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Ⅰ 進路に関する予定 
 
１．入試に関する日程 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

高等専門学校 私立高校 公立高校 就 職 

１次職業相談 
（10 月中旬） 
 
求人一覧表配布 

（12 月） 
 
２次職業相談 

（1 月中～下旬） 

職業統一選考 
（2 月中旬） 

随時 職業相談 

願 書 配 布 
（1 月上旬） 
願 書 出 願 
（1/24） 

入 学 試 験 
（2/9～2/10） 
合 格 発 表 
（2/11～） 

1.5 次 入 試 

２ 次 入 試 

推薦・特色・ 
多部制Ⅰ期出願 

 （2/4～2/6） 

推薦・特色・ 
多部制Ⅰ期入試 

 （2/15） 
推薦・特色・ 

多部制Ⅰ期発表 
 （2/20） 
学力検査出願 
（2/22～2/26） 

学 力 検 査 
（3/12） 

推薦入試 1/19 
推薦発表 1/22 

一般入試 2/17 
一般発表 2/22 

定時制再募集 
 出願 3/20～3/22 
 志願変更 3/25～3/26 
 入試 3/27・発表 3/27,28 
４月受検通信制 

学力検査発表 
（3/19） 

 

志 願 変 更 
（2/28～3/4） ※多部制Ⅱ期は除く 
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志願変更 
多部制Ⅰ期 

 
（2/7～2/8） 

推薦出願 (明石)1/7～1/11 
(神戸)1/8～1/10 

一般出願 
(明石)1/28～2/1 
(神戸)1/8～1/16 



＜11月＞ 

 1 日(木) 進路集会(1校時) 

 2 日(金) 第２回学力調査 / 推薦・特色志願理由書配布 

 5 日(月) 教育相談 

 6 日(火) 教育相談 

 7 日(水) 教育相談 

 8 日(木) 教育相談 

 9 日(金) 教育相談 /第２回進路希望調査締め切り 

12 日(月) 面接練習(1校時) 

 15 日(木) 推薦・特色志願理由書締め切り 

20 日(火) 期末テスト 

 21 日(水) 期末テスト 

 22 日(木) 期末テスト / 推薦希望者面接 

 26 日(月) 推薦希望者面接 

 28 日(水) 推薦希望者面接 

 29 日(木) 推薦希望者面接 

 30 日(金) 推薦希望者面接 

 

＜12 月＞ 

 13 日(木) 進路懇談会 

 14 日(金) 進路懇談会 

 17 日(月) 進路懇談会 

 18 日(火) 進路懇談会 

 19 日(水) 進路懇談会 
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推薦志願者は「推薦志願理由書」を、 
特色入試志願者は「特色入試志願理由書」 
を書いて、期限内に提出すること！ 



＜１月＞ 

8 日(火) 私学願書配布および下書き/面接練習 

  9 日(水) 面接練習 

 10 日(木) 私学願書清書(完成)/面接練習 

 11 日(金) 面接練習 

 15 日(月) 面接練習/推薦,特色,多部Ⅰ期願書配布および下書き（21 日までに清

書・完成） 

19 日(土) 高専推薦入試 

 22 日(火) 高専推薦入試合格発表 

 24 日(木) 私学出願 

 

＜２月＞ 

 4 日(月) 公立一般願書配布および下書き（14日までに清書・完成） 

  9 日(土) 私学入試 

 10 日(日) 私学入試（一部） 

 15 日(金) 推薦,特色,多部制Ⅰ期入試 

  17 日(日) 高専一般入試 

 20 日(水) 推薦,特色,多部制Ⅰ期入試合格発表 

21 日(木) 特別支援学校入試 

 22 日(水) 高専一般合格発表 

 26 日(火) 学年末テスト 

 27 日(水) 学年末テスト 

 28 日(木) 学年末テスト/志願変更/特別支援学校合格発表 

 

＜３月＞ 

 1 日(金) 志願変更 

 3 日(日) 通信制面接 

 4 日(月) 志願変更/通信制面接 

8 日(金) 卒業証書授与式 

 12 日(火) 公立学力検査 
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Ⅱ．受験について 
１．私立高等学校 
（１）特徴 
   ・学区制がないので、どの学校でも受験できます。 
   ・入試日は兵庫・大阪・京都で平成３１年２月９日（土）、１０日（日）に

