
岸和田市立岸城中学校         2022 年 7 月 6 日 (水 ) No.10 

  3 年生  進路だより  

 

 高等職業技術専門学校とは、新しく職業に就こうとする人や、転職をしようとしている人

が、比較的短期間に各種の職業知識や技能を身につけることができる施設です。「施設」

と表記したのは、いろいろな知識や技能を学ぶ「学校」ではなく、職業に就くことを目的と

した訓練をする場所だからです。 

中学校を卒業してすぐに就職するということは、知識・技能の面において色々と未熟な

面があります。しかし、高等職業技術専門校で訓練を受けることによって、資格（修了した

科目により異なります）や技能・技術を身につけることができます。身につけた資格・技能・

技術によって、職業人として認められ、活躍することができます。 

入校は２月に行われる、一般教養に関する学科試験（国語・数学）と面接を行った上で

決定されます。 

訓練時間は平日（月～金）の９時から１６時２５分までです。受講料は無料ですが、教科

書代、作業服代、工具代などの実費が必要です。 

訓練修了者には公共職業安定所が職業の斡旋を行います。 

大阪府下の高等職業技術専門校は以下の５校です。また障害のある人のために大阪

府立大阪障害者職業能力開発校 （堺市南区）があります。 

 
 

 大阪府立守口高等職業技術専門校  （守口市） 

 大阪府立芦原高等職業技術専門校  （大阪市浪速区） 

 大阪府立東大阪高等職業技術専門校 （東大阪市） 

 大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校 （大阪市天王寺区） 

 大阪府立南大阪高等職業技術専門校 （和泉市） 
 
 

 進路について考える⑥ 

～高等職業技術専門校を知ろう～ 



 

 

 

 

 

 

この社会は色々な人によって成り立っています。その中には、心や体に障がいを持った人

もいます。体が不自由で車いすで移動する人、目が見えない人、耳が聞こえない人、知識

や技能を身に付けることに時間が長くかかる人、自分の気持ちや感情を他の人に伝える

のがちょっと苦手な人、病気がちで日常生活を過ごすのに特別な配慮が必要な人などで

す。そうした人々も社会の一員として、働くことによって社会とつながり、そして社会を支えて

いきたいと願っています。 

憲法２６条にあるように、すべての人々は等しく教育を受ける権利があります。障がいの

ある人も、その障がいに応じた教育を受ける権利があります。そして社会の一員として働く

権利と義務があります。 

障がいのある人も学び、社会の一員としての能力や技能を身につけていくための学校

が設置されています。それが、特別支援学校とよばれている学校です。 

近隣の特別支援学校を紹介しておきます。 

 

 

 

 

 

 

また、府立柴島高校、府立松原高校、府立堺東高校、府立貝塚高校、府立園芸高校、 

大阪市立東淀川工業 などに『知的障がい生徒自立支援コース』が設置されていて、障

がいがある生徒も高校で学ぶことができます。また府立すながわ高等支援学校の『共生

推進教室』が府立久米田高校、信太高校内に設置されています。 

 
 
 

  進路について考える⑦ 

～特別支援学校を知ろう～ 

 

大阪府立岸和田支援学校（旧岸和田養護学校） 岸和田市土生町５－９－１ 

大阪府立佐野支援学校（旧佐野養護学校）     泉佐野市日根野３７５ 

大阪府立堺聴覚支援学校（旧堺聾学校）       堺市北区百舌鳥陵南町１丁 
 

日本国憲法 

第 26条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に 

応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 



★学校説明会の情報★ 

 

 

 

大阪府立住吉商業高等学校（夏の体験会） 
 日時    8 月 23 日(火) 9:30～（受付 8:45～） 

 場所    大阪府立住吉商業高等学校 視聴覚教室/特別教室（大阪市住之江区御崎 7-12-55） 

連絡先   TEL：06-6681-0577 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  担任または新谷まで連絡してください。学校でまとめて申し込みを行います。 

