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高等学校は、設置者別に国立、公立、私立等と区別できますが、ここでは第１学区のみなさんが出願で

きる兵庫県立高等学校および県内市立高等学校の課程、学科別の特徴等と入学者選抜制度について紹介

していますので、学びたいことが学べる学校選びをする際の参考にしてください。 

なお、各高等学校はホームページでも調べることができますので活用してください。 

 

 

学校で学ぶ時間帯や学び方の違いによって、全日制、定時制、多部制、通信制の課程に分かれています。 

 

全日制 
 授業や学校行事、部活動などの教育活動が昼間に行われます。各高等学校の特色に応じて、時

間割やクラス編成などが工夫されています。 

定時制 
 昼間や夜間の特別な時間帯に教育活動が行われます。午後１時頃から４時頃まで学ぶ昼間定

時制と午後５時頃から９時頃まで学ぶ夜間定時制があります。 

多部制 
 複数の時間帯に教育活動が行われます。午前（１部）、午後（２部）、夜間（３部）の３つの部

があり、いずれかの部に所属して学習します。それぞれの生活スタイルに合わせ、部をこえて時

間割を組み、学習することもできます。 

通信制 
 通信の方法による教育活動が行われます。レポートの提出や年間に定められたスクーリング

（教室などで、先生から直接指導を受けること）などによって単位を修得できます。 

 

 

 各課程において、学習する内容の違いにより、普通科、総合学科、職業教育を主とする学科（職業学科）、

特色ある専門学科が設置されています。 

普通科 

 普通科では、国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などの教科を中心に学びます。生徒の進路希望や興

味・関心に応じて系統的に教科・科目が選択できるよう、文系、理系以外にも、芸術類型、生命科学類型、福

祉ボランティア類型、教育類型などの特色ある「類型」が設置されている高等学校もあります。 

 また、類型にかかわらず、幅広い学習ニーズにこたえるため、「情報処理」や「社会福祉基礎」など、専門

科目を含めた幅広い選択科目も設置されています。 

 さらに、地域の実態、生徒の学習ニーズ等を踏まえ、各分野や領域に関する学習を取り入れた、国際文化系

コース、自然科学系コース、健康福祉系コース、総合人間系コースが設置されている高等学校もあります。 

〔全日制〕                             ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

（第１学区） 東灘高校 御影高校 神戸高校 夢野台高校 兵庫高校 神戸鈴蘭台高校 神戸北高校 

長田高校 須磨東高校 星陵高校 舞子高校 伊川谷北高校 伊川谷高校 神戸高塚高校 

洲本高校 津名高校 淡路三原高校 市立葺合高校 

（隣接区域） 

（神戸市北区） 鳴尾高校 西宮北高校 西宮甲山高校 西宮南高校 市立西宮高校 

市立西宮東高校 北摂三田高校 三田西陵高校 

 （神戸市北区・西区） 三木高校 三木北高校 吉川高校 

   （神戸市西区・淡路市） 明石高校 明石北高校 明石城西高校 明石清水高校 明石西高校 
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（単位制） 北須磨高校 尼崎稲園高校 西宮高校 芦屋高校 三田祥雲館高校 加古川北高校 

姫路東高校 市立六甲アイランド高校 

（その他） 氷上西高校 千種高校 家島高校 生野高校 村岡高校 

〔定時制・多部制・通信制〕                     ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

 定時制：湊川高校 有馬高校 錦城高校 農業高校 松陽高校 姫路北高校（単位制） 赤穂高校 

     豊岡高校 洲本高校 市立摩耶兵庫高校（昼間部・夜間部） 市立楠高校 市立琴ノ浦高校 

 多部制：西宮香風高校（単位制） 阪神昆陽高校（単位制） 西脇北高校（単位制） 

通信制：青雲高校（単位制） 網干高校（単位制） 

総合学科 

 総合学科では、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、共通科目と専門科目の両方から自分自身で科目

を選び、学習することができます。 

 将来の職業や生き方について考える科目「産業社会と人間」をはじめ、様々な科目を学習することを通じて、

自分自身の進路に対する意識や関連した知識等を高めることができます。 

 多様な選択科目は、「系列」と呼ばれるグループに分けられており、各高等学校において、多くの特色ある

系列が設置されています。 

（総合学科の設置校一覧）                      ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

 神戸甲北高校 須磨友が丘高校 武庫荘総合高校 西宮今津高校 伊丹北高校 有馬高校 明石南高校 

加古川南高校 三木東高校 香寺高校 太子高校 豊岡総合高校 和田山高校 淡路高校 市立須磨翔風高校 

職業教育を主とする学科（職業学科） 

 農業や工業、商業など、各分野におけるスペシャリストをめざして、専門的な内容を学習します。バイオテ

クノロジーやコンピュータなど、時代の先端を担う科目が数多く設置されています。また、建築や簿記、情報

処理等、それぞれの専門分野に合わせた多くの資格を取得することもできます。 

（全日制における職業学科の種類、設置校一覧）           ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

農業に関する学科 
有馬高校 氷上高校 篠山産業高校 篠山東雲高校 農業高校 播磨農業高校 

上郡高校 佐用高校 山崎高校 但馬農業高校 

工業に関する学科 

兵庫工業高校 尼崎工業高校 篠山産業高校 東播工業高校 西脇工業高校 

小野工業高校 飾磨工業高校 姫路工業高校 相生産業高校 龍野北高校 

豊岡総合高校 洲本実業高校 市立科学技術高校 市立尼崎双星高校 

商業に関する学科 

神戸商業高校 篠山産業高校 松陽高校 小野高校 姫路商業高校 

相生産業高校 洲本実業高校 市立神港橘高校 市立尼崎双星高校 

市立伊丹高校 市立明石商業高校 

水産に関する学科 香住高校 

家庭に関する学科 西脇高校 松陽高校 小野工業高校 社高校 佐用高校 

看護に関する学科 龍野北高校 日高高校 

福祉に関する学科 武庫荘総合高校 龍野北高校 日高高校 

（定時制・多部制における職業学科の種類、設置校一覧）       ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

工業に関する学科 

定時制：神戸工業高校 神崎工業高校 小野工業高校 相生産業高校 

市立神戸工科高校 

多部制：飾磨工業高校 

商業に関する学科 定時制：長田商業高校 龍野北高校 
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特色ある専門学科 

 職業学科の他にも、一人ひとりの多様な個性に対応した様々な専門学科が設置されています。スポーツや芸

術、科学、防災など、各分野において専門的な技術・知識を身につけるとともに人間性を養い、将来、社会の

各分野で活躍できる人材を育成します。 

（特色ある専門学科設置校一覧）                   ※令和５年度入学者選抜実施予定校 

神戸高校（総合理学科） 兵庫高校（創造科学科） 国際高校（国際科） 舞子高校（環境防災科） 

尼崎小田高校（サイエンスリサーチ科 国際探求学科） 鳴尾高校（国際文化情報学科） 西宮高校（音楽科） 

宝塚北高校（演劇科 グローバルサイエンス科） 明石高校（美術科） 明石北高校（自然科学科） 

明石西高校（国際人間科） 加古川東高校（理数科） 三木高校（国際総合科） 小野高校（科学探究科） 

社高校（体育科） 姫路西高校（国際理学科） 龍野高校（総合自然科学科） 豊岡高校（理数科） 

県立大学附属高校（総合科学科） 市立葺合高校（国際科） 市立尼崎高校（体育科） 

市立西宮高校（グローバル・サイエンス科） 市立琴丘高校（国際文化科） 

 

 学年ごとに単位を認定し、上の学年に進級する学年制のしくみに加えて、平成６年度から、新たに単位制と

いう柔軟な学びのシステムを導入しています。 

 「単位」とは、学習の量をあらわす基準のことで、一定時間の授業を継続して受け、高等学校の定める出席

や成績の条件を満たすことによって認定されます。これを「単位の修得」と呼びます。学年の区別なく、必要

な単位を修得することによって卒業が認められるのが単位制高等学校の特徴です。 

 総合学科においても、単位制のしくみを取り入れています。 

（単位制による課程設置校一覧）             ※総合学科を除く令和５年度入学者選抜実施予定校 

 全 日 制 芦屋高校（普通科） 国際高校（国際科） 北須磨高校（普通科） 尼崎稲園高校（普通科） 

 西宮高校（普通科 音楽科） 三田祥雲館高校（普通科） 武庫荘総合高校（福祉科） 

加古川北高校（普通科） 姫路東高校（普通科） 飾磨工業高校（工業科） 

市立六甲アイランド高校（普通科） 

 定 時 制 姫路北高校（普通科） 

 多 部 制 西宮香風高校（普通科） 阪神昆陽高校（普通科） 西脇北高校（普通科） 

飾磨工業高校（工業科）  

 通 信 制 青雲高校（普通科） 網干高校（普通科） 

 

 中学校と高等学校の６年間を接続し、弾力的な教育活動を展開する中で、生徒の個性や創造性を伸ばすこと

を目的としています。 

 中高一貫教育校には、①一つの学校として一体的に中高一貫教育を行う「中等教育学校」、②同一設置者に

よる中学校と高等学校を接続し、中等教育学校に準じて中高一貫教育を行う「併設型中高一貫教育校」、及び

③既存の市町立中学校と県立高等学校が、教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連携を深める形で中高一貫

教育を実施する「連携型中高一貫教育校」があります。 

 （中等教育学校）芦屋国際中等教育学校（高等学校入学者選抜はありません。） 

 （併設型中高一貫教育校）県立大学附属中学校と県立大学附属高校 

 （連携型中高一貫教育校）青垣中学校・氷上中学校と氷上西高校、千種中学校と千種高校 

 

  

単位制 

中高一貫教育校 

3



 

 

普通科（単位制を含む）をめざす人             ※連携型中高一貫教育校を除く 

２月実施 

○特色選抜 全日制普通科（単位制を除く）の特色ある類型において実施 

面接・小論文（作文）等（募集定員の 20％以内（最大 40 人）） 

○推薦入学 コース：面接・適性検査等（募集定員の 100％） 

      全日制普通科（単位制）： 面接・適性検査等（募集定員の 50％） 

※特色ある類型、コースは学区内で受検可能 

※全日制普通科（単位制）は県下全域から受検可能 

※家島高校、生野高校は県下全域から、村岡高校は全国から、募集定員の 50％以内

で特色選抜を実施 

３月実施 
○学力検査  学区内で受検可能 

複数志願選抜 

 

複数志願選抜 

公立の全日制普通科（単位制を含む）及び総合学科の高等学校で実施します。（ただし、コース、特色

ある類型、連携型中高一貫教育校は除きます。） 

  ・個性や能力に応じて高等学校を選択し、１校または２校を志願できます。 

  ・志願者の第１志望を支援するために、第１志望校には一定の加算点を加えて合否判定を行います。 

  ・総合学科のみを志望する場合に限り、学力検査のうちの１教科を、音楽、美術、保健体育、技術・家

庭の４教科のうち、希望する１教科の実技検査に替えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○志願パターン： 第１志望のみ または 第１志望＋第２志望 
○志願変更    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○合否判定： 

（１）調査書の学習評定と学力検査の成績を合わせた総合得点（素点）が基本となります。素点と調査書の諸記

録を参考にして総合的に合否が判定されます。 

（２）合否の判定方法：次の①、②によって判定します。 

  ① 各高等学校において、第１志望者は素点に一定の第１志望加算点を加えた点数で、第２志望者は素点の

点数で、すべての受検者の点数を順に並べます。 

② 点数が、各校の募集定員数内の順位であれば、総合判定を経てその高等学校へ合格となります。 

・志願変更は出願締め切り後の特定の期間内においてのみ行うことができます。 

・複数志願選抜実施校間では、第２志望に限り、志願変更が可能です。 

・単独選抜実施校から複数志願選抜実施校への志願変更は、同一校内の単独選抜実施学科から複数志願選

抜実施学科への志願変更のみ可能です。その際、第２志望は認めません。 

・単独選抜実施校から複数志願選抜実施校へ志願変更する場合も、第１志望加算点は適用されます。 

志願変更 

可 

第１志望 第２志望 

第２志望のみ 

志願変更 

可 

志願変更 

不可 

複数志願選抜実施校 単独選抜実施校 志願変更 

可 

同一校内のみ可 

第 2 志望は認めない  
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総合学科をめざす人 

２月実施 
○推薦入学  県下全域から受検可能 

面接・小論文（作文）（募集定員の 50％） 

３月実施 
○学力検査  学区内で受検可能 

複数志願選抜 

 総合学科の選抜では、募集定員の 50％について推薦入学による合否判定を行います。推薦入学の学区は県

下全域です。募集定員から推薦入学による合格者を除いた残りの定員は、その高等学校のある学区で、学力検

査（複数志願選抜）による合否判定を行います。（第１志望、第２志望とも総合学科を志望する場合は、学力

検査のうちの１教科を音楽、美術、保健体育、技術・家庭の４教科のうち、希望する１教科の実技検査に替え

ることができます。） 

専門学科（職業教育を主とする学科（職業学科）・特色ある専門学科）をめざす人 

２月実施 

○推薦入学  県下全域から受検可能 

面接・適性検査等 

（職業学科は募集定員の 50％ 特色ある専門学科は募集定員の 100％） 
       ※ただし、職業学科のうち、神戸商業（情報、会計）、市立明石商業（国際会計）、

姫路工業（電子機械）、姫路商業（情報科学）、武庫荘総合（福祉探求）、 

龍野北（看護、総合福祉）、日高（看護、福祉）においては、募集定員の 100％ 

３月実施 
○学力検査  県下全域から受検可能 

       単独選抜   ※学校ごとに合格者を決定します。 

 専門学科の学区は県下全域です。学力検査と推薦入学の両方を行う学科と、特色ある専門学科のように、募

集定員の 100％を推薦入学で行う学科があります。 

連携型中高一貫教育校（氷上西高校・千種高校）をめざす人 

２月実施 
○推薦入学  連携中学校の生徒を対象に実施 

面接・適性検査等（募集定員の 75％） 

３月実施 
○学力検査  県下全域から受検可能 

単独選抜   ※学校ごとに合格者を決定します。 

連携型中高一貫教育校では、募集定員の 75％を連携中学の生徒を対象に、推薦入学を行います。そして募

集定員から推薦入学による合格者を除いた人数については、学力検査を行い、高等学校ごとに合格者を決定し

ます。学力検査は県下全域から受検できます。 

定時制・多部制・通信制をめざす人 

２月実施 多部制：Ⅰ期試験（面接・作文） 

３月実施 

定時制：学力検査（5 教科） 

多部制：Ⅱ期試験Ａ（学力検査・面接） 

通信制：面接 

 定時制・多部制・通信制は県下全域から受検可能です。定時制の選抜では、学力検査（5 教科）を行います。

多部制の選抜には、Ⅰ期試験と、Ⅱ期試験Ａがあります。Ⅰ期試験では面接・作文を行います。Ⅱ期試験Ａの

学力検査の内容は各学校で定められます。その他、転・編入の生徒を対象としたⅡ期試験Ｂ（3 月中旬）や、

中学校既卒者等を対象としたⅢ期試験（8 月）も行っています。通信制の選抜では、面接を行います。 

 Ⅱ期試験Ａでは、期間内に、１回に限り、同一校の他の部及び単独選抜への志願変更を認めています。 
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通学区域（学区）

 魅力ある高校づくりをさらに推進・発展させ、みなさんにとって多様な高等学校の選択が可能となるよ

う、公立高等学校の全日制普通科（単位制を含む）および総合学科の通学区域が、平成 27 年度入学者選抜

から 5 つになりました。 

普通科（単位制）や総合学科の推薦入学、専門学科（職業教育を主とする学科・特色ある専門学科）、定

時制・多部制・通信制の高等学校は、原則、県下全域からの出願が可能です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

第５学区 

第４学区 

第２学区 

第３学区 

第１学区 

下表の居住市区町からは、隣接区域への出願が 

認められます。 

居住市区町 隣接区域 居住市区町 隣接区域

西宮市 淡路市 明石市

三田市 神戸市北区

三木市 神戸市西区

明石市 高砂市 姫路市

三木市 姫路市 高砂市

西宮市 神戸市北区 神河町 朝来市

三田市 神戸市北区 朝来市 神河町

神戸市西区

淡路市

神戸市北区

神戸市西区

明石市

三木市

【全学区共通】
学科・課程 学校数 通学区域（学区）

職業学科を主とする学科 35校

特色ある専門学科 22校

定時制 19校
学力検査

【県下全域】

多部制 4校

Ⅰ期試験（面接・作文）

Ⅱ期試験A（学力検査・面接）

【県下全域】

通信制 2校
面接

【県下全域】

推薦入学・学力検査

【県下全域】

学校数

全日制

（学年制）
19校

推薦入学（コース）

特色選抜

【居住地のある学区】

全日制

（単位制）
1校

2校

学力検査

【居住地の

ある学区】

通学区域（学区）課程

普

通

科

【第4学区】

総合学科

推薦入学

【県下全域】

学校数

全日制

（学年制）
7校

推薦入学（コース）

特色選抜

【居住地のある学区】

全日制

（単位制）
0校

2校

【第5学区】
課程 通学区域（学区）

普

通

科

学力検査

【居住地の

ある学区】推薦入学

【県下全域】
総合学科

学校数

全日制

（学年制）
27校

推薦入学（コース）

特色選抜

【居住地のある学区】

全日制

（単位制）
3校

4校

推薦入学

【県下全域】
総合学科

【第2学区】
課程 通学区域（学区）

普

通

科

学力検査

【居住地の

ある学区】

学校数

全日制

（学年制）
20校

推薦入学（コース）

特色選抜

【居住地のある学区】

全日制

（単位制）
1校

3校

【第3学区】
課程 通学区域（学区）

普

通

科

学力検査

【居住地の

ある学区】推薦入学

【県下全域】
総合学科

学校数

全日制

（学年制）
18校

推薦入学（コース）

特色選抜

【居住地のある学区】

全日制

（単位制）
3校

4校

【第1学区】
課程 通学区域（学区）

普

通

科

学力検査

【居住地の

ある学区】推薦入学

【県下全域】
総合学科
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※色のついた地域は隣接区域
居住市区町 隣接区域

西宮市

三田市
三木市
明石市
三木市

淡路市 明石市

神戸市北区

神戸市西区

学校名 学校名

1 東灘 14 神戸高塚

2 御影 15 洲本

3 神戸 16 津名

4 夢野台 17 淡路三原

5 兵庫 18 市立葺合

6 神戸鈴蘭台 1 北須磨

7 神戸北 4 芦屋

8 長田 8 市立六甲アイランド

9 須磨東 ① 神戸甲北

10 星陵 ② 須磨友が丘

11 舞子 ⑭ 淡路

12 伊川谷北 ⑮ 市立須磨翔風

13 伊川谷

　※◇は全日制普通科（単位制）、○は総合学科

◇
◇
◇

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

13 
32 

30 

33 
34 

⑦ 

27 

28 
⑨ 

25 
26 

12 

11 
10 

９ 

⑮ 

② 
５ 

８ 

４ 

 
５

⑥ 

14 
18 

３ 
２ 

１ 

① 
６ 

19 

７ 

⑭ 

16 

15 

17 

24 

22 

 ３ 

23 

21 

20 

29 

 ８ 

 ４ 

 １ 

④ 

第１学区 

全日制普通科（単位制を含む）・総合学科の

学力検査は複数志願選抜で行われます。 

19 鳴尾 27 三木
20 西宮北 28 三木北
21 西宮甲山 29 吉川
22 西宮南 ⑨ 三木東
23 市立西宮 30 明石
24 市立西宮東 31 明石北
3 西宮 32 明石城西

④ 西宮今津 33 明石清水
25 北摂三田 34 明石西
26 三田西陵 ⑦ 明石南
5 三田祥雲館
⑥ 有馬

神

戸

市

北

区

か

西

区

神
戸
市
西
区
か

淡
路
市

学校名 学校名
隣接区域

神
戸
市
北
区

◇

◇
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住 所 ： 神戸市東灘区深江浜町５０

電話番号： ０７８－４５２－９６００

アクセス ： 阪神電鉄深江駅より 南へ徒歩20分

神戸市バス東灘高校前下車すぐ

特色選抜（２月） 子どもの未来・健康スポーツ類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市東灘区御影石町４－１－１

電話番号： ０７８－８４１－１５０１

アクセス ： 阪神電鉄御影駅より 徒歩７分、 阪急電鉄御影駅より 徒歩10分、

ＪＲ住吉駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 総合人文コース

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市灘区城の下通１－５－１

電話番号： ０７８－８６１－０４３４

アクセス ： 神戸市バス神戸高校前より 徒歩３分

阪急電鉄王子公園駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） ※総合理学科

学力検査（３月） 普通科

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 神戸市長田区房王寺町２－１－１

電話番号： ０７８－６９１－１５４６

アクセス ： 神戸市営地下鉄上沢駅より 北へ徒歩10分、

神戸電鉄長田駅より 南へ徒歩10分

特色選抜（２月） 教育・心理類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市長田区寺池町１－４－１

電話番号： ０７８－６９１－１１３５

アクセス ： 神戸市営地下鉄上沢・長田、高速長田駅より 徒歩８分、

神鉄長田駅より 徒歩15分

推薦入学(２月) ※創造科学科

学力検査(３月) 普通科

※専門学科は別途掲載

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区

1

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

『夢を体感』をモットーに、生徒の「夢」や「志」を尊重した教育実践をめざし、きめの細かい生徒指導と学習指導
を行っています。行事や部活動の活性化を図り、近隣企業や地域と連携した体験活動やボランティア活動など
を積極的に進めることで、主体的に学ぶ意思や態度を身につけた生徒の育成を進めています。またＨ29よりグ
ローバル化の一環として、グアム修学旅行、ＰＴＡ主催によるニュージーランド語学研修を行っています。

