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大阪府立長尾高等学校 11 上宮高等学校 1
大阪府立枚方なぎさ高等学校 8 大阪国際大和田高等学校 2
大阪府立牧野高等学校 3 大阪国際滝井高等学校 3
大阪府立四条畷高等学校 3 大阪産業大学附属高等学校 1
大阪府立門真西高等学校 2 大阪信愛女学院高等学校 1
大阪府立枚方高等学校 1 大阪電気通信大学高等学校 1
大阪府立交野高等学校 1 近畿大学泉州高等学校 1
大阪府立香里丘高等学校 1 好文学園女子高等学校 1
大阪府立大手前高等学校 1 香里ヌヴェール学院高等学校 2
大阪府立成城高等学校 1 四條畷学園高等学校 1
京都市立京都堀川音楽高等学校 1 常翔学園高等学校 2

常翔啓光学園高等学校 3
昇陽高等学校 1

就　　　職 1 星翔高等学校 1

東海大学付属仰星高等学校 2

長尾谷高等学校 3
京都外大西高等学校 1
京都芸術高等学校 1
京都女子高等学校 1
京都聖母学院高等学校 2
京都橘高等学校 2
相生学院高等学校 1
エコーペット高等学院 1

公立 私立

３年保護者説明会資料(進路) 

平成２９年(２０１７年)５月１１日(木) 枚方市立招提北中学校 学習進路部 

《１》進路指導の基本的な姿勢 

・将来の目標と展望を持って、自らの生き方を考え、自己を確立させる。 

・各自が意欲を持って学校生活を送り、互いに協力し助け合う集団づくりを目指す。 

 

《２》昨年度の進路先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《３》今年度の主な予定 

 学校・生徒会行事など 進路に関すること 

４月 始業式（10日(月)） 全国学力テスト（18日(火)） 

５月 中間テスト（11日(木), 12日(金)） 

修学旅行（28日(日)～30日(火)） 

保護者集会（11日(木)） 

高校見学会・体験入学（～１月頃） 

６月 体育祭（８日(木)） 

チャレンジテスト（21日(水)） 

期末テスト（28日(水)～30日(金)） 

教育相談 

第１回進路希望調査 

７月 三者懇談（11日(火)～18日(火)） 

終業式（20日(木)） 

 

８月 始業式（28日(月)） 

第１回実力テスト（29日(火)） 

 

９月  第２回進路希望調査 

１０月 文化祭（３日(火)） 

中間テスト（12日(木), 13日(金)） 

育英会予約奨学生募集 

保護者集会（12日(木)） 

１１月 第２回実力テスト（２日(木)） 

期末テスト（27日(月)～29日(水)） 

教育相談 

第３回進路希望調査 

願書用写真撮影 

１２月 三者懇談（14日(木)～20日(水)） 

終業式（22日(金)） 

進路相談（私立受験校決定） 

就職相談 

私立願書用意（各自で冬休み中に） 

１月 始業式（９日(金)） 

卒業テスト（24日(水)～26日(金)） 

私立出願（26日(金)） 

進路相談（公立特別選抜・高専受験校決定） 

面接指導（15日(月), 19日(金), 22日(月)） 

２月 三者懇談（21日(水)～28日(水)） 

           

高専入試 

公立音楽科出願（６日(火), ７日(水)） 

私立高校等入試（10日(土)） 

公立音楽科入試（18日(日), 20日(火)） 

公立特別選抜出願（14日(水), 15日(木)） 

公立特別選抜入試（20日(火), 21日(水)） 

公立特別選抜合格者発表（28日(水)） 

進路相談（公立一般選抜受験校決定） 

３月 卒業式 公立一般選抜出願（２日(金), ５日(月),  

６日(火)） 

公立一般選抜入試（12日(月)） 

公立一般入試合格者発表（20日(火)） 

公立二次選抜出願、面接（22日(木)） 

公立二次選抜合格者発表（26日(月)） 
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①普通科 長尾、枚方津田、牧野、枚方、香里丘、大手前、西寝屋川

