
岸和田市立岸城中学校         202１年 10 月 7 日 (木 )No.17 

  3 年生  進路だより  

 

第 2 回学力診断テストまであと 6 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 1 週間を切りました。 

修学旅行の取り組みや、体育大会の取り組みなどですごく忙しいこの時期に、大事

な学力診断テストもあり、大変だと思いますが、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 

 

堺市立堺高等学校 

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

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

連絡先   TEL：072-240-0840 

対象    中学３年生 

 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 

       ※講座ごとに特別な持ち物があります。詳細は HP 参照。 

 申込方法  URL：http://www.sakai.ed.jp/sakai-hs/Zen-site/base.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(月)～10 月 29 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 

 

大阪府立淀川清流高等学校 

 日時    【第 2 回】10 月 30 日(土) 13:00～15:30（受付 13:00～） 

       【第 3 回】12 月 18 日(土) 13:00～15:30（受付 13:00～） 

場所    大阪府立淀川清流高等学校（大阪府大阪市東淀川区豊里 2-11-35） 

連絡先   TEL：06-6328-2331 

対象    中学３年生、保護者の方 

 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 

 申込方法  URL：http://www.osaka-c.ed.jp/yodogawaseiryu/junior/open_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  【第 2 回】9 月 30 日(木)～10 月 25 日(月)17:00 まで 

       【第 3 回】11 月 18 日(木)～12 月 13 日(月)17:00 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/base.html
http://www.osaka-c.ed.jp/yodogawaseiryu/junior/open_school.html


 

 

 

大阪府立高石高等学校 

 日時    10 月 30 日(土) 【前半の部】12:40～14:10（受付 12:00～） 

日時    10 月 30 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（大阪府高石市千代田６丁目１２番１号） 

連絡先   TEL：072-265-1941 

対象    中学３年生 

 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 

       ※体験部活により特別な持ち物があります。詳細は HP 参照。 

 申込方法  URL：https://www2.osaka-c.ed.jp/takaishi/2021/09/27-026294.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 1 日(金)13:00～10 月 15 日(金)23:59 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 

 

大阪府立伯太高等学校 

 日時    11 月 6 日(土) 10:00～12:00（受付 9:20～） 

 内容    【第 1 部】学校説明・校内施設見学 

【第 2 部】体験授業(希望制：英語、理科、体育、情報、家庭) 

場所    大阪府立伯太高等学校 （大阪府和泉市伯太町 2-4-11） 

連絡先   TEL：0725-45-9321 

対象    中学３年生、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://www2.osaka-c.ed.jp/hakata/2021/07/12-025154.html  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  10 月 22 日(金)までに申込 

 ※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 

 

大阪府立園芸高等学校（体験入学会） 

 日時    【第 1 回】10 月 23 日(土) 9:00～（受付 8:30～） 

       【第 2 回】11 月 20 日(土) 9:00～（受付 8:30～） 

場所    大阪府立園芸高等学校 （大阪府池田市八王子 2-5-1） 

連絡先   TEL：072-761-8830 

対象    中学３年生、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://osaka-engei.ed.jp/junior/openschool/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  【第 1 回】9 月 13 日(月)～10 月 8 日(金)までに申込 

      【第 2 回】10 月 18 日(月)～11 月 5 日(金)までに申込 

 ※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://www2.osaka-c.ed.jp/takaishi/2021/09/27-026294.html
https://www2.osaka-c.ed.jp/hakata/2021/07/12-025154.html
https://osaka-engei.ed.jp/junior/openschool/


 

 

 

 

大阪市立桜宮高等学校 

 日時    11 月 20 日(土) 9:30～16:00 

場所    大阪市立桜宮高等学校（大阪市） 

連絡先   TEL：06-6921-5231 

対象    中学３年生、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 

       ※部活動体験参加者は体験に必要な服装など（HP 参照） 

申し込み  希望者は、10 月 25 日(月)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。 

※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右記の QR コードを参照してください。 

URL：http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523501&frame=frm56418b68a0061  

 

大阪府立天王寺高等学校（天高見学会） 

 日時    10 月 23 日(土)【A コース】9:45～12:15  【B コース】10:15～12:20 

       10 月 23 日(土)【C コース】①14:00～ ②14:30～ ③15:00～ ④15:30～ 

 内容    各コースの詳細は HP 参照してください。 

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

連絡先   TEL：06－6629－6801 

対象    中学３年生 

 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/tennoji/zennichi/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  10 月 12 日(月)16:00 頃～10 月 15 日(金)16:00 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 

 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

 日時    【第 3 回】10 月 30 日(土) 13:00～16:00 

       【第 4 回】11 月 27 日(土) 13:00～16:00 

場所    大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校（大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-9-26） 

連絡先   TEL：06－6772-7961 

対象    中学３年生、保護者の方 

 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.ocec.ne.jp/hs/obf/WelcomeToOBF.html  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  各回の 1 カ月前から申し込み可能。 

 ※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://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523501&frame=frm56418b68a0061
https://www.osaka-c.ed.jp/tennoji/zennichi/
http://www.ocec.ne.jp/hs/obf/WelcomeToOBF.html


 この進路だよりでは、学校に届いた公立高校のオープンスクールを中

心に配信しています。学校に届いていないオープンスクールも存在する

ので、この通信だけではなく、各自での情報収集もお願いします。 

以前お配りしています【公立高校ガイド～学校別説明会 特別号～】 

に、公立高校のオープンスクールの情報も載っていますので参考にして

いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/14106/00104617/gaido_tokubetugou.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私立中学・高校入試相談会 

★【堺会場】10月 17日(日) 〈第 1部〉12:00～13:50 〈第 2部〉14:10～16:00 

場所 ： 堺商工会議所 2階 （堺市北区長曽根町 130番地 23） 

 

★【梅田会場】11月 3日(水) 〈第 1部〉12:00～13:50 〈第 2部〉14:10～16:00 

場所 ： ﾋﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ・ｵﾌｨｽﾀﾜｰ 8階 （大阪市北区梅田 2-2-2） 
 

※状況により内容が変更・中止になる場合もあります。 

お申込み・詳細は下記ホームページまたは QR コードを参照 

URL：https://www.ksf-site.com/category/seminar/  

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/14106/00104617/gaido_tokubetugou.pdf
https://www.ksf-site.com/category/seminar/