中学生の
皆さんへ

東灘高校のマスコットキャラクター「ひがだね」には、「東灘高校でたくさんのことを吸収し、立派な“夢の花”を育
てて欲しい」という思いが込められています。東灘高校は皆さんを待っています。

2

学校の特色

校訓「清く 明るく 正しく 強く」の精神を基盤に、知・徳・体の調和のとれた人間の育成に努めています。また言
語活動を重視し、シアトル語学研修旅行や海外からの訪問団との交流、部活動やボランティア活動への参加、大
学や地域との授業連携なども実施しています。さらに将来ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮し活躍する人材育成をめざす「総合
人文コース」では課題研究等を通して論理的思考力や表現力を育成します。

中学生の
皆さんへ

学業のみならず、部活動や学校行事も盛んです。夢野台高校との定期戦や一般公開する文化祭などは人気の
行事です。また阪神、阪急、ＪＲの駅からも近く通学に便利です。

3

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本校は、神戸一中・県一高女からの伝統を引き継ぎ「質素剛健」「自重自治」の校訓のもと文武両道をめざした教
育を行っています。授業は１コマ65分で展開、無理なく授業時間を確保しながら、部活動は勿論、自治会を中心と
した学校行事やイギリス・シンガポールの海外姉妹校との国際交流、探究活動(神高ゼミ)にも力を入れ、グロー
バルな人材育成をめざします。

中学生の
皆さんへ

学校行事は自治会を中心に企画運営され、部活動を含め、校訓のもと自らが自らを鍛え磨くという校風です。充
実した高校生活を神戸高校で送りましょう。

受検できる
学科・コース・

類型

4

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

歴史と伝統に育まれた自由な中にも規律ある校風の下、自主自律の精神に溢れた生徒たちが、学業と部活動の
両立をめざして生き生きと活動しています。第２学年より文系・理系に分かれ、一層の学力伸長を図ります。「教職
類型」では、「教職体験」「教育実践」「教育探求」の学校設定科目等を通じて、将来教職をめざす生徒の進路実
現に応えています。

学校の特色

生徒が主体的に行動し、自由闊達な校風を創りあげている伝統校です。文化祭、修学旅行など生徒が実行委員
会を組織して企画・運営する学校行事は大いに盛り上がります。学習と部活動に全力で取り組み、文武両道に努
めています。SGH指定校の実績があり、新たに、STEAM教育実践モデル校として海外研修や、国公立大学等の大
学と連携した学びなど、進路実現に向けた多様な取組を実施しています。

中学生の
皆さんへ

多彩な活動で充実した高校生活を送り、向上心を持つ仲間と切磋琢磨し、共に成長し将来世界の一線で活躍で
きる力を伸ばしましょう。

中学生の
皆さんへ

明るい雰囲気、整った環境で、落ち着いて学習や部活動に取り組んでいます。御影高校との定期戦をはじめさま
ざまな行事や活動を通して友人との親交を深めています。充実した高校生活を送ってみませんか。

5

県立東灘高等学校

県立御影高等学校

県立神戸高等学校

県立夢野台高等学校

県立兵庫高等学校
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住 所 ： 神戸市北区山田町下谷上字中一里山９－１０７

電話番号： ０７８－５９１－１３３１

アクセス ： 神戸電鉄鈴蘭台駅より 南東へ徒歩18分

推薦入学（２月） 国際コミュニケーションコース

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市北区唐櫃台２－４１－１

電話番号： ０７８－９８１－０１３１

アクセス ： 神戸電鉄唐櫃台駅より 南東へ徒歩６分

特色選抜（２月） 福祉ボランティア類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市長田区池田谷町２－５

電話番号： ０７８－６２１－４１０１

アクセス ： 神戸市営地下鉄長田駅、高速長田駅より 北西へ徒歩15分

特色選抜（２月）　人文・数理探究類型

学力検査（３月）　普通科

住 所 ： 神戸市須磨区東落合１－１－１

電話番号： ０７８－７９３－１６１６

アクセス ： 神戸市営地下鉄名谷駅より 東へ徒歩15分または神戸市バス

特色選抜（２月） リーガルマインド類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市垂水区星陵台４－３－２

電話番号： ０７８－７０７－６５６５

アクセス ： 神戸市バス星陵高校前下車すぐ

特色選抜（２月） 生命科学類型

学力検査（３月） 普通科

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区

6

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

緑豊かな自然の中で大きな未来を描いていく“笑顔”と“夢”いっぱいの学校です。ICTやグループワークを活用
した授業展開、「総合的な探究の時間」での各プログラムを通し、夢や希望を実現するために必要な「確かな学
力」を育てるとともに、国際コミュニケーションコースを核とした多文化共生社会の実現に貢献できるグローバ
ルで変化の激しい社会において幅広く活躍し社会に貢献できる人づくりに注力します。

中学生の
皆さんへ

運動・文化部ともに活発で全国大会にも出場しています。文化祭での本格的なクラス演劇に定評があり、生徒会
や文化部等による地域貢献が盛んな神戸鈴蘭台高校で仲間とともに感動のある高校生活を送りませんか？

7

学校の特色

地域でのボランティア活動を中心に、体験的・実践的な教育活動を行っています。第２学年からは、「福祉ボラン
ティア」「教養」の２つの類型に分かれ、共通科目だけでなく、進路や興味・関心に応じて学習できるよう、保育、ス
ポーツに関する科目など、多くの選択科目を設けています。また、地域の保育所、幼稚園、介護施設や大学と連
携した実践的な学習を行っています。

中学生の
皆さんへ

神戸北高校は「難関大から就職まで」を目標に多様な進路に対応できる学びができるようになっています。地域
と連携した行事も多くあり、様々な経験をして成長することができます。

8

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

令和２年度に創立100周年を迎え、創立から受け継がれる自主・自律の校風のもと、生徒は自由な雰囲気を楽し
みながらも勉学に部活動に励んでいます。第２学年から文系・理系の類型に分け、生徒の進路に応じた教育課程
を編成しています。第３学年には習熟度別授業を取り入れ、きめ細かく学習指導できる体制を整えています。「人
文・数理探究類型」では人文科学・社会科学・自然科学の各分野をより深く積極的に学べます。

中学生の
皆さんへ

「智・徳・体」のバランスのとれた全人教育を行います。ほぼ全員の生徒が部活動に入り、積極的に活動しながら、
４年制の国公私立大学をめざします。

受検できる
学科・コース・

類型

9

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

学力の伸長に向け、ICT（タブレット）の活用・アクティブラーニング（主体的、対話的で深い学び）を取り入れた授
業を展開し特色であるリーガルマインド（法的思考力・判断力）の育成に向け、「答えのない課題解決学習・探究学
習」を実践しています。２年次の文型・理型の選択や３年次実施の多様な選択科目、ニュージーランド研修等によ
り、グローバルな視点をもち、主体的に考え、判断し、行動できる人物育成を図ります。

学校の特色

自由な校風の下、「品性と教養」を教育方針に掲げ、生徒が学習と部活動、学校行事に主体的に活躍できる教育
活動を展開しています。「生命科学類型」では、科学的に探究する考え方を身につけ、伝えたいことを正確に伝
え発表できる人材の育成をめざして、大学・大学院と連携し、自然科学やスポーツ科学、生活科学などのテーマ
に主体的、体験的に学びます。ほぼ全員が大学、特に国公立大学進学をめざしています。

中学生の
皆さんへ

90％以上の生徒が部活動に入部し、日々活発に活動し、全国大会・近畿大会に出場しています。生徒会活動も活
発で、生徒が主体的に文化祭・体育祭・文化部合同発表会等を企画運営しています。

中学生の
皆さんへ

生徒会が様々な学校行事を運営しています。部活動も盛んで、陸上、水泳、テニス、ダンス、写真、文芸図書、放
送、書道等が近畿・全国大会に出場しています。制服は社会の多様化に対応したデザインになっています。

10

県立神戸鈴蘭台高等学校

県立神戸北高等学校

県立長田高等学校

県立須磨東高等学校

県立星陵高等学校

9

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kobesuzuran-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kobekita-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nagata-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sumahigashi-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~seiryo-hs/


住 所 ： 神戸市垂水区学が丘３－２

電話番号： ０７８－７８３－５１５１

アクセス ： 神戸市バス多聞東小学校前下車 南へ徒歩４分

特色選抜（２月） 先進理工類型

推薦入学（２月） ※環境防災科

学力検査（３月） 普通科 ※専門学科は別途掲載

住 所 ： 神戸市西区学園西町６－１

電話番号： ０７８－７９２－６９０２

アクセス ： 神戸市営地下鉄学園都市駅より 南西へ徒歩１０分

特色選抜（２月） グローバル芸術類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市西区伊川谷町長坂９１０－５

電話番号： ０７８－９７４－５６３０

アクセス ： 神戸市・神姫・山陽バス伊川谷高校前下車すぐ

特色選抜（２月） コミュニケーション類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市西区美賀多台９－１

電話番号： ０７８－９９２－７０００

アクセス ： 神戸市営地下鉄西神中央駅より

北西へ徒歩10分

特色選抜（２月） 地域創造類型

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 洲本市上物部２－８－５

電話番号： ０７９９－２２－１５５０

アクセス ： 洲本高速バスセンター下車 南西へ２km

特色選抜（２月） 総合探究類型

学力検査（３月） 普通科

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区

11

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本校は「勉強・部活動・行事」の３つに挑戦し次代を創る人づくりをめざしています。習熟度別授業・少人数授業を
取り入れ、わかりやすい授業を展開しており、また、コミュニケーション能力の育成に力を入れ、自分で自分を育
てることのできる生徒を育成していきます。「先進理工類型」では大学や企業と連携し、実験や企業見学を通し
て理系科目の理解を深めています。

中学生の
皆さんへ

部活動や生徒会活動を通して、自主性や自立性を養い、充実した高校生活を送ることができます。

12

学校の特色

ＩＣＴを活用した授業、教育活動にいちはやく取り組んでいます。また、県下で数少ない芸術類型を設置し、第２学
年から文系、芸術系、理系の各類型に分け、進路に応じた教育課程を編成しています。特に文系、芸術系では、音
楽・美術・書道の学校設定科目を開講し、専門家による授業を実施します。第３学年では多くの選択科目を用意
し、進路実現を図ります。大学との連携講座や特別授業も充実しています。

中学生の
皆さんへ

神戸学園都市の豊かな自然の中、周囲に５つの大学がある恵まれた教育環境の高校です。ほぼ全員が大学進学
希望。部活動の入部率は90％超、運動部、文化部ともに全国大会、近畿大会に出場しています。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

校訓である「自主」「協同」のもと、個性を生かしながら主体性、創造性をはぐくむ教育を推進しています。神戸学
院大学と連携協定を結び、特に国際理解、ICT教育、地域貢献、SDGsの学び、新聞を使った教育（NIE）に力を入れ
ています。２年生からは進路希望に応じて人文社会類型と自然科学類型に分かれて学びます。また、特色選抜に
よるコミュニケーション類型では、主体的に活躍できるリーダーの育成に取り組んでいます。

中学生の
皆さんへ

自分の可能性を広げ、夢の実現に向けてチャレンジする本気のあなたを伊川谷高校は応援します。自然豊かな
落ち着いた環境で、楽しい学校生活を送りませんか。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

生命の尊厳と人間尊重の精神を基盤とし、校訓「克己　信愛　創造」の実践を通して、「ひとりひとりが　生き生
きと　個性の輝く学校」をめざしています。また特色類型（地域創造類型）を設置し、「ともに暮らすⅠ・Ⅱ」「健康
スポーツⅠ・Ⅱ」「まちづくりⅠ・Ⅱ」等特色ある科目があり、地域住民との様々な交流活動を通して、地域に貢献
できる人物を育成します。

学校の特色

創立120年を越す伝統校で、これまで各界に著名人を数多く輩出しています。校訓にある「自治」の精神のもと、
服装を自由化していますが、生徒は規律ある学校生活を送っています。第２学年より進路希望に応じた類型に進
級し、進路実現をめざします。「総合探究類型」では、大学・研究機関への訪問や出前授業等によって最先端の科
学・研究成果を学び、物事を科学的に考え、課題を解決できる創造性を持った人材を育成しています。

中学生の
皆さんへ

自主性を尊重し、勉学はもちろん全国で活躍する部活動（野球・ボート・放送など）も盛んな文武両道の伝統校で
す。自分を鍛えたい人はどうぞ本校の扉をたたいてみてください。

中学生の
皆さんへ

高塚生は、豊かな自己を表現するために自律の精神を育て、誠実さを尊び、他を思いやる心を持ち、明日に向
かって自己を新しく創り上げています。あなたも高塚で夢の実現に挑戦しませんか！

15

県立舞子高等学校

県立伊川谷北高等学校

県立伊川谷高等学校

県立神戸高塚高等学校

県立洲本高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ikakita-hs/index.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ikawadani-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/takatsuka-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sumoto-hs/


住 所 ： 淡路市志筑２４９－１

電話番号： ０７９９－６２－００７１

アクセス ： 淡路市コミュニティバス津名高校前下車すぐ

高速バス津名港ターミナル下車 徒歩１０分

推薦入学（２月） 総合科学コース

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 南あわじ市市円行寺３４５－１

電話番号： ０７９９－４２－００４８

アクセス ： 淡路交通 市停留所下車 徒歩５分

推薦入学（２月） サイエンスコース

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 神戸市中央区野崎通１－１－１

電話番号： ０７８－２９１－０７７１

アクセス ： ＪＲ灘駅・阪急電鉄王子公園駅より 徒歩10分

推薦入学（２月）※国際科

学力検査（３月）普通科

※専門学科は別途掲載

複数志願選抜を実施する以下の学校については、普通科（単位制）・総合学科のページに別途掲載しています。

【普通科（単位制）】 【総合学科】

　県立北須磨高等学校（Ｐ.17） 　県立神戸甲北高等学校（Ｐ.18）

　県立芦屋高等学校（Ｐ.17） 　県立須磨友が丘高等学校（Ｐ.18）

　市立六甲アイランド高等学校（Ｐ.18） 　県立淡路高等学校（Ｐ.21）

　市立須磨翔風高等学校（Ｐ.21）

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

大阪湾を見下ろす地中海風の校舎、広いグラウンド、空調完備の教室、自習室等があり、とても良い環境です。
「普通科」では、第２学年から、私立大学文系・短大・専門学校・就職を進路希望する類型、国公立大学文系を進路
希望する類型、理系の３類型に分かれて学習します。「総合科学コース」では、理系進学はもちろん、国公立大学
文系進学希望者にも必要な科目を学ぶことができます。

中学生の
皆さんへ

本校は生徒の能力・適性を十分に引き出す学習指導と自己実現に向けたきめ細かな進路指導を推進し、「伸び
率No.1の学校」をめざしています。部活動も非常に盛んで充実した学校生活を送ることができます。

17

学校の特色

「挑戦・変化・進化」をキーワードに、知・徳・体のバランスが取れた文武両道の教育を実践し、地域・社会の発展に
寄与できる人づくりを目標にしています。サイエンスコース、文理探究類型、キャリア探究類型を設置し、それぞ
れの進路に応じた教育課程で学びます。ICTを積極的に活用した「わかる授業」を一層推進するとともに、部活動
や学校行事等を通して、自主性や積極性など総合的な人間力を育んでいきます。

中学生の
皆さんへ

学習や部活動、新しい友達づくりなど、様々なことにチャレンジし、自分の成長を実感してみませんか？それぞ
れの夢に向かって精一杯努力し、充実した高校生活が送れるよう皆さんを全力でサポートしていきます！
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「自主の人たれ」「創造の人たれ」「世界の人たれ」の教育方針のもと、Society5.0の世界で活躍できるイノベー
ティブ（革新的）なグローバル人材の育成に取り組んでいます。５ヵ国９校と姉妹校提携しており、インターナショ
ナルカンファレンスや課題研究交流発表会等の国際交流も盛んです。文部科学省指定のWWＬコンソーシアム構築
支援事業を引き継ぎ、国内外の高校や大学、企業、国際機関と連携し様々なプログラムを展開しています。

中学生の
皆さんへ

「葺高生でよかった」と多くの卒業生が口にしています。勉強に、部活動に、行事に、仲間と協力し合い、皆で一丸
となり「頑張るあなたを応援する」葺合高校で、充実したスクールライフを送りませんか。

県立津名高等学校

県立淡路三原高等学校

市立葺合高等学校

11

http://www.hyogo-c.ed.jp/~tsuna-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awajimihara-hs/
http://www2.kobe-c.ed.jp/fki-hs/index.php?page_id=0


住 所 ： 西宮市学文殿町２－１－６０

電話番号： ０７９８－４７－１３２４

アクセス ： 阪神電鉄 甲子園駅より 徒歩13分

阪神電鉄 鳴尾・武庫川女子大前駅より 徒歩10分

特色選抜（２月） 総合人間類型（神戸市北区）

推薦入学（２月） ※国際文化情報学科

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区） ※専門学科は別途掲載

住 所 ： 西宮市苦楽園二番町１６－８０

電話番号： ０７９８－７１－１３０１

アクセス ： 阪急バス苦楽園下車 徒歩約12分、

阪急・阪神・さくらやまなみバス柏堂町下車 徒歩約７分

特色選抜（２月） 科学探究類型　社会探究類型（神戸市北区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区）

住 所 ： 西宮市鷲林寺字剣谷１０

電話番号： ０７９８－７４－２４６０

アクセス ： 阪神バス・阪急バス・さくらやまなみバス西宮甲山高校前下車すぐ

特色選抜（２月） 教育総合類型（神戸市北区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区）

住 所 ： 西宮市高須町２－１－４３

電話番号： ０７９８－４５－２０４３

アクセス ： 阪神バス武庫川団地南下車すぐ

住 所 ： 西宮市高座町１４－１１７

電話番号： ０７９８－７４－６７１１

アクセス ： 阪神バス・阪急バス広田神社前下車 徒歩５分

特色選抜（２月） 人間探究類型（神戸市北区）

推薦入学（２月） ※グローバル・サイエンス科

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区） ※専門学科は別途掲載

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区（隣接区域）
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

校訓「自律・創造」の精神のもと、学業に励むとともに、部活動や海外修学旅行、文化祭の３年演劇等多様な学校
行事を通して、人間形成を行っています。２年生以降は、進路希望に応じた教育課程を設置しています。「総合人
間類型」では、コミュニケーション力・リーダーシップ・自ら学ぶ力を養い、体験実習や社会貢献活動を通じて、教
育・看護・福祉の現場で活躍する人材を育成します。

中学生の
皆さんへ

「文武両道」を気風とした伝統ある学校です。部活動も盛んで、全国大会や近畿大会に出場している部が複数あ
ります。本校で仲間をつくり、自らを磨き、夢の実現をめざしましょう。
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学校の特色

「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め
ざしています。また、伝統的な学校行事（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ます。英語検定２級取得に向けた指導、オース
トラリア語学研修等、国際社会で活躍・貢献できる人材を育成します。

中学生の
皆さんへ

職員室前のフリースペースは、空き時間に自習や教師への質問で多くの生徒が利用しています。北高は生徒が
自主的に取り組む学校です。自らの目標の実現に向けてチャレンジする人を応援します。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「森の学校だからできることがある」･･･豊かな自然環境を活かした多彩な授業を展開しています。教育総合類
型では幼児・児童教育者の資質育成を図るため、「甲高の森（裏山）」などを使用し、自然を活用する教育方法も
学んでいます。「小さな学校にしかできない教育がある」･･･少人数クラスの授業展開を実施し、よりきめ細やか
な指導体制を整えています。

中学生の
皆さんへ

西宮南高校との運動部定期戦、奄美大島修学旅行、ボランティア活動の充実など、本校は「学校が元気になる挑
戦」に全員が一丸となって取り組んでいます。「甲高」で充実した高校生活を送ってみませんか。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

学習と部活動の両立をめざし、週末課題による家庭での学習習慣の確立、西宮甲山高校との定期戦などによる
部活動の活性化に取り組んでいます。また、特色類型「環境とコミュニケーション類型」を設置し、実習・観察を重
点とした体験的環境学習、ディベート学習を中心とした「コミュニケーション能力」の育成に取り組んでいます。
地域の学校として様々な体験活動を実施しています。

特色選抜（２月）　環境とコミュニケーション類型（神戸市北区）

学力検査（３月）　普通科（神戸市北区）

学校の特色

生徒自治会の活動や文化祭・体育祭の企画実行委員会活動等、生徒が自発的に活動しています。週33時間の授
業を行い、生徒一人ひとりの個性と能力を伸ばしていきます。また、習熟度別学習を実施し、理解の浸透を図っ
ています。「人間探究類型」では、人文科学や社会科学分野における大学や研究機関との連携・交流を深め、広
い視野と豊かな表現力等を培います。

中学生の
皆さんへ

2020年に創立100周年を迎えました。落ち着いた環境のもと、生徒の主体性を重んじる伝統校です。次の100年
に向けて、「市西（いちにし）」は、新たな伝統を創造していきます。

