
豊 中 市 立 第 五 中 学 校

2019 年 度 第 66 期 生

進 路 指 導 委 員 会 発 行

6 月 6 日 第 9 号

２０１９年度《旧第一学区内にある(全日制)公立高校》体験入学・説明会等の実施一覧　

　※興味のある人は、教室や廊下に貼ってあるポスターや各高校ＨＰで申込方法などを確認して下さい。 2019.6.5 ver

（１）大阪府立の高校 （１）大阪府立の高校

学校名 学科 電話番号 実施日 申込締切日 実施形態 備考 学校名 学科 電話番号 実施日 申込締切日 実施形態 備考

9月28日(土) 不要 学校説明会 9月28日(土) 未定 体験入学 体育科のみ

11月9日(土) 10月18日(金) 体験入学 10月19日(土) 未定 体験入学 オープンスクール

12月14日(土) 不要 学校説明会 12月14日(土) 未定 学校説明会 体験なし

9月21日(土) 未定 学校説明会 8月31日(土) 不要 学校説明会 学校見学あり

11月9日(土) 未定 体験入学 10月26日(土) 未定 体験入学

11月30日(土) 不要 学校見学会 11月16日(土) 不要 学校説明会
学校見学あり、保育専門ｺｰｽ

発表会あり

8月23日(金) 不要 学校説明会 12月14日(土) 不要 学校説明会 学校見学あり

10月5日(土) 不要 学校説明会 7月13日(土) 不要 学校説明会

11月16日(土) 未定 体験入学 11月16日(土) 未定 体験入学

12月14日(土) 不要 学校説明会 12月14日(土) 不要 学校説明会

8月24日(土) 未定 学校説明会 9月21日(土) 9月21日(土) 体験入学

10月26日(土) 未定 学校説明会 12月7日(土) 12月7日(土) 体験入学

8月24日(土) 不要 学校説明会 9月21日(土) 9月10日(火) 体験入学 部活動体験

10月19日(土) 10月9日(水) 体験入学 11月16日(土) 11月5日(火) 体験入学 部活動体験・授業公開

12月14日(土) 12月4日(水) 体験入学 12月14日(土) 不要 学校説明会

8月21日(水) 未定 クラブ見学 7月13日(土) 不要 学校説明会 授業体験・個別相談あり

8月22日(木) 未定 クラブ見学 11月9日(土) 不要 学校説明会
授業体験・クラブ体験・個別

相談あり

10月26日(土) 10月18日(金) 学校説明会
概要説明・クラブ見学・校内

見学等予定
12月14日(土) 不要 学校説明会

授業体験・クラブ体験・個別

相談あり

11月23日(土) 不要 学校説明会 概要説明・クラブ見学等予定 7月27日(土) 7月19日(金) 学校説明会

7月6日(土) 7月5日(金) 学校説明会 保護者、中学校教員対象 10月26日(土) 10月18日(金) 体験入学

10月26日(土) 10月18日(金) 体験入学
中学生、保護者、中学校教

員対象
12月14日(土) 12月6日(金) 体験入学

12月14日(土) 12月13日(金) 学校説明会 保護者、中学校教員対象 6月22日(土) 不要 学校説明会

8月20日(火) 未定 学校見学会 7月31日(水) 不要 学校説明会

10月26日(土) 未定 学校説明会 中学生対象 8月1日(木) 不要 学校説明会

11月16日(土) 未定 学校説明会 保護者対象（中学生も可） 10月12日(土) 不要 体験入学

12月14日(土) 未定 学校説明会 保護者対象（中学生も可） 11月未定 不要 学校説明会

6月15日(土) 6月14日(金) 学校見学会 12月未定 不要 学校説明会

9月21日(土) 9月20日(金) 学校説明会 6月22日(土) 6月19日(水) 学校説明会

11月24日(日) 11月22日(金) 学校説明会 7月27日(土) 7月24日(水) 学校説明会

8月24日(土) 8月16日(金) 体験入学 9月14日(土) 9月11日(水) 学校説明会

