
○現在、五中に届いている説明会などの予定です。

　このほか、ポスター、配布チラシ等で知らせているものもあります。

※参加のときは、参加予定報告書を担任の先生からもらって、記入して提出してください。

（裏面につづく）

実施日時 １０月２６日（土）①１１：００～　②１４：００～

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（受付開始予定日７月２１日（日））

https://www.osaka-c.ed.jp/yamada/

学校見学会　※詳細はＷｅｂにて確認内容

大阪府立山田高等学校 普通科

所在地 吹田市山田東3丁目28番1号

アクセス 大阪モノレール「万博記念公園」南600m

森たか先生へ申し込み（７月８日（月）から先着順で受付）

おおさかふりつ　やまだ　こうとうがっこう 大阪府内 公立

アクセス 大阪メトロ谷町線「都島」西50ｍ

実施日時 ９月２１日（土）１３：３０～１６：４５（受付１３：００～）

内容 体験入学　※詳細は森たか先生から要項を受け取ってください。

大阪市立都島工業高等学校 設置科については表の※欄参照

所在地 大阪市都島区善源寺町1丁目5番64号

実施日時 ８月３日（土）１０：００～１３：００　オープンスクール

内容 ８月２日（金）１０：００～１３：００　宣真まんが祭　　

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（オープンスクールは当日参加も可）

https://senshin.sakura.ne.jp/form/

アクセス 阪急京都線「相川」東徒歩1分

実施日時 ８月３１日（土）１４：００～１６：００（受付１３：００～）

内容 授業体験Ⅰ～夏期講座Special～　※詳細は全員配布のチラシで

おおさか こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

大阪高等学校

不要

おおさかふりつ　みのおひがし　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立箕面東高等学校 総合学科（エンパワメントスクール）

所在地 箕面市粟生外院5丁目4番63号

アクセス 阪急バス「粟生団地」すぐ

実施日時 ７月１３日（土）１０：００～１２：００（受付９：３０～）

内容 オープンスクール

宣真高等学校 普通科

所在地 池田市荘園  2-3-12

アクセス 阪急宝塚線「石橋」西徒歩13分

不要

せんしん こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

おおさかしりつ　みやこじまこうぎょう　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪青凌高等学校 普通科

所在地 高槻市前島　3-2-1

https://mirai-compass.net/usr/kansaiuh/event/evtIndex.jsf

オープンスクール　※詳細はＷｅｂにて確認

普通科

所在地 大阪市東淀川区相川  2-18-51

ＪＲ京都線「島本」から徒歩約８分・阪急京都線「水無瀬」から徒歩約１５分

内容

移転情報
６６期生が入学するときには新キャンパス（島本町）に移転します

アクセス 阪急京都線「高槻市」からスクールバス

実施日時 ８月４日（日）①１０：００～１２：００　②１４：００～１６：００

オープンスクール　※詳細はＷｅｂにて確認

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（７月１日（月）から先着順で受付）

https://www.osakaseiryo.jp/senior_high_school/student_recruit/stu_rec_senior_op/

申し込み

申し込み

※ 機械科・機械電気科，建築科・都市工学科，電気電子工学科・理数工学科

申し込み
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かんさいだいがく こうとうぶ 大阪府内 私学 共学校

内容

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み

実施日時 ７月２０日（土）１１：００～（受付１０：３０～）

関西大学高等部 普通科

所在地 高槻市白梅町 7-1

アクセス 阪急京都線「高槻市」北徒歩約10分

おおさかせいりょう こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校



●　令和２年度大阪府公立高等学校入学者選抜における学力検査問題等について

○　国語

○　数学

学力検査及び実技検査等の問題は、大阪府教育委員会（以下「府教育委員会」という。）が作

成します。学力検査の問題は、中学校卒業までに習得される基礎的な学力を評価することを主眼

として、国語、社会、数学、理科、英語について作成されます。

１．国語、数学、英語の学力検査問題について、特別入学者選抜（以下「特別選抜」という。）

においては２種類、一般入学者選抜（以下「一般選抜」という。）においては３種類をそれぞれ

作成されます。各高等学校は、使用する問題を課程別に選択して高等学校を設置する教育委員会

に申請し、同教育委員会がこの申請を踏まえて決定し、事前に公表します（例年は７月）。

問題の種類、特徴、検査時間及び配点については、次のように発表されています。（英語は羅

針盤第１４号掲載済のため割愛します）

種類 特  徴 
特別選抜 一般選抜 

検査時間 配 点 検査時間 配 点 

Ａ 

(基礎的問題) 

基礎的な内容の文章を正確に理解する力

を問う問題や、国語に関する基礎的な知

識を問う問題を中心に出題する。 

40分 45点 50分 90点 

Ｂ 

(標準的問題) 

基礎的・標準的な内容の文章を正確に

理解する力を問う問題を中心に、問わ

れたことがらについて適切に表現する

力を問う問題をあわせて出題する。 

40分 45点 50分 90点 

Ｃ 

(発展的問題) 

標準的・発展的な内容の文章を正確に

理解する力を問う問題とともに、問わ

れたことがらについて適切に表現する

力を問う問題を中心に出題する。 

 50分 90点 

 

種類 特  徴 
特別選抜 一般選抜 

検査時間 配 点 検査時間 配 点 

Ａ 

(基礎的問題) 

基礎的な計算問題を出題するととも

に、「数と式」、「図形」、「関数」、「資料

の活用」の基礎的な事項についての理

解を問う問題を中心に出題する。 

40分 45点 50分 90点 

Ｂ 

(標準的問題) 

「数と式」、「図形」、「関数」、「資料の活

用」の基礎的・標準的な事項についての

理解を問う問題を中心に出題する。 

40分 45点 50分 90点 

Ｃ 

(発展的問題) 

「数と式」、「図形」、「関数」、「資料の

活用」の標準的・発展的な事項につい

て、数学的に処理し判断する力を問う

問題を中心に出題する。 

 60分 90点 

 

２．社会、理科の学力検査問題については、特別選抜及び一般選抜において、１種類ずつ作成さ

れます。検査時間、配点については次のように発表されています。

教 科 
特別選抜 一般選抜 

検査時間 配  点 検査時間 配  点 

社 会 40分 45点 40分 90点 

理 科 40分 45点 40分 90点 

 

３．実技検査の検査内容、検査種目、配点については、次のように発表されています。

学  科 検査内容 検査種目 配  点 

工業に関する学科（建築デザイン科、イ

ンテリアデザイン科、プロダクトデザイ

ン科、映像デザイン科、ビジュアルデザ

イン科及びデザインシステム科）、美術

科及び総合造形科 

美術に関する基礎的

な描写力及び総合的

な表現力 

基礎的描写 75点 

総合的表現 75点 

グローバル探究科 

英語に関する技能の

うち、「読む」「聴く」

「話す」の総合的な運

用能力 

英文の音読 20点 

英語による 

口頭試問 
80点 

体育に関する学科 

運動に関する基礎的

な能力及び希望する

検査種目における技

能 

運動能力 45点 

運動技能 180点 

芸能文化科 

芸能文化に関する基

礎的な表現力及び探

究力 

朗読 50点 

口頭試問 50点 

演劇科 
演技に関する基礎的

な表現力 

身体表現 75点 

歌唱表現 75点 

音楽科 

音楽に関する基礎的

な視唱力・聴取力及び

希望する専攻実技に

おける表現力 

視唱 30点 

専攻実技 100点 

聴音 20点 

 