中学生の
皆さんへ

『のびゆく力　智恵みつ南』をモットーに勉学、部活動、生徒会活動などに自主的に取り組み、すばらしい友人を
つくり、未来社会を創造したいと願う君を待っています。
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県立鳴尾高等学校

県立西宮北高等学校

県立西宮甲山高等学校

県立西宮南高等学校

市立西宮高等学校

県立鳴尾高等学校

県立西宮北高等学校

県立西宮甲山高等学校

甲坊（かぶ坊）親子

オリジナルキャラクター

県立西宮南高等学校

市立西宮高等学校

12

http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/naruo-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishikita-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kabutoyama-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishiminami-hs/
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinish/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/naruo-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishikita-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kabutoyama-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishiminami-hs/
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/ichinish/


住 所 ： 西宮市古川町１－１２

電話番号： ０７９８－４７－６０１３

アクセス ： 阪神電鉄鳴尾・武庫川女子大学前駅より 南へ徒歩８分

推薦入学（２月） 数理・科学コース　人文・社会科学コース（神戸市北区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区）

住 所 ： 三田市狭間が丘１－１－１

電話番号： ０７９－５６３－６７１１

アクセス ： ＪＲ・神戸電鉄三田駅から神姫バス 、

神戸電鉄横山駅より　徒歩15分

特色選抜（２月） 人間科学類型（神戸市北区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区）

住 所 ： 三田市ゆりのき台３－４

電話番号： ０７９－５６５－５２８７

アクセス ： ＪＲ新三田駅から神姫バスで10分、

神戸電鉄ウッディタウン中央駅より 徒歩10分

特色選抜（２月） 子どもみらい類型（神戸市北区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区）

住 所 ： 三木市加佐９３１

電話番号： ０７９４－８２－５００１

アクセス ： 神戸電鉄三木駅より 北へ徒歩18分

推薦入学（２月） ※国際総合科

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区・西区）

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 三木市志染町青山６－２５

電話番号： ０７９４－８５－６７８１

アクセス ： 神戸電鉄緑が丘駅より 北へ１．８km

神姫バス　三木北高校前下車すぐ 徒歩１８分

特色選抜（２月） 人と環境類型（神戸市北区・西区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区・西区）

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区（隣接区域）
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

生徒会活動や部活動、文化祭等の学校行事が活発で、自主・自立を重んじる校風のもと、生徒たちは日々楽しく
学校生活を送っています。志望・進路に応じたコースや類型を設置しており、多様な科目選択に対応しています。
他校にあまりない65分授業、２期制を導入して、学習時間を確保しています。また、補習や海外語学研修などの
様々な学習サポート体制が整っています。

中学生の
皆さんへ

広いグラウンドと充実した施設。運動部・文化部共に活発な部活動。生徒が主役の学校行事。意欲を育てる学習
指導。恵まれた環境で有意義な高校生活をすごすことができます。

25

学校の特色

学力の向上、キャリア教育の推進、HokusanGLCと名付けた国際的な視野を持ったチャレンジ精神あふれる生徒
育成の取組、地域に愛され信頼される学校づくりを進めています。２学期制で１回の授業を65分単位で行い、第２
学年から「文系」と「理系」に分かれて学習します。「人間科学類型」では、大学や企業と連携した探究活動を行
い、課題解決ができる資質と創造力の向上を図っています。

中学生の
皆さんへ

本校では、勉強はもちろん、学校行事や部活動にも全力で取り組むことが伝統になっています。学校行事のほと
んどが生徒による運営で、部活動の加入は90％以上あり全国大会に出場する部もあります。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

①全日制普通科・子どもみらい類型を設置
②大学入試改革に対応した学力の3要素を育成するため「主体的・対話的で深い学び」の授業改善を実施
③少人数編成・習熟度別学習や補習・個別指導を実施　　④多様な学習ニーズに対応した選択科目
⑤高みをめざす部活動　　⑥被災地支援や地域のボランティアへの積極的な参加

中学生の
皆さんへ

大学入試に対応した確かな学力を身につけながら、部活動で活躍しましょう。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

ひょうごスーパーハイスクール指定校として、文系・理系を問わずグローバル教育に力点を置き、より高い進路
目標を達成する進路指導・キャリア教育を推進します。国際交流が盛んで、西オーストラリア州・フランスの高校と
隔年で交流しています。また、生徒が主体的に取り組む教育活動を展開し生徒の自主性を育成します。少人数授
業や習熟度別授業を取り入れ、高学年では多様な科目を開講し、各自の進路希望に応じた学習ができます。

学校の特色

兵庫県では、県立高校として初めてユネスコスクールに認証され、環境教育に力を入れています。 特に、総合的
な探究の時間では４分野に分かれ、調査・分析・検証を行います。また、少人数による授業展開でこれまで以上に
きめ細やかな学習・進路指導を受けられます。
“届けよう、服のチカラ”アワード2018最優秀賞受賞。

中学生の
皆さんへ

共生の心を大切にし、地域と連携したボランティア活動に取り組んでいます。部活動や行事も活発で、学習はも
ちろん様々なことに挑戦できるよう準備しています。三木北高校で充実した３年間を送りませんか。

中学生の
皆さんへ

自然豊かな落ち着いた環境の中、90年以上の伝統を誇り、生徒が中心となった文化祭、体育大会等の行事が盛
んで、部活動も活発です。地域に愛される学校として、生徒一人ひとりの自主性を尊重し大切に育てます。
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市立西宮東高等学校

県立北摂三田高等学校

県立三田西陵高等学校

県立三木高等学校

県立三木北高等学校

市立西宮東高等学校

県立北摂三田高等学校

マスコット

ホクセツサンダー

県立三田西陵高等学校

県立三木高等学校

県立三木北高等学校

13

http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~miki-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikikita-hs/
http://kusunoki.nishi.or.jp/school/nishihh/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sandaseiryo-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~miki-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~mikikita-hs/


住 所 ： 三木市吉川町渡瀬３００－１２

電話番号： ０７９４－７３－００６８

アクセス ： 神姫バス渡瀬停留所下車 徒歩２分

特色選抜（２月） 情報キャリア類型（神戸市北区・西区）

学力検査（３月） 普通科（神戸市北区・西区）

住 所 ： 明石市荷山町１７４４

電話番号： ０７８－９１１－４３７６

アクセス ： 神姫バス明石高校前下車すぐ

特色選抜（２月） 理数探究類型（神戸市西区・淡路市）

推薦入学（２月） ※美術科

学力検査（３月） 普通科（神戸市西区・淡路市） ※専門学科は別途掲載

住 所 ： 明石市大久保町松陰３６４－１

電話番号： ０７８－９３６－９１００

アクセス ： 神姫バス明石北高前下車 北東へ徒歩５分

推薦入学（２月） ※自然科学科

学力検査（３月） 普通科（神戸市西区・淡路市）

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 明石市大久保町谷八木１１９０－７

電話番号： ０７８－９３６－８４９５

アクセス ： ＪＲ大久保駅より 徒歩15分、

山陽電鉄中八木駅より 徒歩５分

推薦入学（２月） グローバル探究コース（神戸市西区・淡路市）

学力検査（３月） 普通科（神戸市西区・淡路市）

住 所 ： 明石市魚住町清水６３０－１

電話番号： ０７８－９４７－１１８２

アクセス ： ＪＲ魚住駅より 北へ徒歩25分、

Tacoバス⑩守池住宅下車すぐ

特色選抜（２月） 人と環境類型（神戸市西区・淡路市）

学力検査（３月） 普通科（神戸市西区・淡路市）

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（学年制）　第１学区（隣接区域）
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

自然豊かな教育環境を生かし生命尊重の教育を推進し、生徒一人ひとりの学力の向上と個性の伸張を図ってい
ます。第２学年からは「実践文化」「総合科学」「情報キャリア」の３つの類型に分かれ、自分の興味・関心や進路希
望に応じて、多様な科目を選択できるようにしています。「情報キャリア類型」では将来に役立つ情報スキルを身
につけ、進展する情報化社会の中で主体的に行動できる能力と態度を育成します。

中学生の
皆さんへ

吉川高校は生徒一人ひとりが主役です。未来を拓くチャレンジ・ハイスクールをめざす活力あふれる吉川高校
で、一緒に自己実現をめざしましょう。
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学校の特色

ひょうごスーパーハイスクールの指定を受け、国内外の高校・大学・企業と連携した教育活動を展開しています。
キャリア教育（大学訪問、大学教授特別講義、大学・学部・学科説明会、職業ガイダンス等）が充実し、大学入試改
革に対応して探究活動や課題研究も取り入れています。オーストラリアの姉妹校との短期研修活動、海外高校と
のリモート交流等の国際交流が盛んで、ボランティア活動にも取り組んでいます。

中学生の
皆さんへ

建学の精神「自彊不息」のもと、日々熱心に勉学に励んでいます。部活動も盛んで、17の運動部と18の文化部が
あり、毎年多くの部が全国大会・近畿大会に出場しています。明石駅からの利便性も良いです。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「“豊かな人間力”“飽くなき探究心”で未来を創る」のスローガンのもと、校訓「自主・協調・創造」の具現である
「探究力」を核として、よりよく生きるための「人間力」をそなえた生徒、グローカルな発想で自ら行動、協働し、
持続可能な社会の担い手として「未来世代への責任」を果たすことができる、学びと生き方が統合された生徒
を育てています。スーパーサイエンスハイスクールの研究成果を普通科にもいかしています。

中学生の
皆さんへ

自由な校風で、学校行事も生徒主体で運営します。運動部・文化部ともに入部率が高く、全国・近畿大会で活躍し
ている部もあり、質の高い文武両道の実現に向けて充実した高校生活が送れます。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「一生懸命がかっこいい。」をアイデンティティとして、創立以来一貫してコツコツと粘り強く努力できる生徒を育
ててきました。一方、時代の変化を見据え、ICT機器を活用した双方向型の授業を全校的に展開し、アクティブ・
ラーナーの育成に取り組んでいます。また、総合的な探究の時間を通してコミュニケーション能力を育成するこ
とや、留学生を受け入れて異文化理解を深めることにも力を入れています。

学校の特色

「青春の夢に忠実であれ」をスローガンに、高い自己有用感を持ち、自らを社会に生かせる生徒を育成。第２学年
からは進路に合わせた科目を選択し、補習や習熟度別授業など細やかな指導を行っています。豊かな自然にめ
ぐまれ、静かで落ち着いた環境で学習できます。人と環境類型では地域活動やさまざまな体験を通して「いの
ちと未来を大切に思い、行動する力を持った」人づくりをめざしています。

中学生の
皆さんへ

文武両道の実践と夢の実現に向け、たくましく努力できる生徒の育成をめざしています。制服のデザインは在校
生にも好評です。部活動加入率は高く、運動部だけでなく文化部も活発に活動しています。

中学生の
皆さんへ

明石城西高校には、頑張ること、真面目であることを互いに評価し合う雰囲気があります。その時その時を一生
懸命に努力し、前を向いて進んでいこうとする集団の中で、一人ひとりの可能性を伸ばします。
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県立吉川高等学校

県立明石高等学校

県立明石北高等学校

県立明石城西高等学校

県立明石清水高等学校

県立吉川高等学校

県立明石高等学校

県立明石北高等学校

県立明石城西高等学校

県立明石清水高等学校
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https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/yokawa-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~akashi-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meihoku-hs/
https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/josai-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shimizu-hs/
https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/yokawa-hs/
https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/akashi-hs/NC3/
https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/meihoku-hs/NC3/
https://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog2/josai-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shimizu-hs/


住 所 ： 明石市二見町西二見１６４２－１

電話番号： ０７８－９４３－３３５０

アクセス ： 山陽電鉄西二見駅より 東へ徒歩５分

特色選抜（２月） 教育類型（神戸市西区・淡路市）

推薦入学（２月） ※国際人間科

学力検査（３月） 普通科（神戸市西区・淡路市） ※専門学科は別途掲載

複数志願選抜を実施する以下の学校については、普通科（単位制）・総合学科のページに別途掲載しています。

（隣接区域）
【普通科（単位制）】 【総合学科】
　県立西宮高等学校（神戸市北区）（Ｐ.17） 　県立西宮今津高等学校（神戸市北区）（P.19）
　県立三田祥雲館高等学校（神戸市北区）（Ｐ.17） 　県立有馬高等学校（神戸市北区）（P.19）

　県立明石南高等学校（神戸市西区・淡路市）（P.19）
　県立三木東高等学校（神戸市北区・西区）（P.20）

全日制普通科（学年制）　第１学区（隣接区域）

34

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「チャレンジ明西」のスローガンの下、国際社会で活躍する人材の育成をめざしています。豪州･マレーシアの姉
妹校との長年にわたる国際交流や国際人間科のイギリス研修旅行も特色です。ALTは３名おり、英語の４技能を
バランスよく伸ばすための授業改善等に積極的に取り組んでいます。また、「教育類型」を設置し、「よりよき指導
者」の育成を図るため、ミニ・ティーチャー（疑似教員体験）等の魅力あるプログラムを展開しています。

中学生の
皆さんへ

「私が決める、私の生き方！」チャレンジ精神を持って自己表現を図る生徒を育てます。世界に向け広い視野を
持って、共に学びましょう。

県立明石西高等学校県立明石西高等学校

15

http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/meisei-main-2010/index.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/~meisei-hs/meisei-main-2010/index.html


学校名

① 神戸甲北
② 須磨友が丘
③ 武庫荘総合
④ 西宮今津
⑤ 伊丹北
⑥ 有馬
⑦ 明石南
⑧ 加古川南
⑨ 三木東
⑩ 香寺
⑪ 太子
⑫ 豊岡総合
⑬ 和田山
⑭ 淡路
⑮ 市立須磨翔風

総合学科

学校名

1 北須磨
2 尼崎稲園
3 西宮
4 芦屋
5 三田祥雲館
6 加古川北
7 姫路東
8 市立六甲アイランド

普通科（単位制）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

① ③ ２ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
７ 

６ 

５ 

８ 

４ 

② 

 
１ 

 全日制普通科（単位制）・総合学科の学校（推薦入学は全県学区） 
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住 所 ： 神戸市須磨区友が丘９－２３

電話番号： ０７８－７９２－７６６１

アクセス ： 神戸市営地下鉄名谷駅から南へ約１㎞（徒歩12分）

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

学力検査（３月） 普通科（単位制）（第１学区）

住 所 ： 尼崎市猪名寺３－１－１

電話番号： ０６－６４２２－０２７１

アクセス ： ＪＲ猪名寺駅より 西へすぐ

阪急電鉄稲野駅より 東へ徒歩６分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

住 所 ： 西宮市上甲東園２－４－３２

電話番号： ０７９８－５２－０１８５

アクセス ： 阪急電鉄甲東園駅より 西へ徒歩10分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）　※音楽科（単位制）

学力検査（３月） 普通科（単位制）（神戸市北区）

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 芦屋市宮川町６－３

電話番号： ０７９７－３２－２３２５

アクセス ： ＪＲ芦屋駅・阪神電鉄芦屋駅より 徒歩９分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

学力検査（３月） 普通科（単位制）（第１学区）

住 所 ： 三田市学園１－１

電話番号： ０７９－５６０－６０８０

アクセス ： 神姫バス関西学院前下車 徒歩３分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

学力検査（３月） 普通科（単位制）（神戸市北区）

全日制普通科（単位制）・総合学科

中学生の
皆さんへ

「駅近、通学便利」かつ落ち着いた環境の学校です。殆どの生徒が部活動に加入しており、学校の雰囲気はとて
もよいです。尼崎稲園に来て、自分の夢を実現しませんか！

学校の特色

受検できる
学科・コース・

類型

2

単位制の特徴を生かして多様な科目を選択し、自身の進路実現に向けて学ぶことができます。そのために、徹底
した学習指導を行っています。また、視野を広げ人間力を高めるための「智の学び講演会」の開催や、グローバ
ル社会に対応するためのオーストラリア国際交流事業、シンガポール研修を実施しています。「世界のリーダー」
となりうる人材の育成をめざしています。

学校の特色

受検できる
学科・コース・

類型

1

普通科単位制の特色を生かし、１年次に将来の進路を見据えたガイダンス指導を行い、多様な科目の中から２、３
年次に受ける科目を選択し、個々の適性に応じた時間割を作成します。また、55分授業を実施し、学力の伸長を
図っています。平成27年度からユネスコスクールの指定を受け、ESD活動(国際理解教育や環境教育)を実践し、
社会に貢献する人材の育成を図っています。

中学生の
皆さんへ

文武両道を本校の伝統とし、90％以上の生徒が文化部又は運動部に所属し、毎年好成績を収めています。また、
国公立大学に毎年約80名の生徒が合格しています。

学校の特色

受検できる
学科・コース・

類型

4

①少人数授業の実施　選択科目は10人から開講
②生徒一人ひとりが時間割を作成し進路を実現
③「芦屋モダニズム」等学校設定科目の充実
④近隣の大学などと連携し、高大連携授業を充実

中学生の
皆さんへ

2019年に100周年を迎えた本校は、緑豊かな歴史と伝統あるキャンパスで校訓「質実剛健」のもと勉強と部活動
を両立しながら学校生活を過ごすことができます。県西であなたの個性を生かし、夢を実現しましょう。

学校の特色

受検できる
学科・コース・

類型

3

学力向上はもとよりキャリア教育・共生教育・国際理解教育を柱に、社会で活躍する人づくりをめざします。単位
制のメリットを活かした多様な選択科目の設置、英語・数学での習熟度別授業や少人数授業の展開、自習室・質問
室の設置等、充実した学習環境の中で、生徒の夢や目標を叶えます。また、部活動や学校行事等も充実してお
り、様々な機会を通して生徒は互いに高め合い、自己の成長を実感できます。

中学生の
皆さんへ

本校は３年間で着実に成長できる学校です。生徒同士が互いに切磋琢磨し、学習活動、学校行事、部活動など、
何事にも全力で取り組んでいます。本校で様々なことに挑戦し、力を伸ばしてください。

中学生の
皆さんへ

本校では、多様な選択科目が設置できる単位制のメリットを活かし、進路希望に応じた選択科目をたくさん用意
しているため自分の時間割が作れます。芦屋高校に入学し、あなたの未来を設計してみませんか？

学校の特色

受検できる
学科・コース・

類型

5

全校生徒が探究活動に３年間取り組み、問題解決型の学習を通して自ら学び、考え、行動できる力を身につけま
す。少人数・習熟度クラスによる教科指導で基礎学力の定着を図り、きめ細かいガイダンス指導で、生徒一人ひと
りの進路実現をサポートします。グローバル教育も充実しており、西オーストラリア州や台湾の大学・高校との交
流など異文化に触れる機会が多くあります。

ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ

キーちゃん

◇

◇

◇

◇

◇

県立北須磨高等学校

県立尼崎稲園高等学校

県立西宮高等学校

県立芦屋高等学校

県立三田祥雲館高等学校

⑤総合的な探究の時間でキャリア教育の充実
⑥総合的な探究の時間で芦屋市をフィールドにした

探究学習を実施
⑦論理力・読解力を育成し、論理的思考力の伸長
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https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kitasuma-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~inazono-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kennishi-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenashi-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shoun-hs/


住 所 ： 加古川市野口町水足８６７－１

電話番号： ０７９－４２６－６５１１

アクセス ： ＪＲ日岡駅より 南東へ徒歩10分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

住 所 ： 姫路市本町６８－７０

電話番号： ０７９－２８５－１１６６

アクセス ： ＪＲ・山陽電鉄姫路駅より 北へ徒歩20分

ＪＲ京口駅より 西へ徒歩12分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

住 所 ： 神戸市東灘区向洋町中４－４

電話番号： ０７８－８５８－４０００

アクセス ： 六甲ライナーマリンパーク駅より 東へ徒歩１分

推薦入学（２月） 普通科（単位制）（全県学区）

学力検査（３月） 普通科（単位制）（第１学区）

住 所 ： 神戸市北区大脇台９－１

電話番号： ０７８－５９３－７２９１

アクセス ： 神戸電鉄北鈴蘭台駅より 東へ徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（第１学区）

住 所 ： 神戸市須磨区友が丘１－１－５

電話番号： ０７８－７９１－７８８１

アクセス ： 神戸市営地下鉄妙法寺駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（第１学区）

学校の特色

総合学科の強みを最大限に生かし、校訓の「知・考・行」に基づいてデザインされた主体的な学びの環境を提供し
ます。専門的で多様な選択科目・少人数授業・大学や地域との連携など通して、基礎学力の向上や将来に向けた
キャリア育成に重点を置いており、多くの生徒がその学びを生かして進学しています。２年次からは６つの学問系
列に分かれて課題研究を行い、これからの時代に求められる思考力や問題解決能力を養います。

中学生の
皆さんへ

自分の興味・関心や進路希望に合わせてデザインできるカリキュラム、豊富な選択科目、課題研究などの探究活
動が本校の魅力です。部活動への入部率も高く、複数の部活動が全国大会などで成果をあげています。

中学生の
皆さんへ

国公立大学受験対応の時間割、文系３教科を重視した時間割、理数の学びを充実させた時間割、英語コースに負
けない英語の学びを充実させた時間割等、一人ひとりの進路を実現する時間割を作ることができます。

