数編成・習熟度別学習や補習・個別指導等を実施し、きめ
細かで丁寧な指導を行い、一人一人を大切にする学校です。 
・行事も盛り上がり、特に６月にある西陵祭(文化の部２日と体
育の部１日)は、最大の行事です。 
・部活動は、運動部、文化部ともに元気に楽しく頑張っています。 

柏
原 

 

・創立 118 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。 
・グローバル社会で活躍する基礎的な学力を育むために、教科
指導に加えて、国際交流等の多様な学びの機会を充実させる。 
・歴史と伝統のもと、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」をめざす。 

・全日制の普通科。「知の探究コース」を設置。 
・「知の探究コース」では、１年次「探究」、２年次「探究Ⅱ」の
授業を高校版ゼミ形式で実施し、専門性の高い「学び」を実現。 
・「一般コース」では、１年次に基礎教養科目を幅広く身につけ、
２年次以降は「理系」と「文系」に分かれて授業を実施。国公私
立大学への進学、公務員・就職など進路希望に応じた科目選択。 
・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。部活動には生徒の 9４%が加入して活躍。 

篠
山
鳳
鳴 

・明治９年創立、県内屈指の伝統校。（創立 140 年） 
「1.勉強第一 2｡正義の実行 3.身体の強健」の生徒信条が今
日までの校風と本校の歩みを導いてきた。 
・時代が変わろうとも、ふるさとを愛し、①地域社会の発展に
寄与する人間の育成、②自らを鍛錬し自己実現を達成する自立
した人間の育成、③自立の心を身に付け国家および国際社会に
貢献できる人間の育成が本校の使命である。 

・普通科と総合科学コースを設置。 
・普通科では、習熟度別授業、TT 授業、少人数制指導を取り入
れ、学力の伸長を第一に自ら意欲的に取り組む態度を養う。 
・総合科学コースでは、体験的・問題解決的な能力を養成する講
座として「探究」を設置し、文理のジャンルを越えて原理に迫る
研究心を養う。2 年生から文・理系に別れて少人数教育を行う。 
・グローバルな視野を身につけるため、マレーシアへの修学旅行、
交換留学制度、姉妹連携校への短期派遣事業を実施している。 

市
立
尼
崎 

・優れた伝統を継承しつつ、一人ひとりの生徒を大切に、充実した学

習活動を生き生きと展開し、自主自律の精神に富んで心豊かでたく

ましい人間形成を目指すため、次の教育目標を掲げる。 

・人間尊重の精神に徹し、一人一人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る。 

・校訓 「正しく、強く､美しく」 

 

・全日制普通科と体育科を設置。 

・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年生からは、進路希望による自然・国際・人文の３類型を実施。 

・３年生では、３類型を維持し、受験科目の授業時数を増加。 

・特色類型では国際交流行事に参加することで、グローバルな人間形

成を目指す。 

・運動部・文化部では共に兵庫県のみならず近畿・全国大会、さらには

国際大会においても活躍している。 

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、１年次から国際コミュニケーション類型、さ

らに 2 年次から人文社会類型･自然科学類型も設置している。 

・英語と数学では、少人数での習熟度別授業を展開することによ

り、多種多様な生徒に対して、きめ細かな指導が可能。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 

・「伊丹から世界へ」 

・国際社会に対応できる地域の次代を担う人材を育成する。 

・地域・大学等と連携したキャリア教育を推進して、夢を叶え

る進路実現をめざす。 

・GC コースや学校設定教科科目「ことば文化」を中心に豊か

な表現力やコミュニケーション能力を育成する。 

・商業科では資格取得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、トワイライト講

座(校内予備校)を実施。 

・「ベトナム修学旅行」「オーストラリア語学研修」等を実施。ベ

ルギー・ハッセルト市、中国・佛山市と交流。 

・地域・大学等と連携した「伊丹育ちあいプロジェクト」を通し

て豊かな人間力を育成。 

 

市
立
西
宮 

・「全人教育」を柱に、知・徳・体の調和がとれた、社会に貢
献できる、個性豊かで自立した人間の育成をめざす。 
・基礎基本の徹底と、個に応じた教育活動の充実を図ることを
目標とし、２年次からフィールド（類型）ごとに進路に応じた
選択科目を組み入れたカリキュラムを導入している。 
・「文武一道」のもと勉学と部活動を通じて人間力を育成する。 

・全日制普通科、グローバル・サイエンス科を設置。 
・２学期制を導入し、週のうち３日を７限授業としている。さら
に、少人数授業・習熟度別授業も導入。 
・夏季休業中の海外語学研修や、スポーケン短期留学生の交換事
業などを通じた国際理解教育を推進。 
・恵まれた施設・設備や落ち着いた教育環境の中で、充実した教
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 65 分授業を実施し、２学期制や週 2 回のプラス 1
時限授業により授業日数、授業時間を確保している。 
・充実した施設・設備（西宮東高ホール、第 2 グラウンド等）
を活用し、文化祭やクラブ活動を展開している。 
・少人数授業、土曜補習、進路セミナー、放課後補習などのほか、
1・2 年次で強化学習会、2 年次は学習合宿も実施している。 
・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 