統一されています。 
   ・公立高校に比べて、色々な特色をもった学校が多いです。 
 
（２）費用 
   ・受験料は 15,000 円～20,000 円くらいが多いようです。 
   ・入学時に、入学金、授業料の一部、制服、教科書代、施設費など３０万～

６０万円くらい必要です。（学校によって異なります。年間では７０万～１３０万

円くらい必要です） 
   ・併願で受験し、合格した場合の入学費用は、公立高校の合格発表後まで待

ってくれます。ただし、公立高校学力検査合格発表当日または翌日が期限となって

いる学校が多いので、併願校への進学が決まれば早急に入金できるように、ご用意

をお願いします。 
   ・近年、内申の成績や入試の結果によって、入学金・授業料等が減免され、

公立高校並みの授業料で通える学校もあり、成績優秀な場合は全額免除の学校もあ

ります。 
 
（３）合否判定 
   ① 試験   国語、数学、社会、理科、英語の５教科型 
          国語、数学、英語の３教科型 
         のいずれかが多いですが、２教科、１教科の学校もあります。 
          教科を選べる学校もあります。 
       （１教科でも特に悪い点があると、不合格になる場合もあります。） 
   ② 面接   ほとんどの学校で実施されます。（保護者同伴の学校もありま

す。）面接を重視し、学校に合わないと判断されれば不合格になる場合もあります。

（服装、頭髪などの身だしなみ、態度、言葉遣いに注意） 
   ③ 調査書  合否判定の資料となります。（重要度は学校によって異なりま

す。） 
 
（４）1.5 次、２次募集 



    私立高校の合格発表後、公立高校の入試までに行う募集 … 1.5 次募集 
    公立高校の合格発表後に行う募集 … ２次募集 
    といい、募集人員も少なく難易度は高くなります。 
（５）志望方法 
    専願 … その学校を第１志望とし、合格すれば必ずその学校に入学する。 
        「合格すれば必ず入学する」という約束のもとで受験するので、

合格ラインなど有利に扱われる。 
         ※専願で受験後、併願に変更することはできません。 
 
        入学費用は合格発表後すぐに納めなければなりません。必要な手

続きを行わないと、合格が取り消されます。 
 
    併願 … 私立高校を第２志望とし、後から受検する公立高校（第１志望）

に合格すれば、私立高校には入学しないという条件で受験する。 
    ※公立高校は合格すれば、必ず公立高校に入学しなければなりません。 
 
（６）その他  専願、併願を問わず、志望校を決めるまでには、是非一度お子様

と一緒に高校の見学会（説明会）などに参加して、実際の様子を見ていただいてか

ら決定してください。 
      出願は中学校で決めた日に受験生徒全員で、願書を出しに行きます。 
 
２．公立高等学校 
（１）公立高校の入試に際して 
  ① 出願資格 
    ・平成３１年３月に中学校を卒業する見込みの者。 
    ・全日制の課程を志願する者については、志願先高等学校の通学区域内に

保護者とともに居住している者。 
    ・特別の事情がある場合は、入学志願承認申請が必要。 
    （申請時期；平成３１年１月１５日～２月２１日１２時まで、 
     推薦・特色は平成３１年１月１５日～２月１日１６時３０分まで） 
 
  ② 専願受検 
    公立高校は専願受検となるため、合格した場合は必ずその学校

（学科・コース）への入学する事になります。 
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  ③ 入学考査料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜兵庫県収入証紙売りさばき所＞ 
 ・三井住友銀行（杭瀬支店、尼崎市役所出張所 等） 
 ・兵庫六甲農業協同組合（小田支店 等） 
 
   ※それ以外の売りさばき所については「阪神教育事務所ホームページ」を参

考にしてください。 
 
＜授業料＞  ※１年間の授業料  それ以外も諸費が必要です。 
 ・全日制課程 118,1800 円 
 ・定時制課程   32,400 円 
 ・通信制課程 1単位あたり 310円（卒業に必要な単位数は 74 単位で 22,940 円） 
 