②

受検できる
学科・コース・

類型

①

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

キャリア教育を学びの中心に据え、基礎学力や体験から学び、深く考察する力を育てます。１年次では必修科目
を中心に学習し基礎学力の充実に努めます。２、３年次では自分の興味・関心や進路希望などにあわせ「自分だ
けの時間割」を多種多様な選択科目から作成します。きめ細かな学習・ガイダンス指導で進路実現が可能です。
外国人生徒の特別枠選抜や海外での修学旅行や研修など、グローバルな環境をめざしています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

普通科の特色を生かしながら、専門教育も学べる教育課程を導入しています。２年次から「人文社会」「総合科
学」「芸術（美術デザイン・音楽 コース）」「ビジネス」「情報科学」「人間科学（生活福祉・スポーツ コース）」の６つ
の「学びの柱＝系」に分かれ学習します。文科省指定スーパーサイエンスハイスクールの取組等による理数科教
育の充実、探究型学習「神戸学」など、特色ある教育活動を行っています。

中学生の
皆さんへ

100を超える科目から選ぶ「自分だけの時間割」、専門的な資格取得、活発な部活動、充実した設備の活用等、魅
力あふれる六甲アイランド高校で将来への夢を育んでみませんか。

学校の特色

「個性、のばせば　夢、はばたく！」をキャッチフレーズとして、スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ) ･単位
制･キャリア教育という特色を生かした教育活動を行っています。課題を発見し解決方法を探る力を養い、国際
的な活動にも挑戦します。生徒の個性や適性に応じた授業で学力を伸ばし、社会人講師による職業ガイダンス
や関東･関西での企業･大学訪問などのキャリア教育で将来の進路選択を確実なものにします。

中学生の
皆さんへ

世界遺産姫路城はもちろん、美術館や図書館も徒歩圏内。抜群の環境の中で、「個性、のばせば　夢、はばた
く！」の学校ビジョンのもと、高い志を持った仲間達と、個性を伸ばし、夢の実現を図りましょう。

8

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（単位制）・総合学科

6

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

第３学区唯一の普通科単位制高等学校。主体的に人生を切り拓き、生涯にわたって夢や志の実現に向けて挑戦
する生徒を育てます。１年次から少人数指導や習熟度別授業を行うなど、学力を伸ばす授業展開を行っていま
す。２年次、３年次では、多くの選択科目があり、生徒一人ひとりの進路目標に応じた時間割が作成できます。ま
た、部活動への入部率も高く、毎年、多くの部が全国大会及び近畿大会等で優秀な成績をおさめています。

中学生の
皆さんへ

自らの能力を最大限に引き出せる学校です。自分の興味･関心･進路希望に沿った科目選択ができます。きめ細
かな指導とともに､大学教員や社会人講師による講義･講演など､新たな学びの場を提供します。

7

◇

◇

◇

県立加古川北高等学校

県立姫路東高等学校

市立六甲アイランド高等学校

県立神戸甲北高等学校

県立須磨友が丘高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~kakokita-hs/index.html
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/himehigashi-hs/htdocs/
https://www.kobe-c.ed.jp/rki-hs
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kohoku-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tomogaoka-hs/


住 所 ： 尼崎市武庫之荘８－３１－１

電話番号： ０６－６４３１－５５２０

アクセス ： 阪神バス武庫荘総合高校または時友下車 徒歩２分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）　※福祉探求科

※職業学科は別途掲載

住 所 ： 西宮市浜甲子園４-１-５

電話番号： ０７９８－４５－１９４１

アクセス ： 阪神バス南甲子園小学校前下車 徒歩２分

阪神電鉄甲子園駅より 徒歩17分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区） 

学力検査（３月） 総合学科（神戸市北区）

住 所 ： 伊丹市鴻池７－２－１

電話番号： ０７２－７７９－４６５１

アクセス ： ＪＲ・阪急伊丹駅よりバス20分、ＪＲ中山寺駅よりバス７分

北センター前下車　徒歩５分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区） ＪＲ・阪急宝塚駅よりバス12分 安倉小学校前下車  徒歩15分

住 所 ： 三田市天神２－１－５０

電話番号： ０７９－５６３－２８８１

アクセス ： ＪＲ三田駅・神戸電鉄三田本町駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）　※人と自然科

学力検査（３月） 総合学科（神戸市北区）　※人と自然科

※職業学科は別途掲載

住 所 ： 明石市明南町３－２－１

電話番号： ０７８－９２３－３６１７

アクセス ： ＪＲ西明石駅より 北へ徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（神戸市西区・淡路市）

学校の特色
国公立大学進学から就職まで、幅広い進路希望に対応します。３年間のキャリア教育を通して、夢の発見と実現を
支えます。部活動や国際交流活動も盛んで、いろんなことに挑戦したいあなたの「やる気スイッチ」を押します。

中学生の
皆さんへ

「私の未来（キャリア）は明南（ここ）からはじまる。」このスローガンにあるように、明南であなたの未来を一緒に
探しませんか？よりよい自分に変わりたいあなたを、全力で応援します！！

中学生の
皆さんへ

落ち着いた学習環境の中で、自分の将来を見つめ、夢を実現するための様々な力をつけていきましょう。また、
学校行事、部活動に熱心に取り組み、充実した学校生活を送りましょう。

⑦

受検できる
学科・コース・

類型

⑥

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

特色ある様々な選択科目が開講されており、生徒の進路や興味・関心に応じて主体的に科目選択をすることが
できます。また、生き方を考える授業「産業社会と人間」を中心に自分の適性や可能性を見つけ将来を考えてい
きます。社会人講師の活用や施設訪問等の実践的・体験的な学び、難関大学進学希望生徒をサポートするアドバ
ンストクラスの設置、マレーシアやオーストラリアの姉妹校との交流等、個に応じた教育の充実を図っています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

人文国際、自然科学、情報メディア、芸術文化、健康福祉・スポーツの５つの分野に特色ある科目を多数配置し、国
公立大学を含む多様な進路希望に対応した科目選択が可能です。高大連携、海外修学旅行・短期海外語学研修
など国際理解教育にも積極的に取り組み、独自のキャリア教育プログラム「伊丹北モデル」によって、進路につな
がる確かな学力はもちろん、考える力、表現する力等、生涯を通して役立つ高い人間力を育成します。

中学生の
皆さんへ

何事にも真剣に取り組む姿と、頑張る仲間をともに認め合う気持ち。そのどちらもが伊丹北にはあふれていま
す。広々としたキャンパスで、すてきな先輩がみなさんを待っています!!

学校の特色

約120の多様な科目の中から進路や興味・関心に応じて自分の時間割を作り、一人ひとりの才能を伸ばして進路
を実現します。また、高大連携や特別非常勤講師を活用して音楽・美術・情報などの専門的な内容を学習し、将来
に必要な能力や技術を高校生のうちから磨くことができます。総合学科特有の授業である「総合三科目」では、
自分で考え判断し表現する力を身に付けて、社会に貢献できる人材の育成をめざしています。

中学生の
皆さんへ

自分に合った科目選択を行い、夢を追求してその実現をめざしましょう。特色ある授業、魅力ある学校行事、文化
部・運動部ともに盛んな部活動など、充実した学校生活を送りたい「あなた」を待っています。

⑤

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（単位制）・総合学科

③

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

文学、歴史、国際、情報、工業、環境、健康、福祉等の約140の選択科目の中から、自己の進路実現のために自分だ
けの時間割を組むことができます。自律的・自主的な生徒を育成するために、体験的学習や実践的学習を積極
的に推進しています。充実した体験活動と発表活動を繰り返す中で、コミュニケーション能力やプレゼンテー
ション能力を身につけ、社会でたくましく生きる力を着実に育てていきます。

中学生の
皆さんへ

さまざまな形での国際交流や学習活動、行事、部活動、資格取得、阪神特別支援学校分教室との交流及び共同
学習等をとおして「なりたい自分」になれる学校、それが「ムコソウ」です。

④

明南みなみ＆あきら

県立武庫荘総合高等学校

県立西宮今津高等学校

県立伊丹北高等学校

県立有馬高等学校

県立明石南高等学校
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住 所 ： 加古川市加古川町友沢６５－１

電話番号： ０７９－４２１－２３７３

アクセス ：

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

住 所 ： 三木市別所町小林６２５－２

電話番号： ０７９４－８５－８０００

アクセス ： 神戸電鉄志染駅より 南へ徒歩５分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（神戸市北区・西区）

住 所 ： 姫路市香寺町土師５４７

電話番号： ０７９－２３２－００４８

アクセス ： ＪＲ溝口駅より 西へ徒歩10分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

住 所 ： 揖保郡太子町糸井１９

電話番号： ０７９－２７７－０１２３

アクセス ： ＪＲ網干駅より 北へ徒歩１０分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

住 所 ： 豊岡市加広町６－６８

電話番号： ０７９６－２２－７１７７

アクセス ： ＪＲ豊岡駅より 北東へ徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）　※電機応用工学科　※環境建設工学科

学力検査（３月） ※電機応用工学科　※環境建設工学科

※職業学科は別途掲載

学校の特色

「創造科学」「地域国際」「経営ビジネス」「ライフデザイン」の４つの系列を設置し、多くの選択科目の中から、自
分の興味・関心・進路に応じた科目を主体的に選択することができます。また、豊岡市との中高連携事業の柱で
ある「ふるさと教育」「コミュニケーション教育」「英語教育」を推進し、「ふるさと」を愛する心、「ふるさと」で頑
張る気持ちを育てる取り組みを行っています。

中学生の
皆さんへ

得意なことは伸ばしたい、少人数で丁寧に教えてほしい、体験を通して学びたい、やりがいを見つけて大学や専
門学校に進学したい、資格を身に付けて就職したい人。ぜひ豊総で、あなたの夢を叶えましょう。

中学生の
皆さんへ

地域と連携し、様々なボランティア活動等をしています。部活動も盛んで、全国・近畿レベルの大会に運動部・文
化部共に出場しています。太子高校で自分の可能性を拓き、充実した高校生活を送りませんか。

⑫

受検できる
学科・コース・

類型

⑪

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「太子メソッド」と名付けたカリキュラムの下、100を超える講座を開講し、生徒は自分が学びたい科目を選択し一
人ひとり違う時間割を作ります。授業において主体的・対話的で深い学びの実践を行っているので、「学びの本
質」を見い出すことができます。論文作成は、その集大成です。自分の考えを発表する学習にも全校で取り組
み、コミュニケーション力の育成にも力を注いでいます。商業や芸術の教育も充実しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

総合学科ならではの多彩な科目を開講しています。専門的な外部講師も活用し、関心を持った科目をより深く学
ぶことができます。１年次に「産業社会と人間」で自分の将来の生き方やあり方を探り、２年次から人文・社会・自
然科学、情報ビジネス、医療看護、児童保育、芸術文化の科目群から興味・関心、能力・適性、進路希望に応じて学
ぶ科目を選びます。きめ細かなガイダンスや面談を通して「なりたい自分」の実現をめざします。

中学生の
皆さんへ

総合学科の特色ある授業であなたの「学びたい」が見つけられます。部活動は運動部が17、文化部が15あり、学
校行事も多彩で実りある高校生活になります。ＨＰで生徒の活動を更新しています。ぜひ見てください。

学校の特色

生徒一人ひとりの自己実現を支援するために、「キャリア教育」を推進し、「地域と連携した学習を重視する」「学
びたいことが学べる」学校を目標に掲げ、多様な選択科目を設置し、様々な体験活動を取り入れた教育を展開
しています。特に①地域等の人材を活用した主体性を育む学習活動②一人ひとりの能力・技能を高める指導の
工夫を柱とした取組を推進しています。

中学生の
皆さんへ

三木東高校では様々な授業や活動で地域とつながった学習をしています。本校で学べば、自分に自信がもてる
ようになります。本校に入学して、自分の夢にチャレンジしましょう！

⑩

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（単位制）・総合学科

⑧

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「一人ひとり」を大切にし、進路希望や興味・関心など個に応じた教育に取り組んでいます。「選択する自由、学ぶ
楽しさ、やり遂げる喜び」をめざし、自ら定めるテーマに関する課題研究と約140の科目の中から２年次18時間、３
年次24時間の少人数の選択授業の実施を中心に据え、「フィールドワーク」や「インターンシップ」など体験学習
も重視して「生きる力」を培います。外国人生徒のための特別枠選抜を実施しています。

中学生の
皆さんへ

「一人ひとりの夢に向かって」得意な分野を学び、自らの生き方を探求して「自分らしさ」や「夢」を育て、自己実
現をめざす学校！新たな自分と出会える学校！それが加古川南高校です。

⑨

ＪＲ加古川駅より「加古川西団地」行き神姫バスに（南④）乗車し、
「加古川南高校前」バス停下車すぐ
ＪＲ加古川駅より南西へ徒歩25分

マスコットキャラクター

フェニックス ともきゅーびっく

県立加古川南高等学校

県立三木東高等学校

県立香寺高等学校

県立太子高等学校

県立豊岡総合高等学校
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住 所 ： 朝来市和田山町枚田岡３７６－１

電話番号： ０７９－６７２－３２６９

アクセス ： ＪＲ和田山駅より 南東へ徒歩15分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

住 所 ： 淡路市富島１７１－２

電話番号： ０７９９－８２－１１３７

アクセス ： 神姫・淡路交通・あわ神あわ姫・北淡路西海岸ライン

各路線バスにて淡路高校前バス停から徒歩すぐ

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（第１学区）

住 所 ： 神戸市須磨区西落合１－１－５

電話番号： ０７８－７９８－４１５５

アクセス ： 神戸市営地下鉄名谷駅より 西へ徒歩７分

推薦入学（２月） 総合学科（全県学区）

学力検査（３月） 総合学科（第１学区）

受検できる
学科・コース・

類型

全日制普通科（単位制）・総合学科

⑬

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本校は多彩な教科、科目を開設し、生徒の多様なニーズに応えられる教育課程を編成しています。商業・情報に
関する専門科目を充実させ、資格・検定取得の支援体制が充実しています。また、地域に開かれた「わだやマー
ケット」の開催、ICTを活用して他校と合同で行う遠隔授業の実施、中学校での本校生による学校説明やボラン
ティア活動など、体験的な学習を通して社会人基礎力を持った生徒の育成に力を入れています。

中学生の
皆さんへ

国公立大学、私立大学、短大、専門学校、就職等の進路にも対応できる教育課程を設置しています。21世紀型能
力の獲得を通じて、個性を磨き、自己の可能性を開花させてみませんか。

⑭

学校の特色

県内公立高校で唯一調理師免許や製菓衛生師受験資格が取得できる調理系列（調理師とパティシエの２コー
ス）をはじめ、ライフサポート系列（地域福祉とスポーツの２コース）、まなび探究系列、花と緑と海のめぐみ系列
の４系列を設置し、系列の授業をとおして個性を磨き、長所を伸ばします。また、キャリア教育では進路や生き方
について主体的に考える力を身につけます。互いに学び合う授業や防災教育にも力を入れています。

中学生の
皆さんへ

一人ひとりが活躍し、誰もが主役になれる学校をめざしています！夢の実現に向け、あなたも淡路高校で学ん
でみませんか？自立をめざし、様々な事に挑戦しようとする意欲を持ったあなたを待っています！

⑮

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

共通科目・専門科目からなる90以上の選択科目を配置し、多様な進路に対応します。「キャリアプランニング」の
授業を中心に、科目・進路の選択を支援し、生き方を発見するためのキャリア教育を行っています。２学期制と週４
回の７時間授業による授業時間確保、少人数制授業等で、徹底した学力伸長を図っています。学校設定教科「教
育」教科「福祉」等で、地域や大学等との連携による授業も行っています。

中学生の
皆さんへ

自分の進路・可能性を考えながら、失敗をおそれずチャレンジする人、さまざまな体験を通して成長したい人を、
「生き方発見！夢実現！！」の言葉のもと、徹底的にサポートします。

マスコット

キャラクター

「翔たん」

県立和田山高等学校

県立淡路高等学校

市立須磨翔風高等学校

21

http://www.hyogo-c.ed.jp/~wadayama-chs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-ahs/
http://www2.kobe-c.ed.jp/ssy-hs/index.php?page_id=0


職業学科

 

学校名 学校名

1 兵庫工業 19 姫路工業
2 神戸商業 20 姫路商業
3 尼崎工業 21 相生産業
4 武庫荘総合 22 龍野北
5 有馬 23 上郡
6 氷上 24 佐用
7 篠山産業 25 山崎
8 篠山東雲 26 豊岡総合
9 農業 27 日高
10 東播工業 28 香住
11 西脇 29 但馬農業
12 西脇工業 30 洲本実業
13 松陽 31 市立科学技術
14 小野 32 市立神港橘
15 小野工業 33 市立尼崎双星
16 社 34 市立伊丹
17 播磨農業 35 市立明石商業

18 飾磨工業

学校名 学校名

神戸 加古川東
兵庫 三木
舞子 小野
尼崎小田 社
西宮 姫路西
鳴尾 龍野
国際 豊岡
宝塚北 市立葺合
明石 市立尼崎
明石北 市立西宮
明石西 市立琴丘

特色ある専門学科

●21
●20
●19
●18
●17
●16
●15
●14
●13
●12

●11
●10
●9
●8
●7
●6
●5
●4
●3
●2
●1

●22
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※数字のみは職業教育を主とする学科 

 ●印は特色ある専門学科・中高一貫教育校 

及び特色類型（全県・全国学区） 
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学校名

氷上西
千種
兵庫県立大学附属

学校名

家島
生野

学校名

村岡

中高一貫教育校

特色類型（全県学区）

特色類型（全国学区）

●26

●25
●24
●23

●28

●27
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住 所 ： 神戸市兵庫区和田宮通２－１－６３

電話番号： ０７８－６７１－１４３１

アクセス ： 神戸市営地下鉄和田岬駅より 北へ２００ｍ

推薦入学（２月） 建築科　機械工学科　電気工学科　総合理化学科　都市環境工学科　　　　

デザイン科　情報技術科

学力検査（３月） 建築科　機械工学科　電気工学科　総合理化学科　都市環境工学科　　　　

デザイン科　情報技術科

住 所 ： 神戸市垂水区星陵台４－３－１

電話番号： ０７８－７０７－６４６４

アクセス ： ＪＲ垂水駅・ＪＲ舞子駅より　バス10分

推薦入学（２月） 商業科　情報科　会計科

学力検査（３月） 商業科

住 所 ： 尼崎市長洲中通１ー１３ー１

電話番号： ０６－６４８１－４８４１

アクセス ： ＪＲ尼崎駅より 南東へ徒歩10分

推薦入学（２月） 機械科　建築科　電気科　電子科

学力検査（３月） 機械科　建築科　電気科　電子科

住 所 ： 尼崎市武庫之荘８－３１－１

電話番号： ０６－６４３１－５５２０

アクセス ： 阪神バス武庫荘総合高校または時友下車 徒歩２分

推薦入学（２月） 福祉探求科　※総合学科

※総合学科は別途掲載

住 所 ： 三田市天神２－１－５０

電話番号： ０７９－５６３－２８８１

アクセス ： ＪＲ三田駅・神戸電鉄三田本町駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 人と自然科　※総合学科

学力検査（３月） 人と自然科　※総合学科（神戸市北区）

※総合学科は別途掲載

学校の特色

人と自然科は、農・食・環境を結び、学びを創造する学科です。21世紀の環境問題、食料問題などについてグロー
バルな視点に立った専門的な学習をとおして、社会に貢献できる人材を育てます。また、地域貢献活動を積極的
に行い、地域に愛される学校づくりに努めるとともに、生徒の自尊心を高めこころ豊かな人づくりに力を入れて
います。専門高校推薦を利用し、国公立大学（農学部系）への進学にも力を入れています。

中学生の
皆さんへ

農業技術を学ぶとともに、農業をとおして命の大切さを知り、感謝の気持ちをもったこころ豊かな人になりま
しょう。また、農業クラブ活動では全国大会出場を目標に充実した学校生活を送りましょう。

中学生の
皆さんへ

校内での講義・実習や校外での豊富な実習を通して福祉に必要な技術・技能とコミュニケーション能力を身につ
け、福祉の心を持って社会でたくましく生きる人材の育成をめざしています。

5

受検できる
学科・コース・

類型

4

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
校内実習に加え、特別養護老人ホームや通所介護事業所等で実習を行います。また、併設の阪神特別支援学校
分教室の生徒との交流・共同学習を実施したり、総合学科と合同で発表会や地域貢献活動を実施したりします。
以上のような本校での学びを生かして、３年間で介護福祉士国家試験受験資格の取得をめざします。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

　尼工では社会人基礎力の定着を推進し、考え、判断し、適切な対応力を身につけた生徒を育成します。運動
部、文化部活動は全国大会、近畿大会でめざましい活躍をとげています。生徒全員に工業教育の基礎的・基本的
な技術・技能を確実に定着させ、更に職場見学や就業体験、ボランティア活動などの体験的な学習を通じて、大
きな成長を促しています。その成果は、資格取得及び就職・進学等の進路実績に反映されています。

中学生の
皆さんへ

生徒が主役の学校づくり。就職率100％。部活やものづくりに打ち込み、資格も取得して「尼工」で高校生活や将
来の人生づくりにチャレンジしてください。年２回のオープン・ハイスクールや文化祭を見てください。

学校の特色

神戸商業高校は、1878年(明治11年)慶応義塾創設者福沢諭吉先生の協力により設立された、日本最古の商業高
校です。「実学」をモットーに、産業界はもとより多方面に多くの人材を輩出しています。現在本校では、「あきら
めず本気で挑戦し、世界で活躍する人材の育成」を理念として掲げ、県商ならではの人づくりによる「おもてな
し日本一の商業高校」をめざしています。

