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☆内申書（調査書）について☆ 
【内申書とは】 

 内申書というのは、実は調査書（公立）、報告書（私立）というのが正式名称で、

生徒の学習の成績や特別活動（委員会、学級での仕事、部活動）などを記載したも

のです。成績は各教科ごと５段階目標準拠評価（いわゆる絶対評価）で決められ 

ます。特別活動は担任の先生によって文章で書かれます。 

【なぜ内申書があるの？】 

 内申書がなくて、高校入試が入学試験だけで決められると、当日体調が悪かった

り、緊張しすぎて普段の実力が出せなかった人は不合格になってしまいます。 

 それではあまりにも不合理です。そうならないように試験だけでなく、中学校で

どれだけがんばっていたのかということも、合否の判断の材料とするために内申書

はあります。 

【評定【評価）の決め方】 

 各教科によって違いますが、５教科（国語・社会・数学・理科・英語）はテスト

の点数、提出物、忘れ物、授業に対する姿勢等が評価の対象になります。４教科（音

楽・美術・保健体育・技術家庭）はそれらに実技が加わります。 

【どうすればいいのか？】 

 答えは簡単です。毎日の学校生活をきちんとすること。その一言に尽きます。 

 学習面では、中間・期末・学力診断テストでがんばるのは当然ですが、日々の 

学習への取り組み・姿勢をきちんとすることも重要です。 

 チャイム着席はきちんとできていますか？授業に集中してますか？忘れ物はあ

りませんか？授業中の態度はどうですか？携帯をさわったり、漫画を読んだりして

いませんか？私語をして、他の人の学習の邪魔になっていませんか？提出物や実技

教科の作品はきちんと出せていますか？苦手な教科でも、しっかりがんばっていま

すか？ 

 集中せず、いい加減な態度で授業を受けていたり、提出物を出さないということ

は「中学校でがんばっていた」という基準に照らしてみれば、マイナスになるのは

当然です。 



『毎日の授業、一時間、一時間を真剣に取り組むこと』 

 内申書（調査書）には５段階では評価できないけど、学校生活でどれだけがんば

ったかを記載する総合所見というものもあります。担任の先生が文章で書くところ

です。そこには成績には表れない委員会、部活動、学級の係など、学校生活で頑張

りが記載されます。 

 誤解しないでほしいのは、学年代表だから、委員会に入っていたから、内申が 

いいというのではありません。大切なのは、学級委員や専門委員なら、どれだけ 

その仕事をきちんとやり抜いたかということです。目立たないように見えますが、

普段の係活動である、日直や給食当番、そうじ当番などの仕事を責任をもってやり

抜くことも大切です。 
 

 でも本当に重要なことは、内申など気にせずに、自分自身の中身を磨き鍛えるこ

とです。他人からの評価というものは後からついてくるものです。先生からの評価

も例外ではありません。中学生として、人として、今しなくてはならないことに全

力を傾注（そそぐ）すること、これがもっとも大切な事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

大阪府立佐野高等学校 

 日時    8 月 25 日(水)・26 日(木)  13:30～受付 14:00～16:30 

 場所    大阪府立佐野高等学校 （大阪府泉佐野市市場東２丁目３９８） 

連絡先   TEL：072-462-3825 

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.osaka-c.ed.jp/sano/chugakusei/chugakusei.html  

             または、右記 QR コードより申し込み 

 

申込期間  7 月 1 日(木)～7 月 14 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。 

詳細はホームページを参照 

 

☆☆大阪府公立高校進学フェア 2022☆☆ 
例年、会場で行われる進学フェアが中止となりましたが、WEB

版ということで各学校のパンフレットやホームページ 

のリンク先などを掲載する予定です。 

公開日時：令和 3年 7月 20日(火) 10：00～ 

詳しくは大阪府の HPを参照してください 

http://www.osaka-c.ed.jp/sano/chugakusei/chugakusei.html


 

 

 
 

咲くやこの花高等学校（体験入学） 

 日時    第１回：7 月 10 日(土)   第２回：10 月 16 日(土) 

 場所    咲くやこの花高等学校 （大阪市此花区西九条 6-1-44） 

連絡先   TEL：06-6464-8881（本校総務部体験入学係） 

対象    中学生 

内容     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 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://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h543541  

申込期間  【第１回】6 月 28 日(月)～7 月 6 日(火) 【第 2 回】9 月 21 日(火)～10 月 8 日(金) 

 

咲くやこの花高等学校（学校説明会） 

 日時    第１回：8 月 21 日(土)  第２回：12 月 11 日(土)  第３回：1 月 15 日(土) 

      いずれも【午前の部】9:30～10:00 受付 【午後の部】13:30～14:00 受付 

対象    中学生 

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：http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h543541  

申込期間 【第１回】8 月 2 日(月)～8 月 20 日(金) 【第２回】11 月 22 日(月)～12 月 10 日(金) 

【第３回】12 月 20 日(月)～1 月 14 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 

 

大阪府立堺工科高等学校 

 日時    8 月 25 日(水)・26 日(木)  13:30～14:00 受付 14:00～15:45 

 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://sakai-t.ed.jp/experience/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

 

申込期間  7 月 1 日(木)～7 月 14 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。 

詳細はホームページを参照 

 

体験学科 前半・後半 受付開始時間 所要時間(説明および体験) 

総合学科 
【午前の部】 9:30～ 10:00～13:00 

【午後の部】 13:30～ 14:00～16:00 

演劇科 
【午前の部】 9:30～ 10:00～13:00 

【午後の部】 11:30～ 12:00～16:00 

食物文化科 
【午前の部】 9:30～ 10:00～13:00 

【午後の部】 11:30～ 12:00～16:00 

 

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h543541
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h543541
https://sakai-t.ed.jp/experience/


 

 

 

 

 

大阪市立工芸高等学校 

 日時    オープンキャンパス ①7月17日(土)  ②9月18日(土)  ③11月20日(土) 

       実技講習会 12 月 18 日(土)   個別説明会 1 月 29 日(土) 

 場所    大阪市立工芸高等学校 （大阪市阿倍野区文の里 1-7-2） 

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://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h713525  

             または、右記 QR コードより申し込み 

 申込期間  ① 7/1～7/9 ② 8/1～9/3 ③ 10/1～11/5 

       実技講習会 11/1～12/3 

  ※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してください 

 

大阪府立信太高等学校 

 日時    ① 7 月 27 日(火) ② 8 月 4 日(水) ともに 9:30～受付 10:00～11:00 

 場所    大阪府立信太高等学校 （大阪府和泉市葛の葉町三丁目 6 番 8 号） 

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.osaka-c.ed.jp/shinoda/junior/schedule.html 

      または、右記 QR コードより申し込み 

 

申込期間  ① 7 月 25 日まで ② 8 月 1 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してください 

 

大阪 通信制高校 合同相談会 

 日時    11 月 14 日(日)  10:00～16:30 

 場所    天満橋 OMM ビル２F 

内容  F ホール 各校の個別ブースで相談可 

    E ホール 10:00～12:00 学校紹介、生徒ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 13:00～15:00 学校紹介、生徒ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 

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://osakatsushin-g.jp/  

             または、右記 QR コードより申し込み 

 

  ※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してください 

 

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h713525
http://osakatsushin-g.jp/