（２）それぞれの入試について 
  ①推薦入試 
     一般的には学校推薦入試を指し、中学校長による推薦を経て受検する方

法です。 
    専門学科、普通科単位制、総合学科は全県学区（県下全域の高校が受検対

象）となります。普通科コースは、第２学区内の高校が対象になります。受検は面

接や小論文、適性検査など（高校によって異なる）が行われます。入試日が同じた

め、特色選抜および多部制Ⅰ期試験と同時受検はできません。 
      ※専門学科（職業学科）、普通科単位制、総合学科は定員の 50%以内

設 置 区

分 課程 金額 納入方法 

県立高

校 
全日制 2,200 円 兵庫県収入証紙を入学願書の所定の欄に貼付す

る。 
（消印のあるものは無効。） 定時制 950 円 

市立高

校 

全日制 2,200 円 
志願先高等学校に現金により直接納入する。 
（中学校で取りまとめて納入します。） 
ただし、郵送による出願の場合は、入学考査料分

の定額小為替を同封する。 
定時制 

尼崎市立は 
950 円 

神戸市立は 
300 円 

－6－ 



を募集。 
     専門学科（特色のある学科）、普通科コースは定員の 100%を募集。 
 
 
 
公立推薦入試の受検資格 

当該学科・コースを第１志望とする者のうち，次の条件を満たし、中学校長が推薦

する者であることが、受検資格になります。 

 (1)当該学科を志望する動機・理由が明白かつ適切であること。 

 (2)当該学科に対する適性及び興味・関心を有すること。 

本校の推薦委員会により、協議・書類選考し決定する 

☆ 推薦志望者（公立・私立とも）は期限内に「推薦志願理由書」を書いて提出し、

校長先生との推薦面接を受けること。その後、推薦委員会での審議をします。

結果は進路懇談の場でお伝えします。「推薦志願理由書」を期限内に提出できな

かったり、校長先生との面接ができなければ、推薦はできません。 

 

    推薦を希望する生徒は、その高校を志望する動機や理由等を、しっかりと

書けるように、早い時期から準備しておきましょう。また、中学校の推薦を受ける

ことができても、合格したわけではありません。高校で実施される推薦入試や面接

の場で、しっかり自分の力を発揮し、思いを伝えられる準備（面接・小論文の練習）

を計画的に進めていきしょう。 

 

 

 
単位制・総合学科・専門学科・普通科コース 
 
＜単位制高校＞ 定員の 50%募集 
      尼崎稲園高校、西宮高校、三田祥雲館高校、北須磨高校、芦屋高校、 
      加古川北高校、姫路東高校、神戸市立六甲アイランド高校 
 
＜総合学科設置校＞ 定員の 50%募集 

専門学科（特色のある専門学科）と普通科コース 
は推薦入試でないと入学できません。 
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      武庫荘総合高校、西宮今津高校、伊丹北高校、有馬高校、神戸甲北高

校、須磨友が丘高校、明石南高校、加古川南、三木東高校、香寺高校、太子高校、

豊岡総合高校、和田山高校、姫路高校、神戸市立須磨翔風高校 
 
＜全日制における職業学科設置校＞ 定員の 50%募集 
  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、氷上高校、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、山崎高校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜特色ある専門学科設置校＞ 定員の 100%募集 
  理数に関する学科 … 神戸高校(総合理学)、兵庫高校(創造科学)、 
             尼崎小田高校(ｻｲｴﾝｽﾘｻｰﾁ)、宝塚北高校(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲｴﾝ
ｽ)、 
           市立西宮高校(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｻｲｴﾝｽ)、明石北高校(自然科学)、 
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             加古川東高校(理数)、龍野高校(総合自然科学)、豊岡

高校(理数) 
  国際に関する学科 … 国際高校(国際)、市立葺合高校(国際)、明石西高校(国
際人間)、 
             尼崎小田高校(国際探求)、鳴尾高校(国際文化情報)、 
             三木高校(国際総合)、市立琴丘高校(国際文化) 
  環境防災科    … 舞子高校 
  音楽科      … 西宮高校 
  演劇科      … 宝塚北高校 
  美術科      … 明石高校 
  体育科      … 市立尼崎高校、社高校 
  総合科学科    … 県立大付属高校 
  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 … 龍野北高校、日高高校、武庫荘総合高校 
 