中学生の
皆さんへ

キーワードは、「一瞬一瞬、今を大切に生きる。」です。県商からの進路はさまざま。「専門科目」で身につけた知識
と資格を、進学や就職に生かせます。卒業生の進路は、進学は約６割、就職が約４割です。

3

受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科

1

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
工業技術の専門を生かし、各学科の特色に応じた資格の取得を勧めています。本校では「ものづくりを通した人
づくり」を教育方針とし、人間性豊かにして創造力に富む工業技術者の育成を図っています。また、県下工業高
校の拠点校として先端技術機器を導入し、実習で活用するとともに、他校からの利用にも対応しています。

中学生の
皆さんへ

2

創立１２０年を超える歴史と伝統をもち「県工」の名で親しまれています。卒業生の進路については、本校HPに掲
載しています。本校は将来の進路実現に向けて頑張る皆さんを全力でサポートします。

県立兵庫工業高等学校

県立神戸商業高等学校

県立尼崎工業高等学校

県立武庫荘総合高等学校

県立有馬高等学校
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住 所 ： 丹波市春日町黒井７７

電話番号： ０７９５－７４－０１０４

アクセス ： ＪＲ黒井駅より 北へ徒歩15分

推薦入学(２月) 生産ビジネス科・食品ビジネス科・生活ビジネス科

学力検査(３月) 生産ビジネス科・食品ビジネス科・生活ビジネス科

住 所 ： 丹波篠山市郡家４０３－１

電話番号： ０７９－５５２－１１９４

アクセス ： 篠山口駅から神姫バス東岡屋西下車 北へ徒歩15分

推薦入学（２月） 機械工学科　電気建設工学科　総合ビジネス科  農と食科　

学力検査（３月） 機械工学科　電気建設工学科　総合ビジネス科  農と食科　

住 所 ： 丹波篠山市福住１２６０

電話番号： ０７９－５５７－００３９

アクセス ： 神姫グリーンバス福住下車 東へ６００m

推薦入学（２月） 地域農業科 

学力検査（３月） 地域農業科 

住 所 ： 加古川市平岡町新在家９０２－４

電話番号： ０７９－４２４－３３４１

アクセス ： ＪＲ東加古川駅より 北へ徒歩15分

推薦入学（２月） 農業科　園芸科　動物科学科　食品科学科　農業環境工学科　造園科　生物工学科

学力検査（３月） 農業科　園芸科　動物科学科　食品科学科　農業環境工学科　造園科　生物工学科

住 所 ： 加古川市東神吉町神吉１７４８－１

電話番号： ０７９－４３２－６８６１

アクセス ： ＪＲ宝殿駅より 北へ３．３ｋｍ、神姫バス東播工業高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 機械科　電気科　建築科　土木科

学力検査（３月） 機械科　電気科　建築科　土木科

受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科

6

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

生産ビジネス科・食品ビジネス科・生活ビジネス科の農業に関する３学科があります。農業に関する基本的な知識
や技術に加え、経済の基礎や商品の流通に関する商業の知識を学び、地域の農業を基盤に生産から流通まで一
貫した６次産業化の研究を通して、起業家精神を有し、地域の産業を活性化させる人材【地域創生人材】を育成し
ます。また、地域交流や体験的学習を活発に行い、地域に根ざした教育活動を展開しています。

中学生の
皆さんへ

校内で栽培・飼育したものを原材料として加工し販売しています。君のアイデアが商品に。校訓の「開拓者精神」
を胸に抱き、地域の未来と君の未来を一緒にデザインしませんか。

7

学校の特色

県下で唯一の工業科、商業科、農業科の３分野を有する高校です。部活動や検定資格取得等にも力を入れてお
り、充実感や達成感のある学校です。多様なキャリア教育を推進し、実学を重視した教育課程を通して、地域を担
う人材の育成に取り組んでいます。平成30年度にユネスコスクールに認定され、国際感覚を身に付けた広い視野
で、地域に貢献する学校としてますます発展していきます。

中学生の
皆さんへ

「全科協同で新しい産業教育を創造する、地域産業の活性化に貢献、グローバル教育の推進、一人ひとりの力を
伸ばす授業の展開」を合言葉に、地域や産業界のリーダーの育成に力を注いでいます。

8

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本校では、農業教育を通して社会で活躍できる人材の育成をめざしています。第２学年より生徒の進路と興味に
応じた類型を選択でき、きめ細かく丁寧に専門性と個性を伸ばします。高校卒業後の進路は、地元企業への就職
や大学進学(主に農業系)にも力を入れています。また、研究活動において、兵庫県学校農業クラブ連盟大会で
最優秀賞や各種研究発表会等で表彰されるなど実績をあげています。

中学生の
皆さんへ

現場実習・特産農産物の生産加工・愛玩動物や家畜の飼育・学校設定科目「里山文化」・ボランティア活動など他
校にはない体験学習が満載！！少人数の特性を生かした細かい指導で、個性と能力をしっかりと伸ばします。

受検できる
学科・コース・

類型

9

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

全国でも最大規模の農業高校です。７つの学科の特徴や専門性を活かして、国公私立大学への進学や、各種関
連産業等に就職しています。生徒の夢や進路の実現をめざして、校内での実習授業、専業農家や研究機関等で
のインターンシップや共同研究などのキャリア教育を通して、生徒一人ひとりの興味や関心に応じた探究型の学
習を行っています。生徒が考え協力し「愉しみながら学ぶ」中で高度な専門性や実践力が身につけられます。

学校の特色

本校ミッション「健やかに　伸びよう　汗出して」を達成するため、本校ビジョンを「ものづくり　ひとづくり　ま
ちづくり」と定めました。「ものづくり」を通して、向上心や自己肯定感、責任感と協力心を持った「ひとづくり」に
努めます。高校生ふるさと貢献活動等を通じて、地域との連携を強化し、本校の強みである地元企業への高い
就職実績を活かして「まちづくり」に貢献します。

中学生の
皆さんへ

1964年創立。4科それぞれで即戦力となるべく、知識と技術を学びます。資格取得、ものづくり、部活動、ボラン
ティア活動など、やりがいのあるステージが充実しています。力いっぱい挑戦してみませんか。

中学生の
皆さんへ

専用農場、実験施設など恵まれた教育環境のもと、多彩で高度な農業教育が行われています。授業以外でも好
きな農業が学べるよう、各学科がそれぞれの特色を活かした校外学習や研究会などに取り組んでいます。

10

県立氷上高等学校

県立篠山産業高等学校

県立篠山東雲高等学校

県立農業高等学校

県立東播工業高等学校
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住 所 ： 西脇市野村町１７９４－６０

電話番号： ０７９５－２２－３５６６

アクセス ： ＪＲ西脇市駅より 北西へ１．５km

推薦入学（２月） 生活情報科

学力検査（３月） 生活情報科

住 所 ： 西脇市野村町１７９０

電話番号： ０７９５－２２－５５０６

アクセス ： ＪＲ西脇市駅より 北西へ１km

神姫バス野村より 北西へ１km

推薦入学（２月） 機械科　電気科　ロボット工学科　総合技術科

学力検査（３月） 機械科　電気科　ロボット工学科　総合技術科

住 所 ： 高砂市曽根町２７９４－１

電話番号： ０７９－４４７－４０２１

アクセス ： 山陽電鉄山陽曽根駅より 南東へ８００ｍ

推薦入学（２月） 商業科　生活文化科

学力検査（３月） 商業科　生活文化科

住 所 ： 小野市西本町５１８

電話番号： ０７９４－６３－２００７

アクセス ： 神戸電鉄小野駅より 北西へ徒歩３分

推薦入学（２月） ビジネス探究科　※科学探究科

学力検査（３月） ビジネス探究科

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 小野市片山町１０３４－１

電話番号： ０７９４－６３－１９４１

アクセス ： 神戸電鉄粟生線　小野駅下車　徒歩　約10分

ＪＲ加古川線　小野町駅下車　徒歩　約20分

推薦入学（２月） 機械工学科　電子科　生活創造科

学力検査（３月） 機械工学科　電子科　生活創造科

受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科

11

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

家庭に関する専門的知識と技術、情報社会に対応した技術の習得をめざしています。大学と連携した講義や専
門家を招いた実習等で専門性を高め、主体的に学ぶ態度と実践力を育成します。また、文部科学省「スーパー・
プロフェッショナル・ハイスクール」の研究指定の成果を踏まえ、播州織再発見と西脇産ブランド発信にさらに取り
組んでいます。

中学生の
皆さんへ

ものづくりと地域との連携を通して、新しい自分を発見し、その魅力を精いっぱい磨いてください。勉強、部活
動、ボランティア活動など一人ひとりが輝ける充実した３年間になります。

12

学校の特色

令和２年度より学科を改編して４学科での募集となりました。駅伝の西脇工業として知られる本校ですが、過去
に甲子園に出場した硬式野球部や近畿大会に出場したバレーボール部、空手道部や柔道部など、多くの運動部
や文化部が活発に活動しています。ひょうごスーパーハイスクールの指定を受け、各種講演会や地域との協働
事業に取り組んでいます。各種資格取得にも積極的に挑戦し、文武両道の工業高校をめざしています。

中学生の
皆さんへ

加入率90％以上と部活動が盛んです。また、礼儀正しく元気な挨拶のできる生徒の評価も高く就職率は
100％！！大学への進学も多く、夢実現のために西脇工業高校では色々な事にチャレンジしています。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

商業科では選択科目の充実と専門性の深化をめざし、会計・情報・経済の科目や商品開発、地域と連携したアント
レプレナー（起業家精神育成）等を推進して人間味あふれるビジネスパーソンを育成しています。また、生活文化
科では、生活産業分野における将来のスペシャリスト育成に必要な知識、技術及び技能の定着をめざすととも
に、様々な教育活動を通して、課題解決力、コミュニケーション能力、協調性の育成に努めています。

中学生の
皆さんへ

商業科はビジネスや産業の創造力を身につけ、地元商店街で「松の子本舗」の店名で出店しています。また、生
活文化科は、専門的な学びの実践として、地域の特産品を活用した手芸品の商品開発を行っています。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

インターンシップや地域活性化事業、「課題研究」を通して、社会に貢献する「実学」を学び、自分の将来を積極
的にマネージメントする力を養います。２年次に「マネジメントコース」、「グローバルリーダーコース]、「コミュニ
ティデザインコース」を選択し、ビジネスの専門知識と探究する姿勢を身につけ、地域社会や国際社会で活躍で
きるグローバル人材の育成をめざします。

学校の特色

本校では、「ものづくり」を通して地域との交流を図り、社会に貢献できる人材を育成しています。中でも多様な
実習を中心に、高校卒業後即戦力となる知識や技能、資格の取得に取り組んでいます。工業各科では地域イベ
ントや小学校などで工作教室などを指導。生活創造科では、被服や食物に加え、近年保育に力を入れています。
また、保育園や大学と連携しており、専門家の講義を受けることや子どもと触れ合う機会を設けています。

中学生の
皆さんへ

生徒は「行学一如」の校訓のもと勉学や資格取得、部活動に頑張っています。卒業生は１万５千名を超え、産業界
のリーダーとして日本をはじめ世界の各地で活躍しています。

中学生の
皆さんへ

授業、資格取得、部活動と充実した日々の中で、和気あいあいとした雰囲気で楽しく充実した３年間を過ごして
います。在校生の満足度100％！小野高校で高い志を抱き、夢を実現させませんか。

15

県立西脇高等学校

県立西脇工業高等学校

県立松陽高等学校

県立小野高等学校

県立小野工業高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishiwaki-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~nishiwaki-ths/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/shoyo-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ono-hs/topframe.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/~ono-ths/


住 所 ： 加東市木梨１３５６－１

電話番号： ０７９５－４２－２０５５

アクセス ： ＪＲ社町駅より 自転車15分

神姫バス社高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 生活科学科　※体育科

学力検査（３月） 生活科学科

※専門学科は別途掲載

住 所 ： 加西市北条町東高室１２３６－１

電話番号： ０７９０－４２－１０５０

アクセス ： 北条鉄道北条町駅より 徒歩25分

神姫バス播磨農高前下車 徒歩１分

推薦入学（２月） 農業経営科　園芸科　畜産科

学力検査（３月） 農業経営科　園芸科　畜産科

住 所 ： 姫路市飾磨区細江３１９

電話番号： ０７９－２３５－１９５１

アクセス ： 山陽電鉄飾磨駅より 西へ徒歩７分

推薦入学（２月） 機械工学科　電気情報工学科　エネルギー環境工学科

学力検査（３月） 機械工学科　電気情報工学科　エネルギー環境工学科

住 所 ： 姫路市伊伝居６００－１

電話番号： ０７９－２８４－０１１１

アクセス ： ＪＲおよび山陽電鉄姫路駅から神姫バス約10分

西高前下車 北へ５０mまたは慶雲寺前下車 西へ４００m 

推薦入学（２月） 機械科　電気科　工業化学科　デザイン科　溶接科　電子機械科

学力検査（３月） 機械科　電気科　工業化学科　デザイン科　溶接科

住 所 ： 姫路市井ノ口４６８番地

電話番号： ０７９－２９８－０４３７

アクセス ： 神姫バス姫路商業高校前下車 徒歩２分

推薦入学（２月） 商業科　情報科学科

学力検査（３月） 商業科

受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

健康で文化的な生活を創造する将来の「食と栄養のスペシャリスト」になるための専門的な知識と技術を身につ
けることができます。高大連携授業、調理技能士による技術指導、生活産業関連の事業所でのインターンシップ
等、実践的・体験的な学習を通して地域社会に貢献できる人材を育成しています。また、生活科学系の大学進学
にも対応できるよう、専門・共通科目とも充実した教育課程を編成しています。

中学生の
皆さんへ

授業や家庭クラブ活動で、食育活動や地域の特産品開発に積極的に取り組んでいます。あなたも学んだ知識と
技術を生かし、学校や地域を豊かにしていきませんか！

17

学校の特色

本校は、県下唯一の文部科学省指定農業経営者育成高等学校です。甲子園球場の８倍（西日本最大級）もの広大
な校地に、近代的な農業施設・設備や寄宿舎を備え、資格取得も含めて実験・実習を重視した教育活動を展開し
ています。生徒は３学科６コースに分かれ、未来をたくましく生きるための能力を培います。また令和元年度にフ
ランスのフォンデット農業高校と姉妹校締結をし、フランス農業研修を実施予定です。

中学生の
皆さんへ

将来、本気で農業をしたい。植物栽培や動物飼育のスペシャリストになりたい。農業系の大学や大学校などに進
学したい。本校はそんなあなたの夢を３学科６コースで実現します。
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
「ものづくりは人づくり　ひたすらに　ひたむきに　飾磨工生」をキャッチフレーズとし、自主創造、礼譲親和、勤
勉誠実の校訓のもとに、夢や志を抱き未来を切り拓く、21世紀を主体的に生きる人間を育てます。社会のニーズ
に応じた学びを実践し、時代の変化に適応できる知識・技能を備えた人材を育成します。

中学生の
皆さんへ

本校への入学で確実な人生設計が可能となり、生き方や働き方を学ぶことができます。専門知識や技術、技能
を学び多くの資格を取得し、部活動で汗を流して、飾磨工業高校で自己実現をめざしましょう。

受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

美しいあいさつ、美しい礼儀、正しい姿を、ものづくりを通して育む学校です。日本の産業界を支えるものづくり
のリーダーを育成します。全国大会、近畿大会でめざましい活躍をとげている部活動、全国トップクラスの資格取
得、技能五輪大会出場、高校生ものづくりコンテスト全国大会出場等、文武両道の活躍が光ります。どんな時でも
力を発揮できる「人間力」を育む学校です。

学校の特色

ビジネスマナーや社会で役立つ商業の学習を基にキャリア教育を展開しています。商業科では地域の企業で必
要な人材、情報科学科では情報技術のスペシャリストとして社会に貢献できる人材の育成をめざしています。第
２学年からは多数の選択科目を開講しており、自分の進路や興味・関心に応じた学習が可能です。「就職」と「進
学」に対応した双方に強い学校です。

中学生の
皆さんへ

本校の生徒は商業に関する多くの検定取得に励み、その成果を自分の進路実現に活かしています。また、多くの
運動部、文化部の活動が盛んで、全国大会にも出場しており、文武両道の学校です。

中学生の
皆さんへ

就職率100％、国公立大学進学の実績も多数。部活動やものづくりに打ち込み、資格も取得しながら、就職も進学
もできます。たくましい工業技術者への成長を目標に、共に挑戦しましょう。
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県立社高等学校

県立播磨農業高等学校

県立飾磨工業高等学校

県立姫路工業高等学校

県立姫路商業高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~yashiro-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~harima-ahs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/zenniti/index.html
http://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-ths/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~himeji-chs/


住 所 ： 相生市千尋町１０－５０

電話番号： ０７９１－２２－０５９５

アクセス ： ＪＲ西相生駅より 東へ徒歩３分

推薦入学（２月） 機械科　電気科　商業科

学力検査（３月） 機械科　電気科　商業科

住 所 ： たつの市新宮町芝田１２５－２

電話番号： ０７９１－７５－２９００

アクセス ： ＪＲ播磨新宮駅より 南東へ徒歩10分

推薦入学（２月） 電気情報システム科　環境建設工学科　総合デザイン科　総合福祉科　看護科　

学力検査（３月） 電気情報システム科　環境建設工学科　総合デザイン科

住 所 ： 赤穂郡上郡町大持２０７－１

電話番号： ０７９１－５２－００６９

アクセス ： ＪＲ・智頭急行上郡駅より 北へ７００ｍ

推薦入学（２月） 農業生産科　地域環境科

学力検査（３月）　農業生産科　地域環境科

住 所 ： 佐用郡佐用町佐用２６０

電話番号： ０７９０－８２－２４３４

アクセス ： ＪＲ・智頭急行佐用駅より 北へ徒歩15分

推薦入学（２月） 農業科学科　家政科

学力検査（３月） 農業科学科　家政科

住 所 ： 宍粟市山崎町加生３４０

電話番号： ０７９０－６２－１７３０

アクセス ： 神姫バス加生山崎高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 森と食科

学力検査（３月） 森と食科

学校の特色

森と食科では、森林資源を活用する学びと豊かな生活文化を創造する学びの実現をテーマに自然に恵まれた
地元での野外調査や防災教育を通して、地元の文化と産業を支える人材を育成します。２年生からは２類型に分
かれ、森林環境類型では、森林管理や木材加工等の実習を通して森林のもたらす恩恵を探究します。農産・食品
類型では、地域の農産物を活用した食品製造や食品流通の学習により食文化や食のあり方について考えます。

中学生の
皆さんへ

「山高で未来に挑戦」のキャッチフレーズのもと、充実した学習環境で、多様な部活動、地域に根ざした体験活動
ができる山高で、あなたの夢を叶えましょう。

中学生の
皆さんへ

農業科学科と家政科で皆さんが学ぶテーマは、｢命」と「食」、そして「自然との調和」と「家庭生活の充実」です。
本校は、知識・技術・豊かな心を身につけた、これからの地域を支える人材を育成しています。
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受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

高校生ふるさと貢献活動など様々な体験活動を柱に、まちを支える人づくりを推進しています。農業科学科は、
和牛や鶏の飼育と野菜・果樹等の栽培を中心に学び、地域連携授業を通して地元特産品開発や観光資源保持に
貢献しています。家政科は、令和２年度から文部科学省の指定を受け、佐用町や地元企業等と協働で地元特産品
を使った商品開発や高校生訪問サービス等による地域課題解決を通したカリキュラム開発に取り組んでいます。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

農業生産科では、環境に配慮した持続可能な農業の栽培・飼育技術を通して、安全・安心な食料生産をめざすと
ともに、県の基幹家畜である但馬牛の飼育から流通までを総合的に学びます。
地域環境科では、地域資源の利活用や土地改良など、人のくらしと自然環境が調和した、緑豊かな空間の保全
と創造およびデザインを考え、地域環境の保全と地域の活性化に貢献できる力を身につけます。

中学生の
皆さんへ

農業に関心のある人集まれ！授業・実習に汗を流し、楽しく充実した学校生活を送ってみませんか。本校では、地
域と連携した様々な活動に取り組み、各学校行事は生徒主体で展開しています。

学校の特色

本校は、工業科・福祉科・看護科が設置された、全国でもめずらしい学校です。各学科の専門性を深化させるとと
もに、各学科の特色を活かし地域貢献活動を積極的に行い、防災教育にも力を入れています。さらに、「まちづく
り科目群」の選択科目は、学科の枠を超えた幅広い学習の機会を提供しています。また、規律やマナーを守り、コ
ミュニケーションがとれ、誰にでも挨拶ができる生徒を育てています。

中学生の
皆さんへ

「まちを支える人づくり～スペシャリストへの道～」のスローガンのもと、君たちの“夢の実現”を全力でサポートし
ます。「輝く未来がここにある。」
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受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科

21

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

機械科では、ものづくりを通して専門的な技術を習得します。電気科では、電気技術の基礎から応用までを学び
ます。商業科では、経理や情報活用などの実践的な学習を通してビジネスの基本を学びます。商業科や広報部
ティピアスが、地域と連携した商品開発を行っています。少林寺拳法部・柔道部・ボート部・機械研究部など多くの
部が全国大会や近畿大会で活躍しています。また、ペーロン祭などの地域伝統行事に参加しています。

