
岸和田市立岸城中学校         2022 年 9 月 15 日 (木 ) No.17 

  3 年生  進路だより  

 

学校見学会のご案内 

 

大阪府立金岡高等学校（学校見学会） 

 日時    【学校見学会】11 月 19 日(土)14:00～16:00（受付 13:30～） 

       【学校説明会】01 月 14 日(土)※申込時期や詳細は 11 月上旬に HP に掲載 

 場所    大阪府立金岡高等学校（堺市北区金岡町 2651 番地） 

連絡先   TEL：072-257-1431 

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/kanaoka/kengaku_setsumei.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 7 日(金)～11 月 7 日(月)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 

 

大阪府立三国丘高等学校（学校説明会） 

 日時    【第１回】11 月 15 日(土)15:00～16:30（受付 14:30～15:00） 

日時    【第２回】11 月 19 日(土)15:00～16:30（受付 14:30～15:00） 

 場所    大阪府立三国丘高等学校（堺市堺区南三国ヶ丘町 2-2-36） 

連絡先   TEL：072-233-6005 

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/mikunigaoka/zenniti/06_jhs-student/g_setsumeikai.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 12 日(水)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 
 

 

大阪府立中央高等学校（学校説明会） 

 日時    ①11 月 12 日(土)  ②12 月 10 日(土)  ③2 月 4 日(土)10:50～12:25（受付 10:20～） 

日時    ④01 月 18 日(水) 17:35～19:10（受付 17:00～）※夜間の時間帯 

場所    大阪府立中央高等学校（大阪市中央区釣鐘町 1 丁目 1 番 5 号） 

連絡先   TEL：06-6944-4401 

対象    中学３年生とその保護者の方 

 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：https://www3.osaka-c.ed.jp/chuo/folder_1/post-16.html  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  後日連絡（上記 HP 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://www.osaka-c.ed.jp/kanaoka/kengaku_setsumei.html
https://www.osaka-c.ed.jp/mikunigaoka/zenniti/06_jhs-student/g_setsumeikai.html
https://www3.osaka-c.ed.jp/chuo/folder_1/post-16.html


大阪府立貝塚高等学校（オープンスクール・学校説明会） 

 日時    【ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ】10 月 15 日(土)13:00～15:30（受付 12:40～） 

日時    【学校説明会】12 月 10 日(土) 1 月 14 日(土) 2 月 18 日(土) ※午前中 

      【自立支援コース】11 月 19 日(土)13:30～15:00 

 場所    大阪府立貝塚高等学校（貝塚市貝塚市畠中 1-1-1） 

連絡先   TEL：072-423-1401 

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：https://www.osaka-c.ed.jp/kaizuka/for_jhs/for_jhs.html  

         または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  【ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ】9 月 12 日(月)～9 月 25 日(日) 

 ※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 
 

 

大阪府立咲くやこの花高等学校（体験入学・学校説明会） 

 日時    【体験入学】①10 月 15 日(土)14:00～17:00（受付 13:30～） 

日時    【学校説明会】②12 月 10 日(土) ③1 月 14 日(土) 

日時    【   午前 10:00～12:00（受付 9:30～）午後 14:00～16:00（受付 13:30～） 

 場所    大阪府立咲くやこの花高等学校（大阪市此花区西九条６丁目１番 44 号） 

連絡先   TEL：06-6464-8881 

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://www3.osaka-c.ed.jp/sakuyakonohana/folder15/post-41.html  

         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】①09 月 23 日(金)～10 月 7 日(金) 

       【学校説明会】②11 月 18 日(金)～12 月 2 日(金) 

【学校説明会】③12 月 23 日(金)～01 月 6 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 
 

 

大阪府立堺東高等学校（10 月学校説明会・11 月ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ） 

 日時    【学校説明会】10 月 01 日(土)第 1 部 9:00～10:30 第 2 部 11:00～12:30 

      【ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ】11 月 19 日(土)13:00～14:00(受付 12:30～) 