＜コース（普通科）設置校＞ 定員の 100% 
  自然科学系コース … 川西緑台高校(総合理数)、柏原高校(知の探求)、 
             篠山鳳鳴高校(総合科学)、市立西宮東高校(数理・科

学) 
  国際文化系コース … 宝塚西高校(国際教養)、市立伊丹高校(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ) 
  総合人間系コース … 尼崎高校(教育と絆)、市立西宮東高校(人文・社会科

学) 
 
 
  ②特色選抜 
     自己推薦により、それぞれの学校が掲げる理念に沿って受検します。高

校進学後のクラス編成は学校によって様々です。受検は面接、実技検査、小論文な

ど（高校 
    によって異なる）が行われます。対象校は第２学区内の特色選抜実施校に

なります。 
     また、特色選抜の募集定員は各学校普通科の募集定員の 20％以内（最大

は 40 人 
    とする）とし、各学校で募集数を決定しています。入試日が同じため、推

第２学区のみ受検可能なので 
第２学区のみ掲載 



薦入学および多部制Ⅰ期試験と同時受検はできません。 
 
☆特色選抜志望者は期限内に「特色選抜志望理由書」を提出して、志望の意思を表

してください。期限内に提出できなければ、特色選抜入試が受けられません。 
 
 
 
 
＜特色選抜実施校＞ 定員の 20%以内（最大 40 人）募集 
  人文・社会科学系類型 … 西宮北高校(社会探求)、市立西宮高校(人間探求) 
  自然科学系類型    … 西宮北高校(科学探求)、伊丹高校(自然科学) 
  環境・情報系類型   … 尼崎北高校(環境)、西宮南高校(環境とｺﾐｭｹｰｼｮﾝ) 
  教育系類型      … 西宮甲山高校(教育総合)、猪名川高校(教育ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ)、 
               三田西陵高校(子どもみらい) 
  芸術・スポーツ系類型 … 尼崎西高校(ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)、市立尼崎双星高

校(音楽) 
  看護・福祉系類型   … 尼崎小田高校(介護医療・健康)、伊丹西高校(総合

ﾋｭｰﾏﾝ) 
  国際系類型      … 市立尼崎高校(国際総合)、川西明峰高校(国際情

報) 
  総合系類型      … 鳴尾高校(総合人間)、宝塚高校(ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ)、 
               宝塚東高校(総合健康)、川西北陵高校(探求と表

現)、 
               北摂三田高校(人間科学) 
 
  ③多部制高校 
   単位制高校であり、１部（午前）、２部（午後）、３部（夜間）の３つの部

に別れていて、それぞれ１日４時間の授業を受けて４年間（４修制）で卒業を目指

します。１日６時間の授業を受けて３年間（３修制）で卒業を目指すこともできま

す。３修制の生徒が多くなっています。 
 
  ＜入試日程・方法＞ 
    入試日程；Ⅰ期 （定員の 60%）… 平成 31 年度 3 月に中学校卒業見込

第２学区のみ受検可能なので 
第２学区のみ掲載 
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み者または中学校既卒業者 
         Ⅱ期 A（定員の 20%）… 平成 31 年度 3 月に中学校卒業見込

み者または中学校既卒業者 
         Ⅱ期 B（定員の 15%）… 転・編入学希望者 
         Ⅲ期 （定員の 5%） … 中学校既卒業者または転・編入希望

者 
    試 験 ；Ⅰ期 … 面接および作文 
         Ⅱ期 … 学力検査（国語と数学は全員受検で、社会、理科、

英語から １教科選択受検し、合わせて３教科）および面接 
              学力検査の結果は 0.5 倍したものを 5/3 倍します。 
 
   ＜多部制高校＞ 
     阪神昆陽高校、西宮香風高校、西脇北高校、飾磨工業高校 
       ※西脇北高校のⅡ期試験 A は別日程で行われます。（３月下旬） 
 
  
 ④一般入試（学力検査） 
  複数志願選抜 
    第２学区内の複数志願選抜実施校（普通科、普通科単位制、総合学科）の

中から 
   １校（第１志望校のみ）または２校（第１志望校＋第２志望校）を志願しま

す。第１志望校の合否判定には第１志望加算点が一律 20 点加算されて判定されま

す。 
 
   ＜複数志願選抜実施校＞３４校（普通科 27 校,単位制 3 校,総合学科 4 校） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北摂三田・三田西陵・篠山鳳鳴

