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特色選抜って何?
－入試は２月。志願理由書が必要！－

公立高校の入試は、２月(２月入試)と３月(３月入試、学力検

査)にあります。そのうち、２月に行われるのが、推薦入試と特

色選抜です。推薦入試については、また別の機会に説明するとして、今回は

特色選抜について、説明します。

＝言うなれば「自己推薦」=
特色選抜を受検する人の資格は、

「それぞれの高校の特色ある教育内容

を理解し、その高校で学習する強い意

欲を持っている者」となっています。

そのため、その高校に提出する書類の

中に、「志願理由書」が有ります。志

願理由書には、

①本校を受験した理由(１４行)

②将来の夢(８行)

③本校でどのような学校生活を送りた

いと考えるか。(１３行)

④自己ＰＲ(１３行)

を、用紙いっぱいに書いて提出します。

どれだけ強い気持ち、意欲を持ってい

るかを試されるのです。そして、入試

当日の面接では、この志願理由書に沿

って質問が出てきますので、ウソを書

くと面接で困ることになります。

＝基本的に普通科=
特色選抜は、普通科の中にあります。

ですから、特色選抜で入った人と３月

入試で入学した人の授業内容はほとん

ど同じです。週２時間ぐらいが特色選

抜の類型によって、行われる授業の内

容が「特色ある授業」になります。で

すから、授業にものすごく大きな違い

を求める人は、普通科ではなく、専門

学科やコースを受検した方がよいのです。自分が求めるものが、授業の中で

どれだけの大きさや意味を持つのかをよく考え、特色選抜を受検するかを考

えて欲しいものです。小田高校の看護医療では、看護師の資格は取れません。

☆右にオープンハイスクールなどの案内があります。質問は宮田まで

第２学区で特色選抜

を実施する高校
＜普通科における特色ある類型＞

－尼崎市－

尼崎北（環境）、尼崎西（スポーツ

・コミュニケーション）、尼崎小田

（看護医療・健康）、市立尼崎（国

際総合）、市立尼崎双星（音楽）

－西宮市－

西宮北（社会探究）、市立西宮（人

間探究）、西宮北（科学探究）、西

宮南（環境とコミュニケーション）、

鳴尾（総合人間）、

－川西市・猪名川町－

川西緑台（数理探究）、猪名川（教

育コミュニケーション）、川西明峰

（グローバルキャリア）、川西北陵

（探究と表現）、

－伊丹市・宝塚市・－

伊丹西（総合ヒューマン）、伊丹（グ

ローカルリーダーズインサイエン

ス）、宝塚（ヒューマンサイエンス）、

宝塚東（総合健康）、

－三田市－

三田西陵（子どもみらい）、北摂三

田（人間科学）
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県立阪神児昆陽高校 ミニ学校説明会 7月19日 火 夕方5時～6時 宮田まで
市立尼崎高校 オープンハイスクール7月23日 土 午後2時集合 宮田まで
県立西宮高校 オープンハイスクール7月23日 土 午後1時～2:30宮田まで
県立明石高校美術科 オープンハイスクール7月23日 土 9時～12時 宮田まで
尼崎工業高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立西宮香風高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立伊丹北高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
尼崎工業高校 オープンハイスクール7月26日 火 9時～12時 宮田まで
神崎工業高校 オープンハイスクール7月26日 火 午後6時～8時 宮田まで
県立伊丹北高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立稲園高校 オープンハイスクール7月29日 金 Webで確認 宮田まで
県立尼崎北高校 オープンハイスクール7月29日 金 9時～12時 宮田まで
武庫荘総合高校 オープンハイスクール7月29日 金 Webで確認 宮田まで
県立西宮甲山高校 オープンハイスクール7月29日 金 10時～12時 宮田まで
県立日高高校看護科 オープンハイスクール7月29日 金 午後1時～3:30宮田まで
県立西宮今津高校 オープンハイスクール7月30日 土 9時30分集合 宮田まで
県立篠山鳳鳴高校 オープンハイスクール7月30日 土 9時～12時 宮田まで
市立尼崎双星高校 オープンハイスクール7月30日 土 9：30～13時 宮田まで
県立尼崎西高校 オープンハイスクール 8月1日 月 10時集合 宮田まで
県立社高校体育科 オープンハイスクール 8月1日 月 9時～12時 宮田まで
市立伊丹高校 オープンハイスクール8月10日 水 午後2時～4時 宮田まで
県立芦屋高校 オープンハイスクール8月18日 木 午後1時～3:30宮田まで
県立芦屋高校 オープンハイスクール8月19日 金 午後1時～3:30宮田まで
県立小田高校 オープンハイスクール8月19日 金 Webで確認 宮田まで
県立六甲アイランド高校オープンハイスクール8月19日 金 午後1時～3:30宮田まで
県立北摂三田高校 オープンハイスクール8月24日 水 9時集合 宮田まで
市立尼崎高校 オープンハイスクール8月27日 土 10時集合 宮田まで
県立尼崎高校 オープンハイスクール8月28日 日 Webで確認 宮田まで
市立琴ノ浦高校 オープンハイスクール9月15日 木 Webで確認 宮田まで

箕面自由学園 特進説明会 7月16日 土 14：00～15：30 葉書申込
関西文化芸術学院 オープンハイスクール7月16日 土 13：00～16：30 宮田まで
英風女子高等専修学校オープンハイスクール7月23日 土 13：30～15：30 宮田まで
滝川第二高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
藍野高校衛生看護科 オープンハイスクール7月23日 土 10：30～12：00 宮田まで
神戸国際高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
奈良文化高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
大阪薫英女学院高校 オープンハイスクール7月24日 日 14時～16時 宮田まで
神戸村野工業高校 学校体験会 7月26日 火 9：00～15：30 宮田まで
神戸常盤女子高校 オープンハイスクール7月28日 火 9：30～12時 宮田まで
育成調理師専門学校 体験入学 7月28日 木 10時～13時 宮田まで
園田学園高校 オープンハイスクール7月29日 金 10時～13時 葉書申込
ルネサンス大阪高校 オープンハイスクール7月30日 土 10時～15時 宮田まで
啓明学院高校 オープンハイスクール7月30日 土 10時～1時 宮田まで
須磨ノ浦高校 オープンハイスクール7月30日 土 9：30～12：30 宮田まで
同志社香里高校 同志社合同学校説明会 7月31日 日 10時～15時 宮田まで
浪速高校 部活動体験会 7月31日 日 10時～12時 宮田まで
三田松聖高校 オープンハイスクール 8月2日 土 10時～12時 宮田まで
甲子園学院高校 オープンハイスクール 8月6日 土 10時～13時 申込不要
浪速高校 部活動体験会 8月21日 日 10時～12時 宮田まで
三田松聖高校 オープンハイスクール8月23日 土 10時～12時 宮田まで
星翔高校 入試説明会 8月27日 土 10：30～12：30 宮田まで
常翔学園高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：00～16：30 宮田まで
生野学園高校 オープンハイスクール8月27日 土 10：00～16：00 宮田まで
須磨ノ浦高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：30～12：30 宮田まで
金光大阪高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：30～11：30 宮田まで
武庫川女子大附属高校入試説明会 8月28日 日 13：30～15時 宮田まで