【総合学科】 

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、

健全な倫理観と豊かな人生観に立脚し、困苦に耐え抜き、自

らの夢と志に向かって挑戦し続ける生徒を育成する。 

・上記のことを実現するために、次の学校づくりを推進する。 

    生き方を学ぶ学校づくり 

    生徒や保護者の夢を実現する学校づくり 

    地域とともに歩む学校づくり 

・全日制の単位制普通科。 

・１年次は共通した教科・科目を少人数で学習。２年次、３年次

では、単位制の特色を生かして、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た時間割を編成し、少人数で学習。 

・科目選択や進路等に関するガイダンス機能が充実。 

・西オーストラリアにある姉妹校ソーンリー高校と交流を実施。 

・なぎなた・将棋・かるたが全国大会に出場、陸上競技・バドミ

ントン・かるたが近畿大会に出場するなど、文武両道を推進。 

県
立
西
宮 

・校訓は「質実剛健」。グローバルな視野で「自ら学び、自ら

考え、自ら行動する」人間の育成を目標とする。 

・そのために、グローバルスタンダードでの教科指導に加え

て、共生教育、キャリア教育、国際交流活動、ボランティア

実践などにも力を入れている。 

・また、個々の人間力の向上に加えて、物事にチームで取り

組む力の育成にも力を入れている。 

 

・単位制普通科・音楽科を設置。 

・単位制で、1 年次は共通した教科・科目を少人数等で学習。 

・２年次、３年次は各自の進路目標に応じた教科・科目を選択。 

課題解決力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力、ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ力を一層伸ばすため、

「リサーチ」や「課題研究」等の科目を設置。 

・グローバルな人間形成を目指して、特別支援学校との積極的な

交流やボランティア実践、海外研修旅行など多彩な学校行事を実

施。また、部活動も大変活発で、加入率も高い。 

三
田
祥
雲
館 

・基礎的・基本的な学力の定着を図り、個性や創造性を伸ば

し、問題解決能力を培い、社会に貢献できる人材を育成する。 

・主体的に生きる態度を育成し、規範意識や倫理観・人権を

尊重する心を培い、調和のとれた人格の育成を目指す。 

・西オーストラリア州立大学と連携した海外研修等により、

グローバル化する国際社会に生きるリーダーを育成する。 

・理数教育を充実させ、科学技術イノベーション人材の育成

を目指す。 

・全日制の単位制普通科。 

・1 年次は必履修科目を中心に学習。2・3 年次では多彩な科目

を設置し、興味関心や進路希望に応じた選択ができる。3 年間を

通した「探究活動」で、論理的思考力とことばの力を高める。 

・少人数授業等の教科指導と進路キャリアガイダンスが充実。 

・関西学院大学で受講する連携科目があり、単位取得が可能。 

・過去 2 年で、陸上競技・理科・美術部が全国大会、剣道、ソフ

トテニス・放送部が近畿大会に出場。 

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備えた人材の育成を目標としている。 

・そのために、「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。 

・また、高度なコミュニケーション能力やプレゼンテーショ

ン能力を養うことによって、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すべて自由選択枠で「なりたい自分 

になろう」をモットーに生徒自身が個人の進路希望に合わせて、 

自由な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、将来

にわたって伸び続ける「生きる力」の育成を目指す。 

・総合学科（単位制） 

・自分の進路にあわせて自分一人の時間割を作ることができる。 

・多彩な専門科目を設置し、多くの少人数講座を展開している。 

・「体系的なｷｬﾘｱ教育」の充実を図りつつ、大学進学を支援する

進学型総合学科として実績を重ねている。 

・活発な部活動、盛り上がる文化祭や体育大会、海外修学旅行

など行事も多彩。 

・講義棟等の施設や設備、広大なグランド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、こころ豊かで自立した人材を育成する。 

・学ぶ楽しさと学び続ける意欲、能力を育成し、生き方の探

求へと関連づけさせ、未来を担う人作りをめざす。 

・基礎的、基本的な知識を基盤に、社会の変化に対応できる

能力、態度を育成し、「生きる力」を育む。 

・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。 

・普通科を前身とした総合学科（単位制）。 

・2、３年次は、「めざす自分」に合わせて時間割を作成。 

・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、プロによる特別授業、講演、

地域交流等通じて常に自己と向き合う、特色ある取り組み。 

・文武両道の部活動、ニュージーランド等との国際交流。 

有 

 

馬 

・校訓は「まこと～つよく、きびしく、たのしく～」。創立１

１9 年の歴史をもつ伝統校である。 

・「学びの主人公は自分自身です」をスローガンに、主体的に

学ぶ創造性豊かな人間の育成。 

・個性を生かし、個性を伸ばし、個に応じる教育の充実。 

・将来を見据えた幅広い視野と豊かな社会性を育てるキャリ

ア教育の充実。 

・総合学科、人と自然科を設置。 

・人文科学、自然科学、生活と健康、創造と表現の４系列から、

自分の興味関心、進路に応じた科目を選択する。 

・「産業社会と人間」「総合学習」「課題研究」等を通して、キャ

リアデザインを行い、コミュニケーション能力や課題解決能力

を身につける。 

・オーストラリアとマレーシアに姉妹校を持ち、短期・長期研

修等の積極的な国際交流を行う。 