ほうめい 
柏原

かいばら 

普通科単位

尼崎稲園 

西宮 

三田祥雲館 

総合学科 
武庫荘総合 

西宮今津 

伊丹北 

有馬 

市 ・旧学区 普通科 
尼崎小田・尼崎・尼崎北・尼崎

 市尼崎・市尼崎双

西宮南・西宮北・西宮甲山 
鳴尾・市西宮・市西宮東 

伊丹・伊丹西・川西緑台・川西明 
峰・川西北陵・猪名川・市伊丹 
宝塚東・宝塚北・宝塚・宝塚西 

尼崎市 

西宮市 

宝塚市 
三田市・篠山 
市 ・ 丹 波

 

市・猪名川

伊丹市・川

(普 4,単 0,総 0) 
宝塚 

(普 4,単 1,総 1) 
丹有 

(普 7,単 0,総 1) 
伊丹 
(普 6,単 1,総 1) 
西宮 
(普 6,単 1,総 1) 
尼崎 
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  単独選抜 
   各高等学校単独で自校の合格者を決定します。職業学科、定時制高校、多部

制高校、 
  通信制高校、特別支援学校などはこれに当たります。 
 
 ＜単独選抜校＞１３校（普通科併設校 3 校含む） 
  職業学科 … 尼崎工業高校（機械科・電気科・電子科・建築科） 
        篠山東雲高校（地域農業科） 
        篠山産業高校（生活科・機械科・電気科・土木科・商業科） 
        氷上高校（営農科・食品加工科・生活科・商業科） 
        市立尼崎双星高校（ものづくり機械科・電気情報科・商業科） 
        市立伊丹高校（商業科） 
        有馬高校（人と自然科） 
              ※下線の学校は普通科も併設 
  定時制 … 市立琴ノ浦高校、有馬高校、神崎工業高校（機械科・電気科） 
  多部制 … 阪神昆陽高校、西宮香風高校 
  連携型中高一貫 … 氷上西高校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校長の推薦が必要 推薦不要 

 普通科 
総合 
学科 

特色ある 
専門学科 

職業 
学科 定時制 多部制 

一般 類型 コース 単位制 
２月

受検 なし 20%以内 
(最大 40 人) 100% 50% 50% 100% 50% なし Ⅰ期 

３月

受検  なし なし 50% 50% なし 50% 100%  
 
 

複数志願選抜 

特色選抜 
推薦入試 

単独選抜 

Ⅱ期 

３月入試と同じ 
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  学力検査（３月受検）での合否判定 
 
   調査書の学習評定（各教科５点満点） 
     （国語＋社会＋数学＋理科＋英語）×４＝ １００点 
     （音楽＋美術＋保体＋技家）×７．５ ＝ １５０点 
   学力検査の成績（各教科１００点満点） 
     （国語＋社会＋数学＋理科＋英語）÷２＝ ２５０点 
                  総合得点  ５００点 満点 
 
 学力検査による入学者の選抜では、調査書の評定（学習の記録）による判定資料

と学力検査の結果による判定資料とを同等に取り扱い、合否を判定します。その際、

各教科の学習の記録以外の諸資料は参考として用い、総合判定となるよう留意する

こととします。 
 
 
 
  総合学科の実技検査での受検 
    総合学科のみを志望し、実技検査での受検を希望する者は、出願時に「音

楽」、「美術」、「保健体育」、「技術・家庭」の４教科の実技検査のうち１教科

を届け、学力検査のうち１教科に代替することができる。 
    ただし、受検する教科の調査書の学習評定は４倍に、代替される教科の調

査書の学習評定は 7.5 倍になります。つまり内申点の倍率が入れ替わります。 
 
  志願変更について 
    志願変更の期間（２月２８日～３月４日）内に１回に限り、志願校、志願

課程および志願学科を変更することができます。ただし、単独選抜から複数志願選

抜校への変更は同一校内（実質、市尼崎双星高校と市伊丹高校のみ）、複数志願選

第１志望と第２志望の２つの 
学校で合否を判定してもらえる 

その学校のみで 
合否が判定される 
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抜実施校間における志願変更については、第２志望のみしか変更できません。志願