交野、野崎、守口東、寝屋川,四條畷、大阪市立など

②普通科総合選択制 枚方なぎさ、緑風冠など

(1)公立高等学校 ③普通科（単位制） 槻の木・市岡など

④総合学科 芦間、門真なみはや、咲くやこの花、扇町総合など

Ａ．高等学校 ⑤総合学科（エンパワーメントスクール） 成城、西成、長吉、箕面東など

⑥デュアル総合学科 布施北

中学校 ⑦専門学科

⑧多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部、昼夜間単位制 桃谷、市立中央

⑨定時制・多部制単位制Ⅲ部 寝屋川、大手前、茨木工科、都島第二、桃谷など

⑩通信制 桃谷

(2)私立高等学校 専願

併願

Ｂ．高等専門学校

Ｃ．専修学校・各種学校

Ｄ．通信制高等学校

Ｅ．支援学校

Ｆ．就職 縁故就職

ハローワークの紹介

＜中学校卒業後の進路＞
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《４》進路決定に向けて 

Ａ．高等学校 

(１) 公立高等学校 

府内すべての高校を受験することができます。本人及び保護者の住所が大阪府内にあることが 

出願の条件になります。 

    

① 普通科（一般入学者選抜） 

中学校の教科をさらに詳しく学びます。大学や専門学校などに進学する生徒が多くいます。 

 

➁普通科総合選択制（一般入学者選抜） 

総合選択制も普通科ですが、２年、３年の時間割の中で選択科目の時間枠が多くなります。    

 

③普通科（単位制）（一般入学者選抜） 

学年毎に決められたカリキュラムではなく、決められた単位を取得すれば卒業できる『単位制』

を採用しています。   

 

④総合学科（一般入学者選抜） 

普通科目と専門科目が多数開設されていて、その中から自分の学習希望や進路希望に応じて学

びたい学科を選択することが出来ます。 

 

⑤総合学科（エンパワーメントスクール）（特別入学者選抜） 

小・中学校の学習内容を学び直し、しっかりとした学力と社会で必要な力を身に付けるカリキ

ュラムを徹底しています。 

 

⑥デュアル総合学科（特別入学者選抜） 

高校の授業と並行して近隣の中小企業などで職業訓練を行い、社会人として必要な知識やマナ

ーを身に付けさせ、就職内定率の向上につなげるのが狙いです。 

 

⑦専門学科（実技検査を行う学科：特別入学者選抜、 

      実技検査を行わない学科：一般入学者選抜） 

同一校内の学科間の複数志望（例：文理学科と普通科など）ができます。 

＜主な学科の紹介＞ 

・工業に関する学科…機械、電気、電子機械、土木、建築、情報技術など。 

府立の工科高校（淀川工科、茨木工科、城東工科、西野田工科など）は、学科ごとで 

 はなく、一括募集になります。ただし、淀川工科、茨木工科、今宮工科の 

 工学系大学進学専科については、専科での募集になります。 

市立の工業高校（都島工業、生野工業など）は学科ごとの募集になります。 

・商業に関する学科…商業、情報システム、情報会計、会計、国際経済、流通経済など。 

鶴見商業、淀商業など 

     ・その他の学科 

文理学科： [大手前・四條畷など] 

英語科：［大阪市立・市立東など］ 

理数科：［大阪市立など］ 

国際教養科：［枚方・旭など］ 

音楽科：［夕陽丘］ 

国語科： [南］ 

武道科： [汎愛］ 

情報科学科：［西］ 

体育科に関する学科：［市立桜宮など］ 

農業に関する学科：［農芸、園芸］ 

芸能文化科：［東住吉］ 

美術科・総合造形科：［工芸・港南造形］ 

福祉ボランティア科：［淀商業］ 

国際文化・総合科学科：［千里、住吉など］

演劇科： [咲くやこの花] 

食物文化科： [咲くやこの花] 

 

