令和４年度
兵庫県公立高等学校入学者選抜
国際教養コース

生徒募集要項

兵庫県立宝塚西高等学校
〒665-0025

宝塚市ゆずり葉台１丁目１番１号

Tel: 0797-73-4035

Fax: 0797-73-6298

１ 教育目標
（１）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貢献できる人材を育成する。
（２）国際的な視野を広げ、自らの見識を深めるため、「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。
（３）豊かな人間性や社会性に裏付けられた国際的教養を身につけたグローバル人材を育成する。
２ 教育課程上の特色
（１）幅広い教養を身につけるため基礎基本を重視した教育課程を編成しており、多様な進路実現
を可能にするため、英語・国語・地理歴史に重点を置いて学習を行う選択群と、数学や理科を含
めてバランスよく学習する選択群のいずれかを履修する。
（２）学校設定科目として、１年で英語でのコミュニケーション能力を培う「英語会話」
、２年・３
年では英語で自分の考えを論理的に伝える能力を養う「ロジカルイングリッシュ」
、主体的な学
びを深める「ディベート」
、第二外国語として「フランス語」を選択して学ぶことができる。
１ 募集定員
全日制の課程 普通科 国際教養コース 40 名
２ 出願資格
次の(1)、(2)及び(3)の条件をすべて満たしている者に限ります。ただし、帰国生徒にかかわる出願
資格は P.3 による。
(1) 令和４年３月（以下、年表示のない日付は令和４年を示す）に中学校を卒業する見込みの者並び
に学校教育法第 57 条及び同施行規則第 95 条に規定する者。
(2) 第２学区内に保護者（本人に対して親権を行う者をいい、親権を行う者がないときは、本人の後
見人をいう。以下同じ。）とともに居住している者。ただし、県外からの転居又は第２学区外への
転居が確定している者、県外の中学校卒業見込の者及び卒業者等、特別の事情がある場合は、令
和４年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱（以下「選抜要綱」という。
）の第 11 による。
(3) 本校国際教養コースを第１志望とする者のうち、次項の推薦基準を満たし、中学校長が推薦する者。
３ 推薦基準
(1) 本校国際教養コースを志願する動機・理由が明白かつ適切であること。
(2) 本校国際教養コースに対する適性及び興味・関心を有すること。
(3) 本校国際教養コースでの特色ある教育活動に積極的に参加し、主体的に学習する意欲があること。
４ 出願手続
志願する者は、次の(1)～(8)の書類及び入学考査料を、２月３日（木）から２月７日（月）までの
間に、出身中学校長を経て本校校長に提出しなければいけません。受付時間は、9:00～16:30（２月７
日（月）は 9:00～12:00）とします。
なお、本校校長へは郵送による提出も可とし、その場合は、配達日指定（２月３日（木）又は２月４
日（金））の簡易書留にしなければいけません（封筒表面に「願書在中」と朱書してください）。また、
受検票の送付用として 344 円分の切手（速達料金を含む。返送する受検票が多い場合は、その重量に応
じた切手。
）を貼り、送付先を記入した返信用定形長３号封筒（12cm×23.5cm）を同封してください。
帰国生徒にかかわる出願手続は P.3 によります。
(1) 推薦入学願書・受検票（本校で交付する所定のもの。切り離さないでください。）
(2) 面接調査票（本校で交付する所定のもの）
(3) 住民票記載事項証明書（選抜要綱 様式 6）
（過年度卒業生のみ必要。
）
(4) 選抜要綱第 6204 項の保護者が後見人の場合は、中学校長が確認した旨の副申書（様式自由）
(5) 志願先高等学校長が発行した入学志願承認書（選抜要綱第 11101 項及び第 11201 項に該当する者に
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限り必要。
）
（※）本校校長が発行する「入学志願承認書」に関する事務手続は、１月１４日（金）から２月２日
（水）まで（土曜、日曜、祝日は除く）本校において行います。受付時間は 9:00～16:30 です。
なお、この手続きを郵送で行なう場合には、１月２７日（木）までの必着の簡易書留にしなけ
ればなりません（封筒表面に「入学志願承認申請書在中」と朱書きすること）
。また、
「入学志願
承認書（様式 17）の送付用として 440 円分の切手（簡易書留料金を含む。返送する入学志願承
認書が多い場合はその重量に応じた切手）を貼り、送付先を記入した返信用定形外角形２号封筒
（24cm×33.2cm）を同封してください。
(6) 推薦書（選抜要綱 様式 12）
(7) 調査書（選抜要綱 様式 1）
(8) 入学考査料 2,200 円（兵庫県収入証紙を推薦入学願書の所定の欄に貼付してください（消印のあ
るものは無効です。）
）