中学生の
皆さんへ

工業・商業の学びを最大限に活かして、就職・進学・公務員と幅広い進路実現をめざします。相産で夢を育み、将
来自立して地元や県内で活躍できる人材を育成します。さあ！相産で「夢にときめけ 明日にきらめけ」
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相生産業高校

マスコット

「アイさん」

県立相生産業高等学校

県立龍野北高等学校

県立上郡高等学校

県立佐用高等学校

県立山崎高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~aioi-ihs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tatsunokita-hs/
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住 所 ： 豊岡市加広町６－６８

電話番号： ０７９６－２２－７１７７

アクセス ： ＪＲ豊岡駅より 北東へ徒歩15分

推薦入学（２月） 電機応用工学科　環境建設工学科　※総合学科

学力検査（３月） 電機応用工学科　環境建設工学科

※総合学科は別途掲載

住 所 ： 豊岡市日高町岩中１

電話番号： ０７９６－４２－１１３３

アクセス ： ＪＲ江原駅より 徒歩５分

推薦入学（２月） 看護科　福祉科

住 所 ： 美方郡香美町香住区矢田４０－１

電話番号： ０７９６－３６－1１８１

アクセス ： ＪＲ山陰本線香住駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 海洋科学科

学力検査（３月） 海洋科学科

住 所 ： 養父市八鹿町高柳３００－１

電話番号： ０７９－６６２－６１０７

アクセス ： 全但バス但馬農高下車 北へ徒歩５分

推薦入学（２月） みのりと食科　総合畜産科

学力検査（３月） みのりと食科　総合畜産科

住 所 ： 洲本市宇山２－８－６５

電話番号： ０７９９－２２－１２４０

アクセス ： 宇山バス停より徒歩約15分

推薦入学（２月） 機械科　電気科　地域商業科　

学力検査（３月） ※工業科　地域商業科

※工業科：機械科、電気科

受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科

26

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
環境建設工学科では、第２学年より、各自の希望する「土木類型」と「建築類型」に分かれ、専門科目の段階的学
習を可能にしています。電機応用工学科では、基礎・基本理論を徹底して学び、さらに電気、機械技術者としての
資格取得を積極的に進め、最新技術に適応できる技術者を育成しています。

中学生の
皆さんへ

県北部で唯一の工業科で、専門的技術と技能を生かした就職や進学が可能な魅力のある学校です。部活動も盛
んです。「開こう！可能性の扉を」のもと、豊総でさらに自分自身を磨きましょう。

27

学校の特色

看護科は５年一貫教育で看護師国家資格取得を、福祉科は３年間で介護福祉士国家資格取得をめざしており、
毎年それぞれ100％近い合格率を誇っています。看護科・福祉科とも実習が多いのが特徴で、病院や介護施設
での実習で確かな技術と豊かな人間性を養っています。また部活動も盛んで、ほぼ全員が部活動に取り組むな
ど、何事にも積極的で、明るい笑顔と元気な挨拶が自慢の学校です。

中学生の
皆さんへ

「地域の医療・福祉を支える存在になる」という目標実現のため、授業や実習によって看護・介護技術やコミュニ
ケーション力を高めています。遠方から入学する人のために寄宿舎（３年間）もあります。

28

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

目の前に海が開ける県下唯一の水産高校です。第１学年より専門教科を幅広く学習し、第２学年からは、「オー
シャン」「アクア」「シーフード」の３類型に分かれて実習中心に学習します。平成27年に竣工した新大型実習船「但
州丸」を用いた航海実習、水族館実習等体験的学習や有名旅館の料理長による調理実習を取り入れています。
海への興味関心を、本校の指導で、海とかかわる人生を支える力へと高めることができます。

中学生の
皆さんへ

実習が豊富で楽しく学習ができます。３類型それぞれの特色ある授業で自己を高めます。進路実現に向けては、
教師と生徒の距離を近くし、きめ細かな指導を行います。寮も新しくなり、快適な寮生活が送れます。

受検できる
学科・コース・

類型

29

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

地域創生人材の育成を目標に、社会の変化に対応した新たな農業技術を学習します。みのりと食科では、地域の
特色を生かした野菜・草花・果樹の栽培や加工技術の習得に取り組みブランド化をめざします。総合畜産科では、
拠点農業高校として充実した施設・設備のもと、牛・豚・鶏の飼育や技術革新に対応した畜産技術の習得に取り組
みグローバル化をめざします。「通級による指導」のモデル校です。

学校の特色

機械科では「ものづくり」を通して、新たな技術や技能を身につけた人材を育成します。電気科では、経済産業省
の資格認定校として、一生涯活躍できる「電気のスペシャリスト」を育成します。地域商業科では、地域資源を活
用したビジネスの学びを通して、実務で必要とされる会計処理や情報処理等の専門性を備え、グローバルな視
点で地域活性化に貢献できる人材の育成をめざします。

中学生の
皆さんへ

「ものづくり」に興味関心があるあなた、「一生使える資格や技術」を身につけたいあなた、「ふるさと淡路島」の
発展に貢献したいあなた。洲本実業は、あなたの「夢の実現」を応援します。

中学生の
皆さんへ

将来、農業や関連産業への進学・就職を考えている人はもちろんのこと、自然や環境、園芸セラピー、食品加工
等に興味のある人は、ぜひ本校へ入学し農業の魅力を実感してください。
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県立豊岡総合高等学校

県立日高高等学校

県立香住高等学校

県立但馬農業高等学校

県立洲本実業高等学校
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http://www.hyogo-c.ed.jp/~toyookasogo-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~hidaka-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kasumi-hs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~tajima-ahs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~sumoto-ihs/


住 所 ： 神戸市中央区脇浜町１－４－７０

電話番号： ０７８－２７２－９９００

アクセス ： ＪＲ灘駅より 南西へ徒歩４分

阪神電鉄岩屋駅より 北西へ徒歩６分

推薦入学（２月） 機械工学科　電気情報工学科　都市工学科　科学工学科

学力検査（３月）　機械工学科　電気情報工学科　都市工学科　科学工学科

住 所 ： 神戸市兵庫区会下山町３－１６－１

電話番号： ０７８－５７９－３６５０

アクセス ： 神戸市営地下鉄上沢駅より 徒歩３分、ＪＲ兵庫駅より

徒歩18分、神戸高速鉄道大開駅より 徒歩８分

推薦入学（２月） みらい商学科

学力検査（３月） みらい商学科

住 所 ： 尼崎市口田中２－８－１

電話番号： ０６－６４９１－７０００

アクセス ： 阪神バス若王寺下車 徒歩６分

推薦入学（２月） 商業学科　ものづくり機械科　電気情報科

学力検査（３月）　商業学科　ものづくり機械科　電気情報科

住 所 ： 伊丹市行基町４－１

電話番号： ０７２－７７２－２０４０

アクセス ： 阪急電鉄伊丹駅より 徒歩約10分

阪急電鉄新伊丹駅より 徒歩約８分

推薦入学（２月） 商業科

学力検査（３月） 商業科

住 所 ： 明石市魚住町長坂寺１２５０

電話番号： ０７８－９１８－５９５０　

アクセス ： ＪＲ魚住駅より 北へ２km

TACOバス青葉台口下車 徒歩２分

推薦入学（２月） 国際会計科　商業科

学力検査（３月） 商業科

学校の特色
国際会計科では、高大連携を生かした教育活動を進め、高度な専門知識や資格取得、国際社会で通用する英語
力の習得をめざします。商業科では、興味・関心、希望進路実現に向けて、第２学年より商業の選択科目を組み合
わせる「アドバンスコース」、「スポーツ科学コース」の各コース別に学習します。

中学生の
皆さんへ

部活動を頑張りたい人、各種検定合格にチャレンジしたい人、明商は将来の進路実現に向け、あなたをしっかりサ
ポートします。明商であなたの夢を実現し、新たな自分を見つけましょう。

中学生の
皆さんへ

取得した資格を活かし、商業科のみが受験できる推薦制度を利用し、毎年多くの大学合格を果たしています。商
業英検講座の実施等、個々に対応した丁寧な進路指導を通して、夢の実現をめざします。
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受検できる
学科・コース・

類型
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
高い進学率を誇る本校商業科では、共通科目の他に、簿記・ビジネス情報等の商業の専門科目を学習し、ビジネ
ス社会で活躍できる知識・技能の習得と、各種検定１級をめざします。また、商品開発や商店経営実習等、地域と
つながるマーケティング教育を重視し、高いコミュニケーション能力と豊かな人間性を育成します。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

商業学科では「情報会計系」「総合ビジネス系」の２つの系を設置し、多くの検定に合格し、就職・進学に有利で
す。ものづくり機械科では、様々な技術を身につけ、ものづくりを行います。プログラミング技術より最新技術の
加工を学びます。電気情報科では、電気・電子・情報・通信の知識を身につけ、進路に向けた学習をします。電気に
関する国家資格の取得に向け、補習などのサポート体制が充実しています。

中学生の
皆さんへ

平成23年創立のフレッシュな高校です。時代に即応した人間の育成に全力を尽くします。新しい伝統を自らの手
で築いていく意欲のある生徒の入学を期待しています。

学校の特色

高い専門性と確かな学力を身に付け進学・就職どちらにも対応します。そのために第１学年から少人数学習・目標
別授業を展開し、第２学年では「会計類型」、「情報類型（システム開発コース/システム活用コース）」に分かれ専
門性を深め、第３学年で多様な選択科目を配置し希望する進路実現に向け学習します。また、総合的な探究の時
間を中心に課題解決型道徳教育を展開し、「人間力」の育成を図ります。

中学生の
皆さんへ

みらいサポートセンター（ＭＳＣ）を設置し、課題解決型学習など特色ある専門教育を推進するとともに、入学生
が希望する進路【進学・就職】の実現を徹底的にサポートします。
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受検できる
学科・コース・

類型

職業教育を主とする学科
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受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

全国屈指の充実した施設・設備を使い、高度なものづくり技術を身につけ、それを生かす就職や進学希望を叶え
る学校です。就職では大手・地元の優良企業を中心に就職内定率１００%を達成しています。進学では工業科推薦
や高大連携事業等を活用し、理工系大学への進学や高専への編入学をしています。高度な国家資格を多数取得
し進路を有利にする生徒が多くいます。部活動も盛んで運動系やものづくり系で全国大会に出場しています。

中学生の
皆さんへ

｢資格取得やものづくりを通して基礎・基本的な技術を身につける｣｢専門・先端技術を学習する｣｢特色ある授
業、学校行事や部活動を通して、自己実現をめざす自主・自立の精神を養う｣ことに全力で取り組む学校です。
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市立科学技術高等学校

市立神港橘高等学校

市立尼崎双星高等学校

市立伊丹高等学校

市立明石商業高等学校
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住 所 ： 神戸市灘区城の下通１－５－１

電話番号： ０７８－８６１－０４３４

アクセス ： 神戸市バス神戸高校前より 徒歩３分

阪急電鉄王子公園駅より 徒歩15分

推薦入学（２月） 総合理学科

学力検査（３月） ※普通科（第１学区）

※普通科は別途掲載

住 所 ： 神戸市長田区寺池町１－４－１

電話番号： ０７８－６９１－１１３５

アクセス ： 神戸市営地下鉄上沢・長田、高速長田駅より 徒歩８分

神鉄長田駅より 徒歩15分

推薦入学(２月) 創造科学科

学力検査（３月） ※普通科（第１学区）

※普通科は別途掲載

住 所 ： 神戸市垂水区学が丘３－２

電話番号： ０７８－７８３－５１５１

アクセス ： 神戸市バス多聞東小学校前下車 南へ徒歩４分

推薦入学（２月） 環境防災科

特色選抜（２月） ※先進理工類型（第１学区）

学力検査（３月） ※普通科（第１学区） ※普通科は別途掲載

住 所 ： 尼崎市長洲中通２－１７－４６

電話番号： ０６－６４８８－５３３５

アクセス ： ＪＲ尼崎駅より 南東へ徒歩15分

推薦入学（２月） サイエンスリサーチ科　国際探求学科

住 所 ： 西宮市上甲東園２－４－３２

電話番号： ０７９８－５２－０１８５

アクセス ： 阪急電鉄甲東園駅より 西へ徒歩10分

推薦入学（２月） 音楽科（単位制）　※普通科（単位制）(全県学区）

学力検査（３月） ※普通科（単位制）（神戸市北区）

※普通科（単位制）は別途掲載

受検できる
学科・コース・

類型

特色ある専門学科

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

総合理学科は、国際社会で活躍できる人材（リーダー）の育成をめざし、理数数学や理数理科といった理数科専
門科目で、発展的な内容や高度な実験実習などに取り組みます。サイエンス入門、科学英語や課題研究など特
色ある科目のほか、実験・実習をおこなうサイエンスツアーや海外姉妹校との英語での科学交流、特別講義等、
休業日・放課後を利用して行われるプログラムもあります。

中学生の
皆さんへ

総合理学科生徒全員について、本校独自で研究開発した３年間のカリキュラム（授業、行事等）で、グローバル・ス
タンダードと規定した８つの力を大きく伸ばします。

学校の特色

平成27年度から令和元年度まで文部科学省ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊｲｽｸｰﾙ（SGH）に指定され、創造科学科はその中心と
なり地域課題、地球規模の環境問題や国際問題などに向き合って探究的学習を進めてきました。今後は「ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」として発展的に継続していきます。行政、大学、研究機関等と連携し、国際都市神戸を
フィールドとする実践活動、国内・海外での研修、体系的キャリア教育に取り組み、成果を校内外で発表します。

中学生の
皆さんへ

第１学年は文理の枠を超え、全員が同じ教育課程で学び、第２学年から各自の進路に応じて自然科学系、社会科
学系を選択し、進路の実現を図ります。高い目標を掲げ、意欲のある仲間と共に学びましょう。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

環境防災科は、阪神・淡路大震災の教訓を国内外に発信し、災害と自然環境・社会環境との関連性を実践的に学
ぶ日本で最初に設置された特色ある学科です。被災された方々や専門家を招いた授業、長田まちあるき・六甲
山フィールドワークなどの校外学習、ネパールとの交流、小学校への出前授業、特別支援学校との共同学習、被
災地支援ボランティア、地域行事への参加など、多様な取り組みを行っています。

中学生の
皆さんへ

自分と大切な人の命を守るための知識・思考力・判断力を身につけます。多くの卒業生が、行政・消防・医療・教育・
民間企業・NPOなど様々な場でリーダーシップを発揮し、主体的に防災に関わっています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

サイエンスリサーチ科では、大学等との連携による最先端の特別講義や体験実習等の魅力ある理数教育を展開
します。課題研究では、自然科学について探究する能力や態度を養います。国際探求学科では、使える英語を身
につけ、英語で自分の考えを発信します。英語スピーチコンテストや留学生交流会等の行事を実施するとともに、
ディベート大会にも参加します。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

音楽科は、幅広い教養と専門的技能の調和のとれた人間性豊かな生徒を育むことを目標としています。そのた
めに、各学科共通の教科・科目に加えて、音楽の道をめざすために必要不可欠な専門科目（専攻・副科実技、いろ
いろな形態のアンサンブル、ソルフェージュ、音楽理論等）が網羅されています。学校行事も、学校全体で行うも
のに加えて様々な演奏会等が数多く用意されています。

中学生の
皆さんへ

60名以上の講師陣による手厚い専門指導。37台のグランドピアノなど練習環境完備。多くの演奏会、ヨーロッパ
研修旅行、国内外の著名指導者による特別授業など、学習内容が充実しています。

中学生の
皆さんへ

スーパーサイエンスハイスクールの指定により、発表の機会や交流の場が多数用意されています。また、夏休み
には、希望者対象に約10日間のオーストラリア研修を実施しています。

●1

●2

イギリス研修

●3

●4

●5

県立神戸高等学校

県立兵庫高等学校

県立舞子高等学校

県立尼崎小田高等学校

県立西宮高等学校
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住 所 ： 西宮市学文殿町２－１－６０

電話番号： ０７９８－４７－１３２４

アクセス ： 阪神電鉄 甲子園駅より 徒歩13分

阪神電鉄 鳴尾・武庫川女子大前駅より 徒歩10分

推薦入学（２月） 国際文化情報学科

特色選抜（２月） ※総合人間類型（神戸市北区）

学力検査（３月） ※普通科（神戸市北区） ※普通科は別途掲載

住 所 ： 芦屋市新浜町１－２

電話番号： ０７９７－３５－５９３１

アクセス ： 阪神電鉄打出駅より 徒歩８分

推薦入学（２月） 国際科(単位制）

住 所 ： 宝塚市すみれガ丘４－１－１

電話番号： ０７９７－８６－３２９１

アクセス ： ＪＲ・阪急電鉄宝塚駅より 北へ１．８km

推薦入学（２月） 演劇科　グローバルサイエンス科

住 所 ： 明石市荷山町１７４４

電話番号： ０７８－９１１－４３７６

アクセス ： 神姫バス明石高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 美術科

特色選抜（２月） ※理数探求類型（神戸市西区・淡路市）

学力検査（３月） ※普通科（神戸市西区・淡路市） ※普通科は別途掲載

住 所 ： 明石市大久保町松陰３６４－１

電話番号： ０７８－９３６－９１００

アクセス ： 神姫バス明石北高前下車 北東へ徒歩５分

推薦入学（２月） 自然科学科

学力検査（３月） ※普通科（神戸市西区・淡路市）

※普通科は別途掲載

受検できる
学科・コース・

類型

特色ある専門学科

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

国際文化情報学科は、高い英語力、情報を主体的に活用する能力、社会事象を分析する能力、高いプレゼンテー
ション能力を備えた、グローバルな視野を持ち将来国際社会で活躍できる人材を育成します。様々な学科独自
の行事、多様な実践的カリキュラムにより学力と人間力を伸ばします。全員が参加するイギリス研修旅行の他、授
業での海外姉妹校との交流、希望者対象のオーストラリア研修も実施しています。

中学生の
皆さんへ

国際文化情報学科は皆さんの夢の実現をしっかりとサポートします。英語の専門科目や特色ある科目が充実し
ており、独自の行事も多く、授業や行事を通して自分の夢を実現する力を身につけていくことができます。

学校の特色

兵庫県で唯一の国際科のみの高校です。単位制で自身の興味・関心や進路希望に合わせた幅広い科目選択が
できます。外国研究では６か国の言語から選択でき、理系への進路選択も可能です。オンラインでの国際交流も
盛んに行っており、15の国や地域と40回以上実施しています。２年次では全員がイギリス、カナダ、アメリカから１
か国を選び海外研修を体験し、ドイツや韓国などの姉妹校や交流校にも代表生徒が相互に訪問し合います。

中学生の
皆さんへ

県教育委員会国際力強化ﾓﾃﾞﾙ校指定校として兵庫県立大学と連携することに加え、多彩な国際科専門科目の
学びや英語コミュニケーション能力の向上をめざした授業等を通してグローバルリーダーを育成しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲｴﾝｽ科では、高大連携、課題研究、探究活動、ｼｱﾄﾙ研修等を通して、「高い志」を持ち、世界で活躍する
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰを育成します。令和元年度文部科学省ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ（SSH）指定校。
演劇科では、演劇科専用棟「ｱﾎﾟﾛﾝﾎｰﾙ」で授業、公演練習、著名人による特別講義等を行い、調和のとれた人格
を育成します。３学年６月に行う卒業公演は３年間の集大成です。

中学生の
皆さんへ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲｴﾝｽ科は、主体的、積極的に、旺盛な探究心を持ち課題を解決をめざす生徒の夢を、
演劇科は、言葉､身体を使い表現することが好きで、意欲的に活動する生徒の夢を実現させます。

受検できる
学科・コース・

類型

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

美術科は、美術の学習が全授業のほぼ３分の１を占め、徹底して美術の基礎力を養い、多くの生徒が美術系大学
へ進学しています。第２学年からは「日本画」「油彩画」「彫刻」「ビジュアルデザイン」「クラフトデザイン」の５専攻
に分かれ、少人数授業で本格的な制作を行います。授業の成果を発表する美術科展を毎年開催するほか、第２
学年ではフランスのパリへ研修旅行に行きます。

学校の特色

第Ⅲ期スーパーサイエンスハイスクールの研究指定を受け、高度で先進的な理数系教育を実践しています。海
外研修（連携校との交流）や大学・研究機関・事業所等との連携、独自のSTEAM教育の推進等により、見聞を広め
研究を深めるとともに、探究力・情報発信力・対話する力からなる人間力や、高度な科学・数学リテラシーをもっ
た、Society5.0社会で活躍できる科学技術人材の育成を図ります。

中学生の
皆さんへ

自由な校風で、学校行事も生徒主体で運営します。運動部・文化部ともに入部率が高く、全国・近畿大会で活躍し
ている部もあり、質の高い文武両道の実現に向けて充実した高校生活が送れます。

中学生の
皆さんへ

美術が大好きな人、新しいことに挑戦したい人、美術科で真剣に「ものづくり」に取り組みませんか。気の合う
「なかま」と、忙しくも充実した毎日が待っています。

 

●6

●7

●8

●9

●10

県立鳴尾高等学校

県立国際高等学校

県立宝塚北高等学校

県立明石高等学校

県立明石北高等学校
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住 所 ： 明石市二見町西二見１６４２－１

