
岸和田市立岸城中学校         2022 年 7 月 11 日 (月 ) No.11 

  3 年生  進路だより  

 

先日の、進路希望調査のご協力ありがとうございます。協力のおかげ

で、無事、第 1回進路希望調査を終えることができました。この 1年

間で、7～8回の進路希望調査を取る予定にしていますので、今後とも

ご協力よろしくお願いします。 

学校説明会の情報が次々と学校の方に送られてきます。進路だよりに

載せている分は、公立高校のみとなっていますので、私立高校の説明会

などは、各自で HPなどを見て、申し込みをお願いします。 

★学校説明会の情報★ 

 

 

公立高等学校合同学校説明会 

 日時    【北会場説明会】8月 20日(土)19:30～15:30 

       【南会場説明会】8月 27日(土)10:00～14:00 

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

       【南会場】エブノ泉の森ホール（泉佐野市市場東 1丁目 295-1） 

連絡先   【北会場】大阪府立信太高等学校あ TEL：0725-23-3631 

      【南会場】大阪府立日根野高等学校 TEL：072-467-1555 

対象    大阪南エリアの中学生・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  申込は不要 参加料無料 

※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細は下記ホームページ、QRコードを参照 

URL：https://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/goudou_setumeikai.html  

 

大阪府立和泉高等学校（学校説明会） 

 日時    11月 19日(土)【午前】A･Bコース 【午後】C･Dコース の 4部制 

 場所    大阪府立和泉高等学校（岸和田市土生町１丁目２番１号） 

連絡先   TEL：072-423-1926 

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/izumi/index.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  10月 3日(月)～ 定員を満たし次第終了 

 ※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.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/goudou_setumeikai.html
https://www.osaka-c.ed.jp/izumi/index.html


 
 

 
 

 
 

 

堺市立堺高等学校（学校説明会） 

 日時    9月 24日(土)13:30～（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 

 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：http://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/2022setsumeikai.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  8月 29日(月)～定員を満たし次第終了 

 ※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 

 

大阪府立都島工業高等学校（体験入学・学校説明見学会） 

 日時    【体験入学】①9月 17日(土)②11月 5日(土)13:30～16:30（受付 13:00～） 

       【学校説明見学会】①9月 17日(土)②11月 5日(土)③12月 10日(土) 

             ④令和 5年 1月 14日(土)⑤2月 25日(土) 

 場所    大阪府立都島工業高等学校（大阪市都島区善源寺町 1-5-64） 

連絡先   TEL：06-6921-0231 

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://www3.osaka-c.ed.jp/miyakojima-t/folder_0/post-16.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  9月 17日(土)実施分⇒7月 1日(金)～9月 2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 

 

奈良工業高等専門学校（体験入学） 

 日時    8月 19日(金)・22日(月)・23日(火) ※申込はいずれか 1日の 1コースのみ 

【1学科体験コース】19:30～12:30（受付 19:00～） 

       【2学科体験コース】12:30～16:40（受付 12:00～） 

 場所    奈良工業高等専門学校（奈良県大和郡山市矢田町 22番地） 

連絡先   TEL：0743-55-6032 

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.nara-k.ac.jp/enterschool/2022/06/post-512.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  8月 1日(月)15:00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://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/event/2022setsumeikai.html
https://www3.osaka-c.ed.jp/miyakojima-t/folder_0/post-16.html
https://www.nara-k.ac.jp/enterschool/2022/06/post-512.html


 
 

 
 

 
 

 

和歌山工業高等専門学校（オープンキャンパス） 

 日時    8月 11日(木)【午前の部】10:00～12:30（受付 19:30～）上限 280名 

       8月 11日(木)【午後の部】13:30～16:00（受付 13:00～）上限 280名 

 場所    和歌山工業高等専門学校（和歌山県御坊市名田町野島 77） 

連絡先   TEL：0738-29-8242 

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.wakayama-nct.ac.jp/nyushi/opencampus.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  定員を満たし次第終了 

 ※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 

 

岸和田市立産業高等学校（体験入学） 

 日時    【商業・情報】7月 27日(水)・28日(木)9:00～11:15（受付 8:30～） 

      ) 【デザインシステム】7月 29日(金)9:00～11:20（受付 8:30～） 

 場所    岸和田市立産業高等学校（岸和田市別所町 3丁目 33-1） 

連絡先   TEL：072-422-4861 

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  希望者は、7月 20日(水)までに担任または新谷まで連絡してください。 

       ※学校からまとめて申し込みいたします。 

申込期間  定員を満たし次第終了 

 ※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

詳細は下記ホームページまたは QRコードを参照 

URL：http://www.kishisan-h.ed.jp/zen/site_juken/jukensei.html#s3  

 

ガールズ KOSENステイ＠和歌山高専 

 日時    8月 7日(日)12:30～17:30（受付 12:00～）先着 30名 

 場所    和歌山工業高等専門学校（和歌山県御坊市名田町野島 77） 

連絡先   TEL：0738-29-8242 

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、保険証等 

       費用（50～100円程度） 

 申し込み  URL：https://www.wakayama-nct.ac.jp/nyushi/girls_stay.html  

             または、右記 QRコードより申し込み 

申込期間  定員を満たし次第終了 

 ※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.wakayama-nct.ac.jp/nyushi/opencampus.html
http://www.kishisan-h.ed.jp/zen/site_juken/jukensei.html#s3
https://www.wakayama-nct.ac.jp/nyushi/girls_stay.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●奨学金関係のお知らせ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人 梅ヶ枝中央きずな基金 
支援対象者 

(１) ひとり親家庭や父母ともにいない家庭の子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者。 

 (２) 父母が揃っていても虐待・ネグレクト等で親の監護を受けられず児童福祉施設に入所 

している子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者。 

申請期限 

 通期生については、２月末日締切り（当日消印有効） 

半期生については、８月末日締切り（当日消印有効） 

奨学金の額 

〈学習支援対象者〉 

 中学１年生、２年生、高校１年生、２年生 … 通期生：３０万円（年額） 

                       半期生：１５万円（半年間の額） 

中学３年生、高校３年生         … 通期生：５０万円（年額） 

                       半期生：２５万円（半年間の額） 

〈文化・芸術・スポーツ活動支援対象者〉 

  通期生：中学生・高校生とも、学年を問わず、３０万円（年額） 

  半期生：中学生・高校生とも、学年を問わず、１５万円（半年間の額） 

※当基金の支援金は、塾代や文化・スポーツの支援のために行っており、学費に 

あてることはできません。「給付型」ですので返済の必要はありません。 

申込手続 

① 申込書（当基金の所定用紙を使用） ② 作文 ※テーマなどは下記 HP参照 

詳しくは下記 HPまたは QRコード参照 

https://kizuna-umegae.jp/support/requirements/#container  

☆☆大阪府公立高校進学フェア 2023☆☆ 
例年、会場で行われる進学フェアが中止となっていましたが、 

  今年度は下記の日程・場所で会場開催が行われる予定です。 

日時：令和 4年 7月 24日(火)10：00～16：00 ※入場は 15：30最終 

場所：ｲﾝﾃｯｸｽ大阪６号館 C・D ｿﾞｰﾝ(大阪市住之江区南港北 1-5-102) 

申込：入場無料・事前申込必要 

※詳しくは下記の HP または QRコードを参照してください※ 

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=25683  

◎午前中は大変混み合うことが予想されますので、分散来場にご協力ください。 

https://kizuna-umegae.jp/support/requirements/#container
https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=25683

