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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

1 月 17 日 第 50 号

２０１９年度《旧第一学区内およびその周辺にある(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、進路だより「羅針盤」や教室や廊下に貼ってあるポスター、各高校ＨＰで申込方法などを確認して下さい。1/18以降実施分でもすでに申し込み〆切を過ぎているものは掲載していません。

（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

東淀川★ 普通科 06-6391-2427 1月25日(土) 不要 学校説明会 摂津
普通科・体

育科
072-635-1441 1月18日(土) 未定 学校説明会 体験なし

池田 普通科 072-761-1131 1月25日(土) 不要 学校見学会 1月18日(土) 不要 学校説明会 学校見学あり

2月1日(土) 不要 学校説明会 2月15日(土) 不要 学校説明会 学校見学あり

2月22日(土) 不要 学校説明会 1月18日(土) 不要 学校説明会

桜塚 普通科 06-6853-2244 2月15日(土) 未定 学校説明会 1月15日(水)18時頃受付開始 2月16日(日) 不要 学校説明会

2月15日(土) 不要 学校説明会 福井★ 総合学科 072-641-4361 2月22日(土) 不要 学校説明会

2月22日(土) 不要 学校説明会 箕面東 総合学科
（ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄｽｸｰﾙ）

072-729-4008 1月18日(土) 不要 学校説明会 施設見学・個別相談あり

刀根山 普通科 06-6843-3781 1月18日(土) 不要 学校説明会 概要説明・クラブ見学等予定 1月18日(土) 不要 学校説明会

茨木西 普通科 072-625-5711 2月16日(日) 2月15日(土) 学校説明会 2月15日(土) 不要 学校説明会

1月25日(土) 不要 学校見学会 園芸◎ 農業系 072-761-8830 2月15日(土) 2月12日(水) 学校説明会

2月15日(土) 不要 学校見学会 1月18日(土) 不要 学校説明会

吹田 普通科 06-6387-6651 2月15日(土) 不要 学校説明会 2月22日(土) 不要 学校説明会 工学系説明会

1月25日(土) 不要 学校説明会
豊中高・能勢

分校
総合学科 072-737-0666 3月中旬 未定 学校説明会

2月15日(土) 不要 学校説明会 ●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。

北千里 普通科 06-6872-0535 1月25日(土) 不要 学校見学会 行事名「直前学校説明会」

高槻北 普通科 072-683-8739 2月22日(土) 未定 学校説明会 校内見学可 （２）大阪市立の高校

芥川 普通科 072-689-0109 1月18日(土) 不要 学校説明会 学校名 学科 電話番号 実施日 申込締切日 実施形態 備考

1月18日(土) 不要 学校説明会 第2回学校説明会 淀商業 商業系 06-6474-2221 2月15日(土) 2月14日(金) 学校説明会

2月15日(土) 不要 学校説明会 第3回学校説明会 東淀工業◎ 工業系 06-6301-1035 2月15日(土) 2月12日(水) 学校説明会

1月25日(土) 不要 学校見学会 1月18日(土) 不要 学校説明会

2月22日(土) 不要 学校見学会 2月15日(土) 不要 学校説明会

【校名の欄にある印について】

　★・・・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

　◎・・・自立支援コース設置校，◆・・・共生推進教室設置校

吹田東 普通科 06-6877-6715

072-623-1331

島本 普通科 075-962-3265

千里青雲
◆

総合
学科

06-6831-3045

工業系

総合学科 06-6351-0036

※1月18日以降の実施分のみ

槻の木
普通科
単位制

072-675-2600

茨木工科

扇町総合

渋谷 普通科 072-751-2895

大冠 普通科 072-672-3450

北摂つばさ
◆

普通科 072-633-2000

阿武野
◎

普通科 072-693-4670

豊島 普通科 06-6849-7651

１２月懇談で公立高校・一般選抜校については方向性を決めましたが、まだ、行ったことがない学校が候補に上がっ

ている人もいるのではないでしょうか。「自分の母校になる」可能性のある学校。高校選びは慎重に、自分が頑張れ

る高校を見つけましょう。



○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。

○Ｗｅｂ申し込みが難しい場合は担任の先生または森たか先生に相談してください。

申し込み 不要

アクセス 阪急宝塚線「石橋阪大前」北東約1.7km

実施日時 １月２５日（土）１０：００～１３：００

学校見学会（時間内自由見学）

おおさかふりつ　いけだ　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立池田高等学校 普通科

所在地 池田市旭丘2丁目2番1号

学校説明会

https://sakurazuka.ed.jp/admissions/

Ｗｅｂにて申し込み（先着順）

申し込み 不要

アクセス 阪急宝塚線「石橋阪大前」から阪急バス「石澄」下車すぐ

実施日時 ２月１日（土）・２月２２日（土）両日とも１０：００～（受付９：３０～）

内容 学校説明会

おおさかふりつ　しぶたに　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立渋谷高等学校 普通科

所在地 池田市畑4丁目1番1号

実施日時 １月１８日（土）１０：００～（受付９：３０～）

内容 オープンスクール（全体説明会・個別相談会）

申し込み 不要

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

内容

不要

実施日時 １月１８日（土）９：３０～

学校説明会（校内見学・当日活動している部活動見学・個別相談もあり）

所在地

大阪府立刀根山高等学校 普通科

所在地 豊中市刀根山6丁目9番1号

アクセス 阪急宝塚線「蛍池」北東700m

内容

おおさかふりつ　さくらづか　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立桜塚高等学校 普通科

豊中市中桜塚4丁目1番1号

アクセス 阪急宝塚線「岡町」東800m

実施日時 ２月１５日（土）１０：００～

おおさかふりつ　とねやま　こうとうがっこう 大阪府内 公立                       １０：００～　【総合学科】学校説明会　

おおさかふりつ　せんりせいうん　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立千里青雲高等学校 総合学科　共生推進教室

所在地 豊中市新千里南町1丁目5番1号

アクセス 阪急バス「島熊山」南東約1km

実施日 １月１８日（土）

内容 学校説明会

申し込み 不要

時間

内容                       １３：００～　【共生推進教室】学校説明会

申し込み 不要

申し込み

10：30と11：30からそれぞれ30分程度、教員による学校紹介を行います。
内容

おおさかふりつ　ひがしよどがわ　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立東淀川高等学校 普通科

所在地 大阪市淀川区宮原4丁目4番5号

アクセス ＪＲ京都線「新大阪」北西400m

実施日時 １月２５日（土）１０：００～（受付９：２０～）

申し込み

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