11月16日(土) 11月6日(水) 体験入学 10月19日(土) 10月4日(金) 体験入学

11月9日(土) 未定 体験入学 11月16日(土) 11月1日(金) 体験入学

12月24日(火) 不要 学校説明会 12月14日(土) 12月11日(水) 学校説明会

10月26日(土) 未定 体験入学 7月27日(土) 不要 学校説明会 工学系説明会

11月30日(土) 不要 学校説明会 10月19日(土) 不要 学校説明会
オープンスクール、学校見学

会

8月21日(水) 未定 体験入学 行事名「オープンスクール」 11月2日(土) 未定 体験入学 体験実習、クラブ体験

8月22日(木) 未定 体験入学 行事名「オープンスクール」 12月7日(土) 不要 学校説明会

11月9日(土) 未定 学校見学会
行事名「生徒による学校見学

会」
7月29日(月) 6月20日(木) 体験入学

10月26日(土) 10月11日(金) 学校見学会 7月30日(火) 6月20日(木) 体験入学

11月9日(土) 10月25日(金) 学校見学会 7月31日(水) 6月20日(木) 体験入学

8月24日(土) 未定 体験入学 部活動体験 11月2日(土) 不要 学校説明会

10月19日(土) 不要 学校説明会 12月14日(土) 不要 学校説明会

11月9日(土) 未定 体験入学 部活動体験 6月15日(土) 未定 学校説明会
実施一か月前からHPで告知

します

11月16日(土) 不要 学校説明会 10月5日(土) 未定 学校説明会
実施一か月前からHPで告知

します

9月28日(土) 不要 学校説明会
２部制-生徒１名につき保護

者１名まで

10月19日(土) 未定 体験入学 説明会なし

10月26日(土) 未定 学校説明会 5限授業見学 11月9日(土) 不要 学校説明会
生徒１名につき保護者１名ま

で

12月14日(土) 未定 学校説明会 部活動見学可 11月16日(土) 不要 学校説明会
生徒１名につき保護者１名ま

で

10月19日(土) 不要 学校説明会 10月12日(土) 10月9日(水) 体験入学

11月9日(土) 未定 体験入学 11月30日(土) 11月27日(水) 学校説明会

12月14日(土) 不要 学校説明会 12月3日(火) 不要 体験入学
中高一貫体験授業（連携中

学校２年生対象）

7月3日(水) 6月26日(水) 学校説明会
自立支援コース保護者・教員

向け説明会
6月15日(土) 6月12日(水) 学校説明会

8月21日(水) 未定 体験入学 中学生　部活動体験会 11月16日(土) 11月13日(水) 学校説明会

10月19日(土) 未定 体験入学
オープンスクール（授業・クラ

ブ体験）
●高校ＨＰから各自で申込をする場合や、高校によっては先着順の場合もあります。

12月2日(月) 11月25日(月) 学校説明会
自立支援コース保護者・教員

向け説明会

12月7日(土) 不要 学校説明会 第1回学校説明会 （２）大阪市立の高校
9月14日(土) 未定 体験入学 部活動体験会 学校名 学科 電話番号 実施日 申込締切日 実施形態 備考

10月26日(土) 未定 学校説明会 体験入部・体験授業も実施 10月12日(土) 10月11日(金) 体験入学

11月23日(土) 不要 学校説明会
部活動体験の申込は11月中

旬予定
11月16日(土) 11月15日(金) 学校説明会

12月24日(火) 不要 学校見学会 10月26日(土) 10月23日(水) 体験入学

【校名の欄にある印について】 12月14日(土) 12月11日(水) 学校見学会

　★・・・日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒選抜実施校，△・・・海外帰国生選抜実施校 8月31日(土) 8月23日(金) 体験入学