電話番号： ０７８－９４３－３３５０

アクセス ： 山陽電鉄西二見駅より 東へ徒歩５分

推薦入学（２月） 国際人間科

特色選抜（２月） ※教育類型（神戸市西区・淡路市）

学力検査（３月） ※普通科（神戸市西区・淡路市） ※普通科は別途掲載

住 所 ： 加古川市加古川町粟津２３２－２

電話番号： ０７９－４２４－２７２６

アクセス ： ＪＲ加古川駅より 南東へ徒歩８分

推薦入学（２月） 理数科

※普通科は別途掲載

住 所 ： 三木市加佐９３１

電話番号： ０７９４－８２－５００１

アクセス ： 神戸電鉄三木駅より 北へ徒歩18分

推薦入学（２月） 国際総合科

学力検査（３月） ※普通科（神戸市北区・西区）

※普通科は別途掲載

住 所 ： 小野市西本町５１８

電話番号： ０７９４－６３－２００７

アクセス ： 神戸電鉄小野駅より 北西へ徒歩３分

推薦入学（２月） 科学探究科　※ビジネス探究科

学力検査（３月） ※ビジネス探究科　

※職業学科は別途掲載

住 所 ： 加東市木梨１３５６－１

電話番号： ０７９５－４２－２０５５

アクセス ： ＪＲ社町駅より 自転車15分

神姫バス社高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 体育科　※生活科学科

学力検査（３月） ※生活科学科

※職業学科は別途掲載

受検できる
学科・コース・

類型

特色ある専門学科

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

世界を舞台に、グローバルな視点で考え自ら情報を発信し、リーダーシップをもって行動できる人材の育成をめ
ざしています。学校設定科目「ディベート&ディスカッション」やイングリッシュ・キャンプ、マレーシア・オーストラリア
の姉妹校での語学研修プログラム、イギリス研修旅行、校内英語スピーチ･暗唱コンテスト、大学・JICA訪問など、
充実した授業やプログラムを準備しています。

中学生の
皆さんへ

英語の「読む・聞く・書く・話す」の４つの能力と自分の考えを発信する力をバランスよく鍛えます。英語以外の教
科も充実しています。世界に向けた広い視野を持って、みんなでチャレンジしましょう。

学校の特色

学校設定科目「課題研究基礎」「科学を考える」「理数英語」「理数英語プレゼンテーション」などの履修、大学及
び研究機関と連携して実施するプログラム等を通して、高度な知識と自ら探究・実践する力や独創性を身につ
けます。近隣の研究者や技術者をアドバイザーとして迎え、課題研究を行い、研究成果を発表します。地元の小・
中学生へのサイエンスショーを通して、科学への関心を高め、地域との連携を強化しています。

中学生の
皆さんへ

SSH指定の下、国際的に活躍する科学者や技術者の育成をめざします。科学的に思考し未解決の問いに答える
力、根拠や推論過程を示し議論する力、発表や討論を英語で行う力を鍛える各種プログラムを用意しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

総合的な人間力の育成を目標に国際文化系専門学科として英語を軸に全科目の学力向上をめざします。アメリ
カ海外研修や西オーストラリア及びフランスの高校との多様な国際交流をとおして、コミュニケーション能力、情
報発信能力を育成します。特色ある専門科目や大学教授を招聘しての特別講義、探究学習による課題の発見・検
討過程を通して、社会に貢献しようとする意欲や志を持ち、グローバル社会で活躍できる人材を育成します。

中学生の
皆さんへ

ALT３名との実践的な授業や多様な海外研修を通して、実践的な英語力と豊かな国際感覚を養うことができま
す。数学・国語にも重点を置き、専門性の高い、多様な進路実現をめざします。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
将来の体育指導者をめざして、幅広い知識・技能が習得できます。普通科目とともに、スポーツトレーナーや理学
療法士による授業など充実した専門科目を学習することができます。また、校外実習（海洋・スキー・ゴルフなど）
で多様な体験ができます。３年間の学習を通して、身体能力の向上と豊かな人間性を育むことができます。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

文部科学省ＳＳＨの指定を受け、大学や企業、研究機関と連携し、理数教育を深化させるとともに、特色ある専門
科目の学びにより自ら課題を見つけ、探究する力を身につけます。理数セミナーや研究施設見学、課題研究発
表会、海外研修等を通して、地域に根ざしながら世界と繋がり、豊かな国際性と柔軟な思考力を養い、新しい価
値を創造する人材の育成をめざしています。

中学生の
皆さんへ

体育科は、昭和40年に全国３番目に設置された県立高校としては唯一の伝統ある学科です。充実した環境の中、
情熱に満ちた仲間とともに文武両道をめざしましょう。

中学生の
皆さんへ

授業、部活動と充実した日々の中で、和気あいあいとした雰囲気で楽しく充実した３年間を過ごしています。在
校生の満足度100％！小野高校で高い志を抱き、夢を実現させませんか。

●

●

●12

13

●15

11 県立明石西高等学校

県立加古川東高等学校

県立三木高等学校

県立社高等学校

●14 県立小野高等学校
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住 所 ： 姫路市北八代２－１－３３

電話番号： ０７９－２８１－６６２１

アクセス ： 神姫バス西高前バス停下車 北へ徒歩１００m

推薦入学（２月） 国際理学科

住 所 ： たつの市龍野町日山５５４ 

電話番号： ０７９１－６２－０８８６

アクセス ： ＪＲ本竜野駅より 西へ２ｋｍ、ＪＲ竜野駅より 北へ4．9ｋｍ

神姫バス龍野橋下車　西へ１ｋｍ

推薦入学（２月） 総合自然科学科

住 所 ： 豊岡市京町１２－９１

電話番号： ０７９６－２２－２１１１

アクセス ： ＪＲ山陰本線豊岡駅より　徒歩15分

推薦入学（２月） 理数科

住 所 ： 神戸市中央区野崎通１－１－１

電話番号： ０７８－２９１－０７７１

アクセス ： ＪＲ灘駅・阪急電鉄王子公園駅より 徒歩10分

推薦入学（２月） 国際科

学力検査（３月） ※普通科（第１学区）

※普通科は別途掲載

住 所 ： 尼崎市上ノ島町１－３８－１

電話番号： ０６－６４２９－０１６９

アクセス ： 阪急電鉄武庫之荘駅より 徒歩10分、

ＪＲ立花駅より 徒歩20分

推薦入学（２月） 体育科

受検できる
学科・コース・

類型

特色ある専門学科

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「グローカルに科学の輪をつなぐ～探究過程の可視化により生徒一人ひとりを深い学びへ導く指導方法の開発
～」をスローガンに、「課題研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を通じて「発見力・討議力・試行錯誤力・検証力」を培い、グローバルな
視野を持ち、ローカルな視点で、国際社会において様々な問題を解決できる人材を育成します。特別講義、関東
研修、関西研修、西はりま天文台での校外実習、台湾研修等のSSH事業が充実しています。

中学生の
皆さんへ

課題研究の取組は本校だけではなく、大学や全国の大会で発表することができます。関東・関西研修では、大学
や研究所を見学、台湾研修では現地の高校生と協働して科学実験に取り組みます。

学校の特色

理数科ではAIに奪われることのない科学的な思考力、判断力、表現力を高めるための教育活動を多数用意して
います。課題研究、大学との連携講座等の各種事業を通じて、課題を見つけとことん考え抜く力、考えたり調べ
たりしたことを的確に表現する力を高め、進路実現を図ります。学校行事や部活動への積極的な取組を通じて
幅広い人間性を養います。多方面で活躍する卒業生による講座、海外研修など魅力満載です。

中学生の
皆さんへ

但馬で唯一の理数に関する専門学科です。生徒は皆、学校行事や部活動にも全力で取り組んでいます。クラスの
強い絆と先生方によるきめ細かいサポートによって、夢の実現をめざします。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

国際科は、英語を用いて世界の問題について学び、世界で活躍する人を育てることを目標としています。専門
科目の英語では「聞く・読む・話す・書く・やりとりする」の5つの技能を伸ばしつつ、学校設定科目「グローバルス
タディーズ」においては、世界の問題をテーマに調査、研究、議論、発信する力を育てています。国内外の高校や
大学、企業、国際機関と連携して独自のプログラムを展開し、高度な学びを行っています。

中学生の
皆さんへ

国際科で求められているのは、ものごとに積極的にチャレンジする心をもっていることです。みなさんも葺合高
校でたくさんのことにチャレンジして、新しい未来を切り拓いてみませんか。

中学生の
皆さんへ

平成30年度男子バレーボール部が全国優勝、令和元年度は陸上競技で全国優勝選手が3人も出ました。国際大
会やプロスポーツ界で活躍する卒業生もいます。充実した施設や指導者が夢の実現をしっかり応援します。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

体育に関する知識や高度な運動技能の習得を通じて、知・德・体の調和のとれた人間形成をめざすと共に、体育・
スポーツの振興に寄与する能力と態度を育てます。充実した施設・設備を有効に活用し、夢の実現に向けて充実
した高校生活が送れます。硬式野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、体操、水泳、陸上、ソフトテニス
などのクラブが毎年全国大会に出場し、活躍しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

平成30年４月に県下全域から生徒を募集する「国際理学科」を開設しました。文理の枠を超えて、自然科学に関
する専門的な知識･技能と的確な表現力を合わせ持ち、国際社会で活躍できるスペシャリストを育成するととも
に、文部科学省スーパーグローバルハイスクール(SGH)事業で培ったノウハウを活かし、国内外の高校・大学・自
治体・企業等と連携した探究活動をさらに充実・発展させます。

中学生の
皆さんへ

姫路西高校の新たな学び「国際理学科」の中で、自然科学に関する専門的な知識･技能と的確な表現力を身に
付け、国際社会で活躍できるスペシャリストをめざしましょう。

●

●

●18

19

●20

17 県立龍野高等学校

県立豊岡高等学校

市立葺合高等学校

市立尼崎高等学校

●16●16 県立姫路西高等学校
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住 所 ： 西宮市高座町１４－１１７

電話番号： ０７９８－７４－６７１１

アクセス ： 阪神バス・阪急バス広田神社前下車 徒歩５分

推薦入学（２月） グローバル・サイエンス科

特色選抜（２月） ※人間探求類型（神戸市北区）

学力検査（３月） ※普通科（神戸市北区） ※普通科は別途掲載

住 所 ： 姫路市今宿６６８

電話番号： ０７９－２９２－４９２５

アクセス ： ＪＲ・山陽電鉄姫路駅から神姫バスで10分 琴丘高校前下車すぐ

ＪＲ播磨高岡駅より 徒歩10分

推薦入学（２月） 国際文化科

住 所 ： 丹波市青垣町佐治３７８－３

電話番号： ０７９５－８７－０１４６

アクセス ： 神姫バス青垣小学校前下車 北東へ徒歩３分

学力検査（３月）　普通科（全県学区）

住 所 ： 宍粟市千種町千草７２７－２

電話番号： ０７９０－７６－２０３３

アクセス ： 神姫バス千種下車 徒歩５分

学力検査（３月）　普通科（全県学区）

特色ある専門学科

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

理科・数学の学習に重点を置いています。授業では基礎基本を重視し、科学的な物の見方や考え方を身につけ
るため、大学の教授による講座を第１、２学年で数多く実施しています。また、大学の研究室や官民の研究所、
SPring-8などを訪問して、授業では体験できない最先端の科学技術に触れることで科学への興味関心を広げ
ることができます。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

生徒一人ひとりの興味・関心、進路希望に合わせた３つの類型があります。チャレンジ類型は、大学、医療系専門
学校等への進学、公務員合格への夢の実現をめざします。また、ベーシック類型は、ビジネス・情報系資格の取得
を、アクティブ類型は、スキーやゴルフ等の様々な体験活動を通して自信の体得をめざします。小規模校の特色
を活かし、徹底した少人数教育を実施しています。また、遠隔授業を導入し授業内容が一層充実します。

中学生の
皆さんへ

自然科学の勉強だけでなく、クラスや部活動を通して友人とのつながりを育むことができます。学校行事の運営
に積極的に参加して、精一杯楽しむ、そんな高校生活を送ってみませんか。

受検できる
学科・コース・

類型

連携型中高一貫教育校

学校の特色

きめ細かい指導と体験活動を通した多様な学びで一人ひとりを伸ばします。第１学年では国語・数学・英語で１ク
ラスを３分割し基礎学力の向上を図ります。第２学年からは進路に合わせた３つの類型に分かれます。A類型は大
学進学に向けた発展的な学習、B類型は商業科目中心に就職や専門学校への進学をめざします。C類型はＩＴ活
用能力を身につけ、情報系の専門学校への進学、関連企業への就職をめざします。

中学生の
皆さんへ

地域と連携した学校行事やボランティア活動を通してチャレンジする心を育てます。ライフル射撃部、ダンス部、
太鼓部など中学校とは違った部活動で活躍することもできます。自分の可能性を伸ばせる高校です。

受検できる
学科・コース・

類型

中学生の
皆さんへ

宍粟市千種町の豊かな自然の中で新たな可能性を探してみませんか。地域の人々の温かい支援を通して、自ら
の成長を実感できます。千種高校は、あなたの成長を丁寧な指導で応援します。

国際文化科は普通科に比べ英語の授業が多く、ESL資格をもつ外国人常勤講師２人による少人数授業、メディア
イングリッシュなど専門科目や第２外国語(スペイン語・韓国語)も学習できます。アメリカの姉妹校との相互訪問、
オンラインによる台湾の生徒との交流など国際交流が充実しています。生徒が運営する琴丘杯スピーチコンテス
ト、小学校や特別支援学校で英語の楽しさを伝える異校種連携授業などにも取り組みます。

中学生の
皆さんへ

国際文化科は３年間クラス替えがなく、絆は非常に強く活動力は抜群です。英語と我が国の伝統文化の学びを
深め、海外との交流も盛んです。外国語系や文系進路だけでなく多様な進路選択も応援しています。

学校の特色

●

●

●23

24

21

県立氷上西高等学校

県立千種高等学校

●22 市立琴丘高等学校

●20 市立西宮高等学校●21
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住 所 ： 赤穂郡上郡町光都３－１１－１

電話番号： ０７９１－５８－０７２２

アクセス ： ＪＲ相生駅または、姫新線・播磨新宮駅から

神姫バスで県立大附属高校前下車すぐ

推薦入学（２月） 総合科学科（全県学区）

住 所 ： 姫路市家島町宮１７５９－１

電話番号： ０７９－３２５－０１６５

アクセス ： 姫路港から高速艇で約30分 真浦港より ２．１ｋｍ

特色選抜（２月） 海と科学類型　海と人間類型（全県学区）

住 所 ： 朝来市生野町真弓４３２－１

電話番号： ０７９－６７９－３１２３

アクセス ： ＪＲ生野駅より 南へ徒歩15分

特色選抜（２月） 観光・グローバル類型（全県学区）

住 所 ： 美方郡香美町村岡区村岡２９３１

電話番号： ０７９６－９４－０２０１

アクセス ： 全但バス村岡行き福西下車 徒歩３分

特色選抜（２月） 地域アウトドアスポーツ類型（全国学区）

受検できる
学科・コース・

類型

特色類型（全県学区）

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

２年次から２つの類型に分かれる教育課程を編成しています。「海と科学類型」では大学、短大、医療看護系専門
学校への進学に、「海と人間類型」では専門学校進学・就職に対応しています。また、「家島を究めよう」「海の生
物」「海洋スポーツ」「航海・計器」といった特色ある科目を数多く設けています。基礎基本に徹した学びを行うと
ともに、より高い学力を伸ばし、様々な資格の取得を支援しています。

中学生の
皆さんへ

特色選抜では、何よりも海や自然を愛する心を持った人を募集しています。瀬戸内海国立公園に囲まれた本校
をより特色化・活性化させる活躍を期待しています。

学校の特色

これまで科学探究コースで培ってきた観察･実験等を通した科学的に探究する講座や課題解決型の学び多く取
り入れ、大学（院）との連携やコンソーシアム（協働による学びの連携先）へのフィールドワークなど実践的な学び
を通して、主体性・協調性、課題発見解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、語学力を身に
つけ、未来を切り開く人材の育成をめざします。

中学生の
皆さんへ

第２学年からは、文、理、地域連携の３つの系に分かれ、国公立大学や難関私立大学をめざします。下宿希望者へ
の下宿費補助など地域から大きな支援を受けています。県下各地からの受検をお待ちしています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

地域アウトドアスポーツ類型のアウトドアスポーツ系は、安全や健康について学習し､地域の自然を活かしたアウト
ドアの体験や実習を通して、指導員や救急法の資格取得をめざしたり、スポーツイベントの企画や活性化策を探
究します。地域創造系は、地域をフィールドにした調査・研究を行い、その結果をもとに地域活性化策を探究して
進学をめざします。どちらも大学教授や専門家に指導していただきます。

中学生の
皆さんへ

地域アウトドアスポーツ類型は、アクティブラーニングで学びます。全国から集まる仲間と一緒に地域に飛び出
し、課題を見つけ、解決策を考え、地域に提言（発信）する中で、自分の未来を切り拓く力が身につきます！

特色類型（全国学区）

併設型中高一貫教育校

中学生の
皆さんへ

兵庫県立大学６学部への特別推薦制度があります。通学区域は県下全域で寮(個室)もあります。校風は自主・自
律。私服登校も可。ぜひオープン・ハイスクールに来て、「附属」を体験してください。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

進路に応じた新３コース（CS、FS、GAコース）を設置。３年間を通して少人数や習熟度別授業を導入し、県立大学の
研究室訪問や教員による高大連携授業を実施。専門教科として理数、英語に加えて独自の総合科学を取り入れ
たカリキュラムを展開。また、海外交流は姉妹校３校(オーストラリア・タイ・韓国)との相互訪問、アメリカでの短期
語学研修、修学旅行は海外研修(台湾)。サイエンスツアーや天文フィールドワークを実施。

●

●

●27

28

26

マスコット

キャラクター

いくのん

県立家島高等学校

県立生野高等学校

県立村岡高等学校

●25 県立大学附属高等学校
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学校名

西宮香風
阪神昆陽
西脇北
飾磨工業

学校名

青雲
網干

多部制

通信制

■20
■21
■22
■23

■24
■25

学校名

湊川
神戸工業
長田商業
神崎工業
有馬
錦城
農業
松陽
小野工業
姫路北
相生産業
龍野北
赤穂
豊岡
洲本
市立神戸工科
市立摩耶兵庫
市立楠
市立琴ノ浦

定時制

■5
■4
■3
■2
■1

■6
■7
■8
■9
■10
■11
■12
■13
■14
■15
■16
■17
■18
■19
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住 所 ： 神戸市長田区寺池町１－４－１

電話番号： ０７８－６９１－７４０６

アクセス ： 神戸市営地下鉄上沢駅より 北西へ７００m

高速長田駅より 北東へ８００m

学力検査（３月）　普通科

住 所 ： 神戸市兵庫区和田宮通２－１－６３

電話番号： ０７８－６５１－２８１１

アクセス ： 神戸市営地下鉄和田岬駅より 北へ徒歩５分

学力検査（３月）　※工業科

※工業科：機械科、電気科、建築科、情報技術科

住 所 ： 神戸市長田区池田谷町２－５－１

電話番号： ０７８－６３１－０６１６

アクセス ： 神戸高速高速長田駅

神戸市営地下鉄長田駅より 北へ徒歩15分

学力検査（３月）　創造ビジネス科

住 所 ： 尼崎市長洲中通１-１３-１

電話番号： ０６－６４８１－５５０３

アクセス ： ＪＲ尼崎駅より 南東へ徒歩10分

学力検査（３月） 機械科　電気科

住 所 ： 三田市天神２－１－５０

電話番号： ０７９－５６３－２８８３

アクセス ： ＪＲ三田駅・神戸電鉄三田本町駅より 徒歩15分

学力検査（３月） 普通科

学校の特色

本校のカリキュラムだけで３年間での卒業が可能であり、入学生のほとんどが３年の卒業をめざしています。新
入生歓迎遠足、グアム修学旅行（11年連続実施）、夜響祭（文化祭）、体育祭などの行事を生徒中心に企画・実施し
ています。平成30年度卒業生は進学６名、就職11名、その他６名で、就職講座、進学補習などを重ねることで個々
の進路を実現しています。特に学校斡旋の就職では、７年連続100％の就職率を達成しました。

中学生の
皆さんへ

「中学校ではあまり学校に行けなかったけど、高校で取り戻したい人」「アルバイトをしながら学びたい人」「少人
数の中で学校生活を送りたい人」など、頑張りたい人を応援します。

中学生の
皆さんへ

卒業した先輩は、働きながら学び、技術を身に付け、資格を取得して社会で活躍しています。学習指導や生活指
導も丁寧に行っています。学校推薦の就職者も多く、大学･専門学校への進学も可能です。

受検できる
学科・コース・

類型

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

働きながら学ぶ夜間定時制の工業高校です。じっくりと学習に取り組んで４年で卒業する四修制と３年で卒業す
る三修制があります。就職内定率100％を誇っており、第２種電気工事士・危険物取扱者など資格取得に力を入れ
ています。部活動も活発で、サッカー部、ソフトテニス部、陸上競技部、バスケットボール部、バレーボール部が全
国大会の出場経験があります。あいさつ運動など生徒会も活発に活動しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