変更をする場合は、すでに出願した高校と変更して志願する高校の両方に手続きに

行くことになります。 
 
   『志願変更の手続きは、保護者の方に行っていただく』と考

えていますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。 
 
    受付時間は全日制については９時～１６時半（３月４日は９時～１２時）、

定時制については１４時～１９時となっています。 
    なお、県立高校における全日制どうし、定時制どうしでの志願変更の場合

および全日制から定時制への志願変更の場合は、改めて入学考査料を納めなくてい

いです。定時制から全日制への志願変更の場合は入学考査料の差額を納めなくては

なりません。 
   県立高校から市立高校への志願変更の場合および市立高校から県立高校への

志願変更の場合は、改めて入学考査料を納めなくてはなりません。その場合、先に

納めた入学考査料は還付されません。市立高校間の志願変更の場合は、市が変わる

場合は改めて入学考査料を納めなくてはなりません。この場合も先に納めた入学考

査料は還付されません。市が変わらない場合は改めて入学考査料を納める必要はあ

りません。 
 
 ～志願変更できるパターン～ 
  ・複数志願選抜を実施しない学校      複数志願選抜を実施しない学校 
  ・複数志願選抜を実施する学校(第２志望)   複数志願選抜を実施する学校

(第２志望) 
  ・複数志願選抜を実施する学校       複数志願選抜を実施しない学校 
  ・複数志願選抜を実施しない学校      複数志願選抜を実施する学校 
  （実質、市立尼崎双星高校、市立伊丹高校の２校の中のみで、第２志望は認め

られない） 
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＜志願変更の流れ＞ 
 ① 担任へ、必ず保護者から志願変更の意思を伝えてください。（必要書類を準備

します。） 
 ② 生徒本人が、変更して志願する高校の「入学願書」へ記入をします。 
 ③ 保護者の方で、すでに出願した高校の「受検票」と「必要書類」を出願した高

校へ提出をして手続きをとります。そして「必要書類」を受け取ります。 
 ④ 受け取った「必要書類」と「入学願書」と「入学考査料（不要な場合もありま

す）」を 変更して志願する高校へ提出して手続きをとります。志願変更した先の「受

検票」を受け取ることで、志願変更の手続きが完了します。 
 ⑤ 新たな「受検票」の受検番号を担任に連絡してください。 
 
 
 
 
☆別日程で実施されるもの 
 通信制高校；面接を実施します。（３月３日、４日） 
 西脇北高校（多部制Ⅱ期試験 A）；国語・数学は全員受検、社会・理科・英語か

ら１教科選択、面接を実施します。（３月下旬） 
 定時制（再募集）；学力検査で、合格者が募集定員に満たない場合には、再募集

を行うことができる。（３月２７日） 
 
 
 
 



 
３．それ以外の進学先 
 ① 高等専門学校、国立高校 
  ・高等専門学校は高等教育機関で、修業年数は５年です。卒業後は、大学３回

生への編入も可能です。 
    国立明石工業高等専門学校、神戸市立工業高等専門学校などがあります。 
 
 ・国立高校は、大阪教育大学付属池田校舎・天王寺校舎などがあります。 
 
 ・手続きの日程は、公立・私立高校とは異なりますので注意してください。私立

高校の併願は可能です。高等専門学校に合格した場合は、入学を辞退することはで

きません。 
 
 ② 通信制高校 
  ・自宅で学習して、レポートを提出し、スクーリングに出席して単位を修得す

る学校です。 
  ・公立の通信制高校には、県立青雲高校、県立網干高校（スクーリング協力校

は阪神昆陽高校）などがあり、面接と調査書で合否を判定します。入学考査料は９

５０円分の兵庫県収入証紙で納めます。 
  ・私立の通信制高校は様々な学校があり、中途入学もできるところが多いで

す。 
 
 ③ 専修学校・各種学校 
  ・入試は早い学校では１２月からあり、その後数回募集があります。早いほど

有利な学校が多いです。 
  ・多くの学校が、通信制高校と連携して、３年間で高卒の資格をとることがで

きます。 
  ・費用は、私立高校より高くなるところが多いです。 
 
 ④ 特別支援学校 
  ・県立阪神特別支援学校、県立阪神昆陽特別支援学校、市立尼崎養護学校、 
   県立高等特別支援学校などがあります。 
Ⅲ．就職について 
  ・中学校卒業生に対する求人数は非常に少なく、大変厳しい状況にあります。



