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  3 年生  進路だより  

 

第 2 回学力診断テストまであと 4 日 
 非常に大事なテストである第 2 回学力診断テストまであと 4 日となりました。 

体育大会では、７５期生の全力で頑張る姿にとても感動しました。そんな体育大会

も終わり、そろそろ学習面にも力を注ぎ、大事な学力診断テストを頑張って乗り切

ってほしいと思います。“もっと勉強しておけばよかった”などと後悔することの

ないように、準備を万全にしてテストに挑んでほしいと思います。検討を祈ります。

ＦＩＧＨＴ！ 

学校見学会のご案内 
大阪府立西成高等学校（オープンスクール） 

 日時    【第 1 回】11 月 05 日(土)13:30～ 【第 2 回】12 月 17 日(土)13:30～ 

      【第 3 回】01 月 14 日(土)14:30～（※第 3 回は学校説明と個別相談のみ） 

 場所    大阪府立西成高等学校（大阪市西成区津守 1 丁目 13-10） 

連絡先   TEL：06-6562-5751 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：https://www.osaka-c.ed.jp/nishinari/examination.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  【第 1 回】10 月 28 日(金)まで 【第 2 回】12 月 9 日(金)まで 

【第 3 回】1 月 6 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。 

詳細はホームページを参照 
 

 

大阪府立日根野高等学校（オープンスクール２０２２） 

 日時    11 月 19 日(土)14:30～（受付 14:00～14:30） 

 場所    大阪府立日根野高等学校（泉佐野市日根野 2372-1） 

連絡先   TEL：072-467-1555 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：https://www.osaka-c.ed.jp/blog/hineno/juken/index.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  約１カ月前から申込開始 

 ※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://www.osaka-c.ed.jp/nishinari/examination.html
https://www.osaka-c.ed.jp/blog/hineno/juken/index.html


大阪府立園芸高等学校（体験入学会・学校説明会） 

 日時    【体験入学会】①10 月 29 日(土)9:00～（受付 8:30～9:00） 

日時    【体験入学会】②11 月 19 日(土)9:00～（受付 8:30～9:00） 

      【学校説明会】 12 月 03 日(土) 

 場所    大阪府立園芸高等学校（池田市八王寺 2-5-1） 

連絡先   TEL：072-761-8830 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：https://osaka-engei.ed.jp/junior/openschool/  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  【体験入学会】①09 月 20 日(火)～10 月 14 日(金) 

              ②10 月 17 日(月)～11 月 04 日(金) 

       【学校説明会】 事前申込不要 

 ※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 
 

 

大阪府立堺上高等学校（第 1 回 学校説明会） 

 日時    11 月 12 日(土)13:00～15:00（受付 12:30～） 

 場所    大阪府立堺上高等学校（堺市西区上 61） 

連絡先   TEL：072-271-0808 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：https://www2.osaka-c.ed.jp/sakaikami/middleschooler/schooltour.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 21 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。 

詳細はホームページを参照 
 

大阪府立天王寺高等学校（第２回天高説明会） 

 日時    10 月 15 日(土) 

【A コース（授業見学）】中学３年生のみ。付き添いはご遠慮ください。 

①10:10～10:55（受付 9:20～9:40）②11:10～11:55（受付 10:20～10:40） 

【B コース（説 明 会）】中学３年生・保護者のみ 

13:30～約 1 時間（受付 13:00～13:25） 

【C コース（校内見学）】中学３年生のみ。付き添いはご遠慮ください。 

①14:00～  ②14:30～  ③15:00～ 

 場所    大阪府立天王寺高等学校（大阪市阿倍野区三明町 2-4-23） 

連絡先   TEL：06-6629-6801 

対象    中学生、保護者 

 持ち物など 筆記用具、マスク、水分補給のための水筒等 

 申し込み  URL： https://www2.osaka-c.ed.jp/tennoji/folder_03/03-2.html  

または、右の QR コードより申し込みをお願いします。 

 申込期間  10 月 3 日(月)～10 月 5 日(水)16:00 

 ※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://osaka-engei.ed.jp/junior/openschool/
https://www2.osaka-c.ed.jp/sakaikami/middleschooler/schooltour.html
https://www2.osaka-c.ed.jp/tennoji/folder_03/03-2.html


