
岸和田市立岸城中学校         202１年 9 月 27 日 (月 ) No.16 

  3 年生  進路だより  

 

学校見学会のご案内 
公立高校説明会の案内がたくさん届きました。興味があれば積極的に申し込んで

ほしいと思います。その際は必ずマスクなど、感染予防対策もお願いします。 

 

 

大阪府立西成高等学校 

 日時    第 1 回：11 月 13 日(土)13:40～   第 2 回：12 月 18 日(土)13:40～ 

       第 2 回： 1 月 15 日(土)14:40～ 

場所    大阪府立西成高等学校（大阪市西成区津守 1-13-10） 

連絡先   TEL：06-6562-5751 

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 

内容     

第 1・2 回 第 3 回 内容 

13:40～ 14:40～ 学校説明 ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄｽｸｰﾙ・系列やﾓｼﾞｭｰﾙ授業、生徒指導

・進路指導・部活動紹介などの学校紹介 

14:40～  授業体験 本校の特色ある授業を実際に体験 

15:40～ 
 部活動体験 部活動を実際に体験 または活動の説明 

15:40～ 個別相談 個別に相談を受け付け 

16:40 16:40 終了予定 

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

             または、右記 QR コードより申し込み 

 

申込期間  各回の 1 週間前の金曜日まで 

 ※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 

 

大阪府立岬高等学校 

 日時    11 月 13 日(土) 12 月 18 日(土)  

場所    大阪府立岬高等学校 （大阪府泉南郡岬町淡輪 3246） 

連絡先   TEL：072-494-0301 

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 

※詳しい時間や申し込み方法などは、 

URL：https://www.osaka-c.ed.jp/misaki/  

     または、右記 QR コードより確認してください。 

 ※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/misaki/


 

 

大阪府立金岡高等学校 

 日時    11 月 20 日(土) 14:00～（受付 13:30～） 

場所    大阪府立金岡高等学校 （大阪府堺市北区金岡町 2651 番地） 

連絡先   TEL：072-257-1431 

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：http://www.osaka-c.ed.jp/kanaoka/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  10 月 8 日(金)～11 月 7 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 

 

大阪市立生野工業高等学校 

 日時    10 月 16 日(土) 13:00～16:20（受付 12:45～） 

場所    大阪市立生野工業高等学校 （大阪市生野区生野東 2 丁目 3 番 66 号） 

連絡先   TEL：06-6731-5592 

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 

       ※機械科を希望する生徒のみ、体操服が必要 

申込方法  希望者は新谷まで 

申込期間  10 月 1 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。 

詳細は下記ホームページまたは、右記 QR コードを参照 

URL： http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524  

 

大阪府立東住吉高等学校 

 日時    ①11 月 13 日(土) ②11 月 20 日(土) ③12 月 11 日(土) ④1 月 15 日(土) 

場所    大阪府立東住吉高等学校（大阪市平野区平野西 2-3-77） 

連絡先   TEL：06-6702-3838 

対象    中学３年生 

内容    普 通 科：説明（30 分）＋校内見学ツアー（30 分） 

      芸能文化科：専門学科の授業紹介・説明（100 分）＋施設見学（20 分） 

      共生推進教室：説明（30 分）＋校内見学ツアー（30 分） 

 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://www.osaka-c.ed.jp/higashisumiyoshi/junior/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  ①10 月 11 日(月)～11 月 11 日(木) 

      ②10 月 11 日(月)～11 月 11 日(木) 

      ③11 月 29 日(月)～12 月 9 日(木) 

      ④11 月 29 日(月)～1 月 13 日(木) 

 ※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.osaka-c.ed.jp/kanaoka/
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524
https://www.osaka-c.ed.jp/higashisumiyoshi/junior/


 

 

 

 

大阪府立堺工科高等学校 

 日時    10 月 16 日(土) 13:30～16:00 

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

連絡先   TEL：072-241-1401 

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 

※詳しい時間や申し込み方法などは、 

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。 

 ※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 

 

和歌山工業高等専門学校 

 日時    10 月 16 日(土)【午前の部】19:50～12:50（受付 19:10～19:50） 

日時    10 月 16 日(土)【午後の部】14:00～17:00（受付 13:20～14:00） 

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

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  10 月 4 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 

 

 

大阪府立和泉総合高等学校 

 日時    10 月 16 日(土) 【第 1 部】13:30～開会（受付 13:00～） 

 日時    10 月 16 日(土) 【第 2 部】14:30～開会（受付 14:00～） 

       ※第 2 部については第 1 部が規定人数を超えた場合のみ開会 

場所    大阪府立和泉総合高等学校 （大阪府和泉市富秋町 1 丁目 14-4） 

連絡先   TEL：0725-41-1250 

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 

申込方法  URL：http://www.osaka-c.ed.jp/izumi-t/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

申込期間  10 月 13 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。 

詳細ホームページを参照 

 

http://sakai-t.ed.jp/notice/school_tour/
http://www.wakayama-nct.ac.jp/nyushi/gakkousetumeikai.html
http://www.osaka-c.ed.jp/izumi-t/


 

大阪府立久米田高校（秋の学校見学会） 

 日時    11 月 13 日（土）9:00～12:45 

 内容    【A コース】⇒学校説明会と体験授業(体験) 9:00～11:00 

       【B コース】⇒学校説明会と部活見学(体験) 9:00～11:00 

       【C コース】⇒学校説明会と部活見学(体験) 10:30～12:30 

       【D コース】⇒学校説明会のみ(9:00～9:45 / 10:30～11:15 / 12:00～12:45) 

 場所    大阪府立久米田高等学校（岸和田市額原町 1100 番地） 

連絡先   TEL：072-443-6651  FAX：072-443-0307 

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/kumeda/  

     または、右記 QR コードより確認してください。 

 申込期間  9 月 21 日(火)～10 月 12 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪府立堺上高等学校 

 日時    【第 1 回】11 月 13 日(土) 13:00～15:00（受付 12:00～） 

場所    大阪府立堺上高等学校（大阪府堺市西区上 61） 

連絡先   TEL：072-271-0808 

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 

       ※部活動体験を申し込まれた人は体操服や体育館シューズが必要な場合あり。 

申込方法  URL：https://forms.gle/mqV2rQdFRckK4sjr9  

     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 22 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 

 

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、担任か新谷までお願いします。 

提出期限は 10月 1日(金)厳守でお願いいたします。 

★第２回進路希望調査★ 
本日、第 2回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：9月 28(火)としています。よろしくお願いします。 

https://www2.osaka-c.ed.jp/kumeda/
https://forms.gle/mqV2rQdFRckK4sjr9