申込期間  7 月 15 日(金)まで 

※詳細は右の URL を参照 URL：https://www3.osaka-c.ed.jp/sumiyoshi-b/  

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。詳細は上記ホームページを参照 

 

近畿大学工業高等専門学校（学校説明会 & OpenCampus） 

 日時    【第 1 回学校説明会】7 月 19 日(土)15:00～17:00（大阪：日建学院なんば校） 

       【OPEN CAMPUS】7 月 29 日(金)・30 日(土)10:00～（受付 9:30～） 

 場所    近畿大学工業高等専門学校（三重県名張市春日丘 7 番町 1 番地） 

連絡先   TEL：0595-41-0111 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  URL：https://www.ktc.ac.jp/dept/nyushi/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  【第 1 回学校説明会】7 月 17 日(木)まで 

      【OPEN CAMPUS】7 月 27 日(水)まで 

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細はホームページを参照 

 

大阪公立大学工業高等専門学校（学校説明会） 

 日時    【学校説明会】第 2 回：9 月 10 日(土) 第 3 回：10 月 15 日(土) 第 4 回：11 月 19 日(土) 

       いずれも（第 1 部）10:00～11:00（第 2 部）12:45～13:45（第 3 部）15:00～16:00 

 場所    大阪公立大学工業高等専門学校（寝屋川市幸町 26-12） 

連絡先   TEL：072-821-6401 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  URL：https://www.ct.omu.ac.jp/admission/event/briefing/index.html  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  第 2 回：8 月 23 日(火)10:00～申込開始 

      ※その他の詳細は上記 URL 参照 

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細はホームページを参照 

 

https://www3.osaka-c.ed.jp/sumiyoshi-b/
https://www.ktc.ac.jp/dept/nyushi/
https://www.ct.omu.ac.jp/admission/event/briefing/index.html


 

 

 
 

大阪府立貝塚南高等学校（学校説明会） 
 日時    8 月 23 日(火)【AM】11:40～（受付 11:10～）【PM】13:30～（受付 13:00～） 

 場所    大阪府立貝塚南高等学校（貝塚市橋本 620） 

連絡先   TEL：072-432-2004 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  URL：https://www.osaka-c.ed.jp/kaizukaminami/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  7 月 15 日(金)まで 

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細は上記ホームページを参照 

大阪府立生野工業高等学校（夏のオープンスクール） 
 日時    【夏のオープンスクール】17 月 30 日(土)13:00～16:00 

       【  中学生体験入学  】10 月 15 日(土) 

       【 学 校 見 学 会 】12 月 13 日(土) 

 場所    大阪府立生野工業高等学校（大阪市生野区生野東 2-3-66） 

連絡先   TEL：06-6731-5551 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  担任または新谷まで連絡してください。学校でまとめて申し込みを行います。 

申込期間  【夏のオープンスクール】7 月 15 日(金)まで 

※時間などの詳細は下記 URL または右記 QR コード参照 

URL：https://www3.osaka-c.ed.jp/ikuno-t/folder_0/  

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細は上記ホームページを参照 

高等専修学校合同相談会 
 日時    8 月 4 日(木)12:00～16:00 

 場所    シェラトン都ホテル大阪 4F（大阪市天王寺区上本町 6-1-55） 

連絡先   TEL：06-6352-0048 

対象    中学生・保護者 

 持ち物など 筆記用具、タオル、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  事前申込不要 

詳細は下記 URL または、右記 QR コード参照 

URL：https://daisenkaku.or.jp/  

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細は上記ホームページを参照 

★進路希望調査★ 
先週、進路希望調査の紙を配布させていただきました。今後の入試に必要な情報と

なりますので、必ず期限までに提出をお願いします。 

提出期日：7月 8(金)としています。よろしくお願いします。 

https://www.osaka-c.ed.jp/kaizukaminami/
https://www3.osaka-c.ed.jp/ikuno-t/folder_0/
https://daisenkaku.or.jp/