 

大阪府立堺工科高等学校（学校説明会） 

 日時    10 月 15 日(土)【1 部】13:30～14:45（受付 13:00～13:30） 

日時    10 月 15 日(土)【2 部】14:45～16:00（受付 14:15～14:45） 

 場所    大阪府立堺工科高等学校（堺市堺区大仙中町 12 番 1 号） 

連絡先   TEL：072-241-1401 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：http://sakai-t.ed.jp/notice/school_tour/  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 7 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。 

詳細はホームページを参照 
 

 

大阪府立高石高等学校（授業体験・クラブ体験） 

 日時    10 月 29 日(土)【前半の部】12:40～14:10（受付 12:00～） 

日時    10 月 15 日(土)【後半の部】14:40～16:10（受付 14:00～） 

 場所    大阪府立高石高等学校（高石市千代田 6 丁目 12 番 1 号） 

連絡先   TEL：072-265-1941 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

       ※クラブ体験に応じて必要な持ち物が追加します。 

申込方法  URL：https://www2.osaka-c.ed.jp/takaishi/  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 14 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。 

詳細はホームページを参照 
 

 

大阪府立久米田高等学校（秋の学校見学会・共生推進教室説明会・冬の学校説明会） 

 日時    11 月 12 日(土)【秋の学校見学会】09:00～12:45 

日時    10 月 15 日(土)【共生推進教室説明会】14:00～16:00 

      12 月 24 日(土)【冬の学校説明会】※詳細は 11 月上旬に HP にてお知らせします。 

 場所    大阪府立久米田高等学校（岸和田市額原町 1100） 

連絡先   TEL：072-443-6651 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

       ※クラブ体験に応じて必要な持ち物が追加します。 

申込方法  URL：https://www2.osaka-c.ed.jp/kumeda/folder_0/post-22.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 11 日(火)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 
 

 

http://sakai-t.ed.jp/notice/school_tour/
https://www2.osaka-c.ed.jp/takaishi/
https://www2.osaka-c.ed.jp/kumeda/folder_0/post-22.html


大阪府立伯太高等学校（第２回オープンスクール） 

 日時    11 月 5 日(土)10:00～12:00（受付 9:20～） 

 場所    大阪府立伯太高等学校（和泉市伯太町 2-4-11） 

連絡先   TEL：0725-45-9321 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  URL：https://www2.osaka-c.ed.jp/hakata/folder_0/post-28.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 24 日(火)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 
 

 

堺市立堺高等学校（オープンスクール） 

 日時    10 月 29 日(土)13:30～15:30（受付 13:00～） 

 場所    堺市立堺高等学校（堺市堺区向陵東町 1 丁目 10 番 1 号） 

連絡先   TEL：072-240-0840 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

       ※講座により必要な持ち物があります。 

申込方法  URL：http://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/2022open-school.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  10 月 11 日(火)～10 月 28 日(金) 

 ※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 
 

 

2022 年度大阪府通信制高校グループ合同相談会 

 日時    11 月 13 日(日)10:00～16:30 

 場所    OMM ビル２階 E・F ホール（大阪市中央区大手前 1 丁目 7-31） 

連絡先   TEL：072-262-5849 

対象    中学生・保護者の方 

 持ち物など 筆記用具、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  申込不要 

URL：https://osakatsushin-g.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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

重要 ☆大阪府育英会 予備登録☆ 
現在、大阪府育英会の予備登録の受付をしております。予備登録は今回限りと 

なっています。私立・公立が未定でも、予約のみでもかまいません。書類の提出が 

必要となっていますので、必要な場合は、新谷までお願いします。 

提出期限は 10月 4日(火)厳守でお願いいたします。 

https://www2.osaka-c.ed.jp/hakata/folder_0/post-28.html
http://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/2022open-school.html
https://osakatsushin-g.jp/