また、中卒者の定着率が低いため、求人を控えている事業所もあります。 
  ・ハローワークを通じて就職を希望する人は、早急に担任までご相談くださ

い。 
  ・縁故就職を希望する人は、労働条件などで問題が起きたときに、不利な結果

になることがあるので、「労働契約書」を締結するようにしてください。 
 
Ⅳ．奨学金について 
 『私立高等学校入学資金貸付』 
 （貸付金額）１人３０万円以内（入学金、施設拡充費等の入学時の納付金が対象）

無利子。 
 （案内）１２月初旬 
 （申し込み期間） １次募集；平成３１年１月頃 
         1.5 次募集；平成３１年２月頃３日間 
          ２次募集；平成３１年３月頃 
 
 『兵庫県高等学校教育振興会奨学貸付金』（予約） 
 （貸付金額）[自宅通学生] 月額 国公立１８０００円 / 私立３００００円 
       [自宅外通学生]月額 国公立２３０００円 / 私立３５０００円 
 （案内）９月初旬（終了しました） 
 （申し込み期間）９月中旬～１０月初旬（終了しました） 
    
 
 『あしなが奨学金』 
 （貸付金額）[国公立の高等学校生・高等専門学校生]月額 ２５０００円(総額９

０万円) 
       [私立の高等学校生・高等専門学校生] 月額 ３００００円 
 （申請締め切り）１次；平成３０年  ７月３１日必着  
         ２次；平成３０年 １２月１５日必着 
         ３次；平成３１年  ２月２８日必着 
 
 『交通遺児奨学金』 
 （貸付金額）月額 ２００００円,３００００円,４００００円から選択 
 （予約募集受付期間）１次；平成３０年４月１日～平成３０年８月３１日必着 
           ２次；平成３０年９月１日～平成３１年２月２８日必着 



 
その他、いくつかの奨学金があります。（尼崎市の制度もありますので尼崎市の HP
で検索してください。）また、私立高校独自の奨学金などもありますので、ご相談

くださⅤ．学校からのお願い 
 
 
（１）オープン・ハイスクールや学校説明会などで実際に受験する学校を見学し、

生徒本人に一番合った進路を考え、生徒と保護者の意見・考えを調整しておいてく

ださい。 
 
（２）懇談当日は、ご家庭の方針、志望、事情など、率直、具体的にお話くださ

い。 
 
（３）手続きなどの期日は厳守してください。期日に余裕をもって提出および手続

きをお願いします。 
   ・学校名（正式名）、氏名（旧字等に留意してください）、住所（番、号）

などの記入に注意してください。 
   ・出願書類には、戸籍上の氏名をご記入ください。 
   ・書類作成時には、黒ボールペン（水性不可、フリクション不可）を使用し、

楷書で記入してください。 
   ・注意書きをよく読み、記入漏れ、記入ミスのないようにお願いします。訂

正する場合は修正液（修正テープ）は使用せず、訂正印（シャチハタ不可）でお願

します。 
 
（４）学資の準備もお願いします。特に、私立高校を受験して合格した場合は、発

表後７～10日前後で納入、併願の場合は、公立高校の合格発表当日もしくは翌日に

納入となりますので、準備の方よろしくお願いします。 
 
（５）次のような事情がある場合は、必ず早急に担任までご連絡ください。 
   公立高校受検者で 
    ア）住民登録で生徒と保護者が同居でない場合。 
    イ）住民登録上の移動（転居、離婚、結婚 等）が生じた場合、もしくは高

校入学ま 
      でにその予定がある場合 
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（６）私立高校の願書、募集要項については、各自で取りに行って３学期の始業式