　◎・・・自立支援コース設置校，◆・・・共生推進教室設置校 11月9日(土) 不要 学校説明会
扇町総合

総合
学科

06-6351-0036

大冠 普通科 072-672-3450 淀商業 商業系 06-6474-2221

東淀工業
◎

工業系 06-6301-1035

阿武野
◎

普通科 072-693-4670

茨木
文理
学科

072-622-3423

06-6854-1207

芥川 普通科 072-689-0109
豊中高・能
勢分校

総合
学科

072-737-0666

06-6303-5661

高槻北 普通科 072-683-8739

8月17日(土)～8
月25日（日）

未定 体験入学 部活動体験

豊中
文理
学科

国際文
化・総合
科学科

06-6871-0050
山田 普通科 06-6875-5010

三島 普通科 072-682-5884

北野
文理
学科

吹田東 普通科 06-6877-6715

茨木工科 工業系 072-623-1331

北千里 普通科 06-6872-0535

千里
△

072-625-5711

園芸
◎

農業系 072-761-8830
北摂

つばさ◆
普通科 072-633-2000

吹田 普通科 06-6387-6651

普通科・
グローバ
ル科

072-721-7091

槻の木
普通科単
位制

072-675-2600春日丘 普通科 072-623-2061

茨木西 普通科

刀根山 普通科 06-6843-3781
箕面東

総合学科
（ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝ

ﾄｽｸｰﾙ）

072-729-4008

淀川清流
総合学科
（ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝ

ﾄｽｸｰﾙ）

06-6328-2331

箕面
△

豊島 普通科 06-6849-7651
福井
★

総合
学科

072-641-4361

総合
学科

06-6831-3045

桜塚 普通科 06-6853-2244
柴島
◎

総合
学科

06-6323-8351

池田 普通科 072-761-1131
島本 普通科 075-962-3265

渋谷 普通科 072-751-2895 千里青雲
◆

※６月～１２月の実施分のみ

東淀川
★

普通科 06-6391-2427 摂津
普通科・
体育科

072-635-1441



このチラシを見て、ちゃんとお家の人とお話しましたか？

2019.5.29更新(6.5加工版)

旧
学区

参加高校／参加する高校のある
地区・市など

実施会場
（アクセス・最寄り駅）

実施担当校
（電話番号）

茨木市 ８月21日(水) 13:00～16:00 茨木市立クリエイトセンター
（ＪＲ「茨木」駅，阪急「茨木市」駅）

府立福井高等学校
(072-641-4361)

高槻市・島本町 ８月20日(火) 13:20～16:30 高槻現代劇場
（ＪＲ「高槻」駅，阪急「高槻市」駅）

府立島本高等学校
(075-962-3265)

吹田市・摂津市
東淀川区 ８月26日(月) 14:00～17:00 大阪学院大学

（ＪＲ「岸部」駅，阪急「正雀」駅）

府立摂津高等学校
(072-635-1441)

2

枚方地域（枚方なぎさ、枚
方、枚方津田、牧野、長尾、
香里丘、大阪市立、常翔啓光
学園、長尾谷、東海大付属大

阪仰星）

１２月１日（日） 12:30～15:30 枚方市民会館３階全フロア
（京阪「枚方市」駅）

府立枚方高等学校
（072-843-3081）

3
天王寺区・東成区
八尾市・柏原市

東大阪市
８月24日（土） 10:00～15:00 大阪府立布施高等学校

（近鉄「八戸ノ里」駅）

府立八尾翠翔高等学校
（072-943-8107）

堺市・泉大津市
和泉市・高石市

８月25日（日） 9:30～15:30
堺市立堺高等学校

（ＪＲ・南海「三国ヶ丘」駅，
南海「百舌鳥八幡」駅）

府立登美丘高等学校
（072-236-5041）

７月６日（土） 10:00～15:00 泉南イオン
（南海「樽井」駅）

府立貝塚高等学校
（072-423-1401）

８月24日（土） 10:00～14:00
エブノ泉の森ホール
（南海「泉佐野」駅，

ＪＲ「熊取」「日根野」駅）

府立貝塚高等学校
（072-423-1401）

７月２１日（日） 10:00～16:00
インテックス大阪4・5号館Ａｿﾞｰﾝ
（大阪ﾒﾄﾛ『ｺｽﾓｽｸｴｱ』『ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ前』

『中ふ頭』駅下車）

大阪府教育庁
高等学校課

◎どの説明会も『事前申込は不要』『入場無料』『入退場は自由』です。

◎各説明会の案内・ポスターなどは、６月中旬～７月上旬頃に中学校に届きますので、各自で内容などを確認してください。

進学フェア２０２０
※大阪府にある全ての公立高校・高等支援

校・高専などが一堂に集まります。

２０１９年度　府立高等学校合同学校説明会　実施一覧

1

4 岸和田市・貝塚市
泉佐野市・泉南市
阪南市・泉北郡

泉南郡

日　時

☆ 進学のためには、一定の進学資金

が必要です。そこで、大阪府育英会

が、進学の際の費用について奨学金

制度を運営しています。育英会の奨

学金は、９月中旬～下旬に申込用紙

配布、１０月上旬、五中へ申込みと

なります（五中で集約し、五中から

育英会に申込みとなります）。

入学準備に必要な資金（入学金や制

服代・教科書代等）の貸し付け「入

学支度金貸付」については、この

１０月申し込みだけです。

詳しくは９月上旬ごろに配布される

チラシをチェックしてください。