５ 選抜方法
中学校の校長から送付された推薦書、調査書、選抜要綱に基づいて実施する面接、適性検査、実技
検査、小論文（作文）の結果を資料として行います。
６ 面接、適性検査、実技検査及び小論文（作文）
(1) 期 日
令和４年２月１６日（水）
(2) 場 所
兵庫県立宝塚西高等学校（集合場所： 体育館１階 生徒集会室（食堂）
）
(3) 時 間
8:30
集合完了
10:15～10:55
小論文（作文）
8:30～8:45
諸注意
10:55～11:40
昼 食
9:05～9:55
適性検査（英語）
11:40～14:40 頃
実技検査（英語）
・面接（日本語）
(4) 持ってくる物
受検票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム）、腕時計、昼食、水筒、上履き、靴
を入れる袋、マスク。
（注）下敷き、筆箱、計算機（時刻表示付きを含みます）
、計算機や辞書機能、通信機能等が付い
た時計等、携帯電話等、その他受検に必要のないものは検査等の場所へは持ち込みできません。
月・日・曜日付き時計の持ち込みは差し支えありません。
(5) 当日の注意事項
ア 各検査等の開始後 10 分以内の遅刻の場合においては受検を認めますが、検査等の時間の延長
は行いません。
イ 実技検査・面接等すべてが終了するまで校舎の外に出ることはできません。
ウ 検査等の会場には時計は設置していません。
７ 合格者の発表
(1) ２月２１日（月）14:00～15:00 の間に、本校に受検番号を掲示して行うとともに、当日以降、中
学校長へ文書で通知します。電話等による問い合わせには一切応じません。
(2) 合格者は、当日窓口で受検票を提示し、合格証ほかの書類を必ず受け取ってください。
(3) 合格者は、３月２３日（水）午後に説明会を行いますので、必ず保護者とともに集合してくださ
い。
（詳細な指示は、２月２１日（月）の合格発表時に行います。）
８ その他
(1) 合格者は、県内公立高等学校に新たに出願することはできません。
(2) 合格とならなかった者は、選抜要綱により、本校普通科又は他の県内公立高等学校へ新たに出願
することができます。
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国際教養コースへの志願者のうち、帰国生徒にかかわる推薦入学実施要領
１ 出願資格
帰国生徒で、国際教養コースへ入学を志願することのできる者は、本校の令和４年度国際教養コー
ス生徒募集要項（以下「募集要項」という。)の２の(1)の出願資格を満たし、かつ、推薦入学におい
て本校国際教養コースを第 1 志望とし、外国における在住期間が１年以上であり、次の(1)～(3)のい
ずれかに該当する者とします。
なお、選抜要綱第 4104 項のただし書きに該当する者は、選抜要綱第 11 の手続きを要します。
(1) 平成３１年４月１日以降に帰国後、第２学区内に居住しており、保護者とともに引き続き第２学
区内に住所を有する者。
(2) 平成３１年４月１日以降に帰国後、現在第２学区外に居住しており、令和４年４月７日までに第２
学区内へ住所を移し、保護者とともに引き続き第２学区内に住所を定める見込みの者。
(3) 現在外国に居住しており、令和４年 4 月７日までに第２学区内へ住所を移し、保護者とともに引
き続き第２学区内に住所を定める見込みの者。
２ 出願手続
志願する者は、次の(1)～(7)の書類及び入学考査料を、２月３日（木）から２月７日（月）までの
間に、出身中学校長又は外国における最終学校の校長を経て、本校校長に提出しなければいけません。
受付時間は、9:00～16:30（２月７日（月）は 9:00～12:00）とします。
なお、本校校長へは郵送による提出も可とし、その場合は配達日指定（２月３日（木）又は２月４
日（金）
）の簡易書留にしなければいけません（封筒表面に「願書在中」と朱書してください。）
。また、
受検票の送付用として 344 円分の切手（速達料金を含む。返送する受検票が多い場合は、その重量に
応じた切手。
）を貼り、送付先を記入した返信用定形長３号封筒（12cm×23.5cm）を同封してください。
(1) 推薦入学願書・受検票（本校で交付する所定のもの。切り離さないでください。）
(2) 面接調査票（本校で交付する所定のもの。
）
(3) 外国在住を証明する書類（在住期間明示のもの。）
(4) 出身中学校長又は外国における最終学校の校長の推薦書（選抜要綱 様式 12 に準じます。
） ただ
し、外国における最終学校の校長の推薦書を提出できない場合は、その旨を本校校長に届け出て
ください。
(5) 調査書（選抜要綱 様式 1）又は外国における最終学校の成績証明書若しくはこれに代わるもの。
選抜要綱第 11101 項及び第 11201 項に該当する者は、本校校長が発行する「入学志願承認書」。
（※）本校校長が発行する「入学志願承認書」に関する事務手続は、１月１４日（金）から２月２日（水）
まで（土曜、日曜、祝日は除く）本校において行います。受付時間は 9:00～16:30 です。
なお、この手続きを郵送で行なう場合には、１月２７日（木）までの必着の簡易書留にしなければな
りません（封筒表面に「入学志願承認申請書在中」と朱書きすること）
。また、
「入学志願承認書（様
式 17）の送付用として 440 円分の切手（簡易書留料金を含む。返送する入学志願承認書が多い場合
はその重量に応じた切手）を貼り、送付先を記入した返信用定形外角形２号封筒（24cm×33.2cm）を
同封してください。
(6) 入学考査料 2,200 円（兵庫県収入証紙を推薦入学願書の所定の欄に貼付してください（消印のあ
るものは無効です。）
。
(7) その他本校校長が必要とする書類
３ 選抜方法
募集要項５（P.2）によって行います。ただし、帰国生徒の事情を配慮しながら、総合的に合否の判
定を行います。
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