までには担任の先生に渡してください。 
 
Ⅵ．願書作成上の注意 
 
 入学志願書（願書）は、受験者がその学校を受験したいという意思を表すもので

す。少々面倒な部分もあるかもしれませんが、頑張って自分の意思で書きましょう。

書く前に必ず下書きを指導しますので、自分の判断で書いてしまうことがないよう

にお願いします。書き方や作成後に点検は学校で行いますが、それでも見逃した間

違いは印鑑を持って来ていただくこともありますので、よろしくお願いします。 
 
◎自分の名前  住民票に記載されている氏名  髙嶋  實 ・・・① 
        普段使っている略字での氏名  高島  実 ・・・② 
 
   ＊（ふりがな）と（フリガナ）の違い 
    （ふりがな）と書かれていれば   ひらがなでふりがなをつける 
    （フリガナ）と書かれていれば   カタカナでふりがなをつける 
 
＜公立高校の場合＞ 
 住民票に記載された字で書きます。あらかじめよく確かめておきましょう。いつ

も使っている略字を使ってはいけません。①の方の字で書きます。なお、入試の際、

兵庫県の公立高校の解答用紙には受検番号記入欄しかありません。 
 
＜私立高校の場合＞ 
 いつも使っている略字を使っても構いません。普通②の略字を使う人がほとんど

です。ただ受験票や願書、解答用紙などの記入欄には①、②を混在して使うのはや

めて、どちらかに統一してください。 
 
◎書き間違えた時 
 上から二重線を引き、訂正印を押しますが、公立・私立とも、学校によっては訂

正の方法が異なる場合があります。わからないときは下手に訂正などをせず、私立

なら願書に押した印鑑、公立ならば願書に書いた自分の姓と同じ認め印を持参の上、

担任の先生に相談してください。修正液（修正テープ）は絶対に使わないで
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ください。使いますと修正箇所のみならず、願書そのものが無効になってしまう

可能性があります。カッター等で削るのも同様です。 
 
 
 
 
◎願書貼付用の写真 
 私立高校ではほとんどの学校が写真を必要とします。大きさは学校によって異な

りますので、願書を入手した際によく確かめてから写真を撮りに行きましょう。 
 公立高校でも写真が必要な学校があります。枚数は学校によって異なる場合が多

いので、募集要項をしっかりと確かめましょう。 
 
＜写真を撮るときの注意点＞ 
・服装、髪型に注意しましょう。背筋を伸ばしていい顔で撮りましょう。カメラに

向かってピースなどもってのほかです。 
・そのために出来るだけ写真屋さんで撮ってもらいましょう。最近では数分後に出

来上がり、その場で希望のサイズにカットしてもらえる写真屋さんにあります。要

項などに特に指定がなければカラーでも白黒でも構いません。ただ、無人の３分間

写真などは人相が暗く写るようですので、避けた方が賢明です。 
・出願後、剥がれることもあるので、裏面に必ず名前ペン等で、中学校名、氏名、

受検学科 等を書いておきましょう。 
 
 
 
 
 
 
Ⅶ．今、お伝えしたいこと 
 
・具体的に中学校卒業後およびその先を考えないといけない時期となりました。希

望と現実の狭間で、生徒本人と保護者の方にとって最善の選択肢を見つけてくださ

い。進学先は合格するのが目標ではなく、その学校で充実した生活を送ることが大

切です。ギリギリで合格すると、学校生活がしんどくなる場合も考えられますので、

よく考えて受験校を決めてください。 
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・公立高校や私立高校等、受験の制度や期限、必要な物などをしっかりと確認して

ください。 
 担任の先生は情報を提供します。きちんとそれぞれのご家庭で確認してくださ

い。 
・提出物をしっかりと期限内に提出することはもちろんですが、汚さずきれいな状

態で提出してください。 
 
・受験する学校（公立・私立・各種学校等）は必ず事前に見に行くようにしてくだ

さい。 
・卒業までに自分の合格が決まっても、まだ、試験を控えて頑張っている仲間がい

ます。 
 振る舞いには十分注意しましょう。 
・もし、何か不明な点や不安な点がありましたら、遠慮せず担任または進路担当ま

でご相談ください。 
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