令和４年度より「商業科」から「創造ビジネス科」に変わり、実際の株式会社経営を通して、より実践的・体験的な
学習を進めていきます。学校設定教科「地域創造」では、地域産業を研究し、地元商店街や企業と協働して商品
やサービスを開発、販売、さらに広告制作などを行います。こうした学びを通してコミュニケーション力や課題解
決力、創造力等を磨いていきます。また本校は、ＩＣＴ環境も充実しています。

中学生の
皆さんへ

本校は落ち着いた雰囲気で授業をおこなっています。少人数クラスで、生徒に寄り添いながら丁寧な指導をし
ていますので、安心して自分のペースで学ぶことができます。本校の卒業生は、様々な進路に進んでいます。

学校の特色

本校は４学科設置の定時制工業高等学校です。１年生では、４学科の基礎的な学習をすべて行い、「ものづくり」
の基礎を身につけ、２年生から適性に合った学科に進みます。各学科では実習で多くの体験を重ねつつ、個人の
学習ペースに合わせながら、学科の特色に応じた資格取得をめざします。そして工業人としての基本的な技術
を身につけ、実社会に対応できる力をつけていきます。

中学生の
皆さんへ

授業では実習・実技の時間を多く取り入れているので、「ものづくり」の技術や技能が基礎から楽しみながら身に
付きます。部活動も盛んで、短い放課後の練習で、近畿、全国大会に出場する部もあります。

受検できる
学科・コース・

類型

定時制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

学校の授業だけで３年間で卒業できるドリカムコースと４年間で卒業できるコースを設置しています。ドリカム
コースには、「学び直し」をめざした「ベーシック・ラーニングエリア」と、「調理師免許取得支援」を行う「ライフ・デ
ザインエリア」の２つのエリアがあります。そして、県立高校で３校しかない完全給食があり、本校生は栄養バラン
スのとれた温かい給食を食べてから授業に臨んでいます。

中学生の
皆さんへ

４年間で卒業できるコースと３年間で卒業するドリカムコースなど、特色あるコースをぜひ見学しに来てくださ
い。見学はいつでも可能です。まずは、事前にお電話を。

デンタ君

■

■

■2

3

■4

■5

1 県立湊川高等学校

県立神戸工業高等学校

県立長田商業高等学校

県立神崎工業高等学校

マスコット

キャラクター

県立有馬高等学校

デンタ君
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住 所 ： 明石市明南町３－２－１

電話番号： ０７８－９２８－３７４９

アクセス ： ＪＲ西明石駅より 北東へ約１．５km

学力検査（３月）　普通科

住 所 ： 加古川市平岡町新在家９０２－４

電話番号： ０７９－４２４－２９９６

アクセス ： ＪＲ東加古川駅より 北西へ徒歩15分

学力検査（３月）　普通科

住 所 ： 高砂市曽根町２７９４－１

電話番号： ０７９－４４７－４０２２

アクセス ： 山陽電鉄山陽曽根駅より 東へ徒歩10分

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 小野市片山町１０３４－１

電話番号： ０７９４－６３－１９４２

アクセス ： 神戸電鉄小野駅より 北西へ徒歩10分

学力検査（３月） 機械科

住 所 ： 姫路市本町６８－７０

電話番号： ０７９－２８１－０１１８

アクセス ： ＪＲ姫路駅より 北へ徒歩20分、

神姫バス姫山公園北下車すぐ

学力検査（３月） 普通科（単位制）

学校の特色

意欲と元気があれば、３年間で卒業できます。一人ひとりの興味・関心、適性、進路希望に合わせ多様な科目を選
択できます。また、習熟度別クラス編成や少人数クラス編成で、わかる授業をめざします。体育大会、文化祭等の
学校行事も生徒会を中心に企画・運営し、年々充実しています。部活動も活発で、全国大会出場等、優秀な成績
をあげています。調理員さんの作る温かい給食は大変魅力的です。

中学生の
皆さんへ

勉強、学校行事、部活動など、あなたの活躍できる場が必ずあります。姫路北で、将来の夢に向かって学力や個
性を伸ばし、自ら学ぶ積極的な高校生活を送ってみませんか。

中学生の
皆さんへ

勉強はちょっと苦手、でも「ものづくり」は大好きという人を募集しています。部活動では、定時制通信制の全国
大会や近畿大会に出場する部もあり、熱心に練習をしています。あなたの夢を応援します。

受検できる
学科・コース・

類型

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

実習が全学年にあり、「ものづくり」の喜びが味わえるとともに、やればできるという自信を得ることができま
す。また、機械製図検定等、多くの資格取得に力を入れています。高校生ふるさと貢献活動事業では小学生を対
象とした工作教室を実施するなど、工業高校の特色をいかし、「ものづくり」を積極的に推進しています。３年間
で卒業できるコース（三修制）もあります。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本年度創立70周年を迎えた地域に根ざした伝統のある学校で「面倒見一番の学校」をめざし、夢の実現を積極
的に支援します。３年間で卒業可能な制度があり、７割の生徒が３年で卒業しています。就職希望者は全員が正
社員での就職を決めています。専門学校や大学へ進学する生徒も増えてきました。部活動も活発で、近畿大会
や全国大会で入賞する部もあります。

中学生の
皆さんへ

勉強が苦手でも、中学校の時たくさん休んでいても、真面目に取り組めばきっと道は開けます。これまで悩んで
きた多くの先輩達が新しい人生を歩んでいます。あなたもチャレンジしてみませんか。

学校の特色

社会人としての基礎力をじっくりと養い４年で卒業。または、三修制の取組で３年で卒業。どちらを選択しても、①
「学び直し」により生きる力の基盤となる基礎学力の定着を図ります。②「県農みらいプラン」（キャリア教育）によ
り皆さんがよりよい未来を手にするための支援を行います。③活発な生徒会活動や部活動でも居場所が見つか
ります。④「県農に来てよかった」と胸を張り卒業できます。

中学生の
皆さんへ

多様な個性をもつ皆さんが「自ら育つ（変わる）力を秘めている」ことを信じ、教職員一同「真心込めたおせっか
い」を焼き続けます。社会へ羽ばたき自立するための力を、本校で身に付けませんか。

受検できる
学科・コース・

類型

定時制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

学び直しや、少人数クラス編成、習熟度別授業など、きめ細やかで丁寧な教育で基礎学力の向上をめざしてい
ます。３年で卒業できる三修制も設置しています。キャリア教育にも力を入れ、正式採用をめざしたキャリアシップ
（有給インターンシップ制度）等があり充実しています。生徒会活動も盛んで、様々なボランティア活動にも取り
組んでいます。９種目の運動部と３つの文化部、３つの同好会があり、日々活動に取り組んでいます。

中学生の
皆さんへ

落ち着いた、温かい雰囲気で授業が行われています。将来の夢を探している人、新しい自分にチャレンジしたい
人を学校全体で全力応援します。働き、学んだ先に見える「輝く未来」を手にしよう。

■

■

■7

8

■9

■10

6 県立錦城高等学校

県立農業高等学校

県立松陽高等学校

県立小野工業高等学校

県立姫路北高等学校
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住 所 ： 相生市千尋町１０－５０

電話番号： ０７９１－２２－１６２６

アクセス ： ＪＲ西相生駅より 東へ徒歩５分

学力検査（３月） 機械科

住 所 ： たつの市新宮町芝田１２５－２

電話番号： ０７９１－７５－２９００

アクセス ： ＪＲ播磨新宮駅より 南東へ徒歩10分

学力検査（３月）　商業科

住 所 ： 赤穂市海浜町１３９

電話番号： ０７９１－４３－２２１４

アクセス ： ＪＲ播州赤穂駅より 南東へ３km

神姫バス赤穂高校西下車 南東へ100m

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 豊岡市京町１２－９１

電話番号： ０７９６－２２－２１１３

アクセス ： ＪＲ豊岡駅より　徒歩15分

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 洲本市上物部２－８－５

電話番号： ０７９９－２２－１５５０

アクセス ： 洲本高速バスセンター下車 南西へ２km

学力検査（３月） 普通科

学校の特色

「できる！わかる！つながる！～学び直しの学校～」をスローガンに掲げ、「入学してよかった。学んでよかった。
卒業してよかった。」と思える学校づくりを行っています。基礎･基本の定着を図るため、きめ細やかな授業を通
して学び直しを行い、進路実現をサポートします。学校行事や体験活動を通して、感動や共感する心、思いやり
の心を培い、地域の方々とも素敵な人間関係を築くことができます。

中学生の
皆さんへ

授業は基礎･基本を大切にした内容でわかりやすく楽しく学習できます。高等学校卒業程度認定試験を利用する
ことで３年間での卒業も可能です。部活動ではソフトテニスが全国大会出場、水泳同好会も活躍しています。

中学生の
皆さんへ

豊岡高校定時制は一人ひとりを大切にする学校です。「もう一度基礎から学びたい」「地域や仲間とつながりた
い」「働きながら学びたい」という皆さんの思いを全力でサポートしていきます。

受検できる
学科・コース・

類型

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

修業年数は４年ですが、０校時の受講や県立網干高校通信制課程との併修等により、３年間での卒業も可能で
す。１年生での少人数指導をはじめ、学校設定科目や「総合的な探究の時間」の充実などによる丁寧な授業を実
施し、基礎・基本の定着を図っています。また、商業系検定の資格取得や地域交流発表会、杞柳教室、陶芸教室、
特別支援学校との交流学習等、地域とともに取り組む学校行事にも力を入れています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

０・５校時の科目履修や高等学校卒業程度認定試験の科目合格によって、３年間での卒業も可能です（三修制）。
少人数制や複数教員担当授業の実施のほか、特別支援学校との交流及び共同学習、地域の伝統文化（緞通・陶
芸）の学習など、体験学習が充実しています。また、地域イベントでのブース出展や被災地復興支援ボランティア
活動などに力を注いでいます。学んだことを発信し次へつなげる学習活動を授業に取り入れています。

中学生の
皆さんへ

「夢への一歩を赤定で」赤定はふるさとを愛し、地域で活躍できる人を応援します。一緒に頑張りましょう。

学校の特色

龍野北高等学校（定時制課程）は「進取　練磨　貢献」を校訓とし、「地域に愛される日本一の定時制高校」を目
標にあげています。定時制商業科の専門教育のなかで、商業実践常設店舗「龍北工房」を企画・運営し、授業での
学びを実践の場で取り入れる活動をしています。また、さまざまな学校行事や生徒会活動・部活動などを通じ、
地域に貢献し、社会で必要とされる力をつけていきます。

中学生の
皆さんへ

授業は少人数で基礎基本を重点的に学びます。また４年間での卒業を基本としますが、０校時・５校時を設定し、
授業や高校卒業程度認定試験の合格等によって３年間での卒業（三修制）も可能です。

受検できる
学科・コース・

類型

定時制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

「働きながら学ぶ」ことを基本として、勤労と勉学の両立をめざします。授業では生徒一人ひとりに合わせて習
熟度別少人数指導を行い、基礎学力定着を図ります。専門科目では工業に関する基礎知識を学び、実習を通し
て機械加工の技術を高め、資格取得にも力を入れています。また、地域連携防災訓練、文化体験等で地元の方と
交流し、地元自治会に実習作品を寄贈する等、地域に親しまれる学校づくりをしています。（三修制設置）

中学生の
皆さんへ

最寄り駅から近く、通学に便利です。就職に向けて技能を身に付けたい人に最適です。HR活動や学校行事が充
実し、部活動が盛んで、自他ともに大切にする風土が根付き、生徒は生き生きと学校生活を送っています。

■

■

■12

13

■14

■15

11 県立相生産業高等学校

県立龍野北高等学校

県立赤穂高等学校

県立豊岡高等学校

県立洲本高等学校
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住 所 ： 神戸市中央区脇浜町１－４－７０

電話番号： ０７８－２７２－９９１０

アクセス ： ＪＲ灘駅より 南西へ徒歩３分

学力検査（３月）　工業技術科

住 所 ： 神戸市中央区東川崎町１－３－８

電話番号： ０７８－３６０－１３１６

アクセス ： ＪＲ神戸駅より徒歩６分

高速神戸駅より徒歩７分

学力検査（３月） 普通科（昼間部・夜間部）

住 所 ： 神戸市兵庫区松本通１－１－１

電話番号： ０７８－５２１－４７００

アクセス ： 神戸市営地下鉄湊川公園駅・神戸電鉄湊川駅より 徒歩３分

学力検査（３月） 普通科

住 所 ： 尼崎市北城内４７－１

電話番号： ０６－６４８１－８４６０

アクセス ： 阪神尼崎駅より 南東へ徒歩５分

学力検査（３月） 普通科

受検できる
学科・コース・

類型

定時制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
「ものづくり」を通して工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を身につけるとともに、創造的な能力と実践的
な態度を持ち、社会に貢献できる人材を育成します。第１学年で工業全般に関する学習をした後、第２学年進級時
に「機械コース」「電気コース」「ロボティクスコース」から自分の学びたいコースを選びます。

中学生の
皆さんへ

「安全で安心して学ぶ」ために★基礎基本から学ぶ★ものづくりの技術を養う★資格検定、部活動、大会への挑
戦★進路相談・支援を行い、「きめ細やかな指導」を行っています。

学校の特色
豊かな人間関係の築き方を学ぶソーシャルスキルトレーニングに取り組んでいます。
わかる喜び・学ぶ喜びが実感できるよう基礎学力の確実な定着に取り組み、学習意欲の向上を図ります。
体験的・実践的活動と丁寧な教育相談により、失敗を恐れない挑戦力と実践力を培います。

中学生の
皆さんへ

新たなチャレンジの場で、自分の能力を伸ばしてみませんか。
部活動が盛んで、運動部・文化部、問わず毎年多数の部が全国大会に出場しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色
「自分を変えたい」「学び直したい」「働きながら学びたい」など生徒の思いを受け止め、個々の特性や環境を考
慮しながら、きめ細やかな教育活動を実践しています。学力のフォローアップ体制も充実しており、手厚い指導を
行なっています。また、資格取得にも力を入れており、卒業後の進路に向け、全面的にサポートします。

中学生の
皆さんへ

互いの個性や考え方を認め合う、皆が安心して通える学校です。また、部活動も盛んで、毎年多くの部が全国大
会・近畿大会に出場しています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

本校は夜間定時制高校で、三修制と四修制があります。少人数クラスで中学校の学び直しや再チャレンジ、自立
を促すキャリア教育が特徴の学校です。２年生から「普通系列」「商業系列」「工業機械系列」「工業電気系列」に
分かれて特色のある科目を学習します。夕食は全員お弁当給食です。部活動も盛んで多くの人が全国大会に出
場し、生徒会活動では被災地支援ボランティアや地域のイベントに積極的に参加しています。

中学生の
皆さんへ

中学校は休みがちだった。人と比べられるのが苦手。人間関係を作るのが苦手。そんな皆さんへ「学び直し支
援」「進路相談支援」「カウンセラー支援」「自立を促す支援」など充実した本校で再出発してみませんか！

■

■

■17

18

■19

16 市立神戸工科高等学校

市立摩耶兵庫高等学校

市立楠高等学校

市立琴ノ浦高等学校
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住 所 ： 西宮市建石町７－４３

電話番号： ０７９８－３９－１０１７

アクセス ： 阪神香櫨園駅より 南へ徒歩１０分

Ⅰ期試験　（２月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

Ⅱ期試験A （３月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

住 所 ： 伊丹市池尻７－１０８

電話番号： ０７２－７７３－５１４５

アクセス ： 阪神バス宮ノ北団地下車 徒歩２分

Ⅰ期試験　（２月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

Ⅱ期試験Ａ （３月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

住 所 ： 西脇市郷瀬町６６９－３２

電話番号： ０７９５－２２－５８５０

アクセス ： ＪＲ西脇市駅より 北へ徒歩４５分（自転車１５分）

Ⅰ期試験   （２月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

Ⅱ期試験Ａ （３月中旬）　普通科（単位制）１部・２部・３部

住 所 ： 姫路市飾磨区細江３１９

電話番号： ０７９－２３５－１９５１

アクセス ： 山陽電鉄飾磨駅より 西へ徒歩７分

Ⅰ期試験　（２月中旬）　基礎工学科（単位制）１部・２部・３部

Ⅱ期試験Ａ （３月中旬）　基礎工学科（単位制）１部・２部・３部

受検できる
学科・コース・

類型

多部制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

１・２・３部とも、それぞれ１日４～６時間の授業を受講します。自らの興味関心、進路目標を基に自分のペースに合わ
せて時間割を組み、３年から６年までの間での卒業をめざします。前期(４～９月)後期(10～３月)の２学期制で、９
月卒業・10月入学も可能。本校独自の科目に加えて、数学と英語には学び直しの授業を設置しています。また、ユ
ニバーサルデザインの考え方やＩＣＴ機器を取り入れた授業を多く実施しています。

中学生の
皆さんへ

多様な生徒が多様な通学時間帯、多様な在籍期間で学ぶことができます。わかりやすい授業に加えきめ細かい
指導によって見通しを立てた進路指導を行っています。あなたも夢に向かって一歩踏み出してみませんか。

学校の特色

同一敷地内に設置されている阪神昆陽特別支援学校との交流及び共同学習に日常的に取り組み、学校設定科
目「ノーマライゼーション」の授業を通して共に助け合っていくことを実践的に学びながら、自己肯定感と自己
効力感を培います。また、地域の方々とのふれあいを積極的にすすめるとともに、タイ王国との教育交流を行う
など国際感覚を身につけ、社会と地域に貢献できる人財を育てています。

中学生の
皆さんへ

本校は働きながら学ぶ生徒や中途退学者の再チャレンジ、自分のペースで学びたい生徒など、幅広いニーズを
持つ生徒がそれぞれの興味関心等に応じて主体的に学ぶことのできる学校です。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

多部制高校として、各自のライフスタイルにあわせて学習時間を選ぶことができます。また、単位制高校として
通常授業の他、自由選択授業の履修や技能審査の成果等による単位修得が可能で、３年間での卒業も可能で
す。少人数による授業や習熟度別クラス編制による「わかる授業」「身につく授業」「伸ばす授業」を展開し、人間
関係構築スキルと学習スキルを習得するコーピングの授業を１年次生全員が受講します。

中学生の
皆さんへ

令和３年度は、第10回東日本大震災などの現地災害ボランティア活動を実施しました。アットホームな雰囲気の
中で多様な活動を体験することにより、自信を身につけ、就職や進学実績を伸ばすことができています。

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

単位制・前期後期の２学期制の工業高等学校です。１部・２部は1年次後期から、３部は２年次から「機械工学系」「電
気情報工学系」「エネルギー環境工学系」の３つの専門系に分かれて専門的な学習を行います。１日６時間の授業
を受けることにより、３年で卒業することができます。卒業生の約８割が就職しますが、企業からの求人数は多
く、令和３年度の求人倍率は４倍を超えています。

中学生の
皆さんへ

基礎学力と専門教育を充実させて、各生徒の個性に応じた進路実現を支援します。ふるさと貢献活動や部活動
に積極的に取り組んでいます。部活動では、毎年多くの部が全国大会に出場して活躍しています。

■

■

■21

22

■23

20

県立阪神昆陽高等学校

ﾏｽｺｯﾄ ｷｬﾗｸﾀｰ”こやっこ”

県立西宮香風高等学校

県立西脇北高等学校

県立飾磨工業高等学校

41

http://www.hyogo-c.ed.jp/~hanshinkoya-sn/koukou/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kofu-hs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/nishiwakikita-hs/htdocs/
http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/


住 所 ： 神戸市長田区池田谷町２－５

電話番号： ０７８－６４１－４２００

アクセス ： 高速長田駅・神戸市営地下鉄長田駅より 北西へ徒歩１５分

面接（３月上旬） 普通科（単位制）

住 所 ： 姫路市網干区新在家２５９－１

電話番号： ０７９－２７４－２０１４

アクセス ： 山陽電鉄網干駅より 南へ徒歩２５分

面接（３月上旬） 普通科（単位制）
受検できる
学科・コース・

類型

通信制

受検できる
学科・コース・

類型

学校の特色

年間登校日数は約２５日（うちスクーリングは１６日、日･月･木曜日に実施）で、前期・後期の２学期制です。「必要数
のスクーリング出席」＋「自宅学習でレポート作成・合格」⇒「学期末テスト受験資格取得」⇒「テスト合格」⇒「単
位認定」となります。単位制なので、原級留置はありません。協力校の柏原高等学校、洲本実業高等学校でもス
クーリング（日曜日）を実施しています。

中学生の
皆さんへ

自学自習が基本なので、「やる気」の持続がいちばん大切です。一般的には修業年限４年ですが、最短３年でも
卒業は可能です。一人ひとりの事情に応じた学習が可能ですので、是非一度、見学に来てください。

学校の特色

スクーリングで先生の指導を受け、自宅でレポートを仕上げ、テストに合格することで単位を修得します。必修科
目と商業科・家庭科の専門教科も含めた選択科目の合計７４単位以上を修得すると高校卒業の資格が得られま
す。大学・短大への進学も可能です。公開講習会やスポーツタイムなど様々な行事もあります。阪神昆陽高校、西
脇北高校、豊岡高校でもスクーリングを受けることができます。

中学生の
皆さんへ

通信制高校は「自学自習」が基本で、自分のペースで学習ができます。経済的理由や身体的理由等で毎日学校
に登校ができない人も、先生方の丁寧な指導のもとに、充実した学習活動が行えます。

■

■25

24 県立青雲高等学校

県立網干高等学校
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