 場所    大阪府立堺東高等学校（堺市南区晴美台 1-1-2） 

連絡先   TEL：072-291-5510 

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/sakaihigashi/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  【学校説明会】09 月 16 日(金)16:00～ 

       【ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ】11 月 01 日(火)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://www.osaka-c.ed.jp/kaizuka/for_jhs/for_jhs.html
https://www3.osaka-c.ed.jp/sakuyakonohana/folder15/post-41.html
https://www.osaka-c.ed.jp/sakaihigashi/open_school.html


 

大阪府立今宮工科高等学校（体験入学・クラブ見学・学校見学会） 

 日時    【体験入学】10 月 15 日(土)Ⅰ部 13:30～15:00（受付 13:00～） 

日時    【体験入学】10 月 15 日(土)Ⅱ部 15:00～16:30（受付 14:30～） 

日時    【ｸﾗﾌﾞ見学】10 月 15 日(土)A パート 14:00～15:00（受付 13:45～） 

日時    【体験入学】10 月 15 日(土)B パート 15:30～16:30（受付 15:15～） 

                 ※体験入学とクラブ見学との同時申込は出来ません 

日時    【学校見学会】11 月 19 日(土)午前の部10:00～13:30（受付 11:50～）※申込不要 

日時    【学校見学会】11 月 19 日(土)午後の部13:30～16:00（受付 15:20～）※申込不要 

 場所    大阪府立今宮工科高等学校（大阪市西成区出城 1-1-6） 

連絡先   TEL：06-6631-0055 

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/imamiya-t/for_Jhstudent/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  上記 HP に掲載 

 ※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 
 

 
 

大阪府立生野工業高等学校（体験入学） 

 日時    【体験入学】10 月 15 日(土)13:00～16:00 

 場所    大阪府立生野工業高等学校（大阪府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  学校でまとめて申し込みをします。希望する人は担任または新谷まで。 

      詳細は下記 URL または、QR コードより確認してください。 

  URL：https://www3.osaka-c.ed.jp/ikuno-t/folder_0/post-15.html  

 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 
 

 
 

大阪府立泉陽高等学校（文化祭の中学３年生の来場について） 

 日時    9 月 17 日(土)8:45～12:20 

 場所    大阪府立泉陽高等学校（堺市堺区車之町東 3 丁 2-1） 

連絡先   TEL：072-233-0588 

対象    中学３年生のみ 

 持ち物など 生徒手帳、上履き、下足袋、マスク、水分補給のための水筒等 

申込方法  事前の申込は必要ありません。詳細は下記 URL 参照してください。 

URL：https://www.osaka-c.ed.jp/senyo/index.html  

 ※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/imamiya-t/for_JHstudent/post-28.html
https://www3.osaka-c.ed.jp/ikuno-t/folder_0/post-15.html
https://www.osaka-c.ed.jp/senyo/index.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私立中学校・高等学校（進学相談会 in 天王寺） 

 日時    9 月 25 日(日)11:00～15:30 

場所    あべのハルカス 25 階 貸会議室（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43） 

連絡先   TEL：06-7639-3125 

対象    中学３年生とその保護者の方 

 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：https://shingaku-web.com/consultation/hojokai-in-tennoji-9-25-Sunday/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  事前申込制（上記 HP より申込） 

 ※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 
 

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。 

あしなが育英会（あしなが高校奨学金） 
応募資格・条件 

保護者(父または母など)が 、病気や災害（道路上の交通事故を除く）、 

自死(自殺)などで死亡、または保護者が著しい障害を負っていて、経済的な 

援助を必要としている家庭の子ども。 

申請の締め切り 

2022 年 12 月 15 日（） 

奨学金の額 

月額給付 30,000 円 

※私立高校入学一時金（希望者のみ 30 万円貸与）制度もあり ※無利息 

貸与期間 

２０２３年４月分から卒業（最短修業年限）まで。 

※岸城中学校の HP にも連絡事項を掲載しています。 

https://shingaku-web.com/consultation/hojokai-in-tennoji-9-25-sunday/