⑧多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部、昼夜間単位制（特別入学者選抜） 

多様な選択科目があり、学ぶ時間帯が選べる学校です。単位制を採用しています。 

多部制単位制はⅠ部(主に午前)・Ⅱ部(主に午後)の選択ができます。 

昼夜間単位制は、１～10 限の時間割の中から授業を選択します。 

 多部制単位制･･･[桃谷]    昼夜間単位制･･･[市立中央] 

 

⑨定時制・多部制単位制Ⅲ部（一般入学者選抜） 

午後５時３０分～９時頃まで、毎日４時間の授業があります。修業年限は４年ですが、学校間

連携により３年間で卒業できる学校があります。勤務先に近い高校を選ぶことができます。 

 

⑩通信制（一般入学者選抜） 

自宅学習の報告課題(レポート)と週３日の面接指導(スクーリング)があります。  
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  ※  選抜方法： 調査書, 学力検査, 実技検査, 自己申告所, 面接に基づいて行われます。 

   ○ 調査書： 各教科で定期テストや小テスト, 提出物, 授業への参加などを総合的に判断し、

「目標に準拠した評価」(いわゆる絶対評価)として５段階の評定がつけられます。 

   ○ 学力検査： 国語, 社会, 数学, 理科, 英語の５教科で実施されます。ただし、一般入学者選

抜の定時制・多部制単位制Ⅲ部は、国語, 数学, 英語の３教科で実施されます。通

信制は学力検査は実施されません。 

   ○ 実技検査： 特別入学者選抜の工業に関する学科, 美術科, 体育に関する学科, 芸能文科科, 

演劇科, 音楽科, 総合造形科で実施されます。 

   ○ 自己申告書： 与えられたテーマについて自筆で記載し、出願時に提出します。各高等学校に

よって定められるアドミッションポリシー(求める生徒像)に基づく選抜を行う際の

資料となります。２８年度入試のテーマは次のとおりです。 

           あなたは、中学校等の生活（あるいはこれまでの人生）でどんな経験をし、何を

学びましたか。また、それを高等学校でどのように生かしたいと思いますか。で

きるだけ具体的に記述してください。 

   ○ 面接： 特別入学者選抜のデュアル総合学科, エンパワメントスクール, 多部制単位制Ⅰ部・

Ⅱ部, 昼夜間単位制, 一般入学者選抜の通信制で実施されます。 

   ○ 合否判定 

・通信制を除く一般入学者選抜, 実技検査を行う特別入学者選抜の場合： 

      ア 総合点の高いものから、募集人員の 110パーセントに当たる者までを(Ⅰ)郡とする。 

      イ (Ⅰ)郡において、総合点の高いものから募集人員の90パーセントに当たる者までを合 

格とし、残りの者を(Ⅱ)郡（ボーダーゾーン）とする。 

      ウ ボーダーゾーンの中から、自己申告書及び調査書中の活動/行動の記録を資料として、

その高等学校のアドミッションポリシー（求める生徒像）に極めて合致する者を優先的に

合格とする。 

      エ ウによる合格者が募集人員を満たない場合は、総合点の高い者から順に募集人員を満た

すよう合格者を決定する。 

    ・面接を行う特別入学者選抜の場合： 

      ア 選抜の第一手順として、学力検査の成績において府教育委員会が別に定める基準に達し

た者の中から、面接の評価, 自己申告書及び調査書中の活動/行動の記録を資料とし２：

１：１の比率で総合判定し、その高等学校のアドミッションポリシー（求める生徒像）に

最も適合する者から順に、募集人員の 50パーセントを上限として合格とする。  

      イ 第一手順における合格者を除いた者の中から、選抜の第二手順として、学力検査の成績

に、調査書中の必修の全教科の評定を加えた総合点の高い者から順に募集人員を満たすよ

うに合格者を決定する。 

      

 (２）私立高等学校 

全日制普通科がほとんどですが、実業科を併設（総合制）しているところもあります。 

（相愛･･･音楽科、昇陽･･･福祉科、星翔…工業技術系の学科、大阪電気通信大学高校…電子工学科）

都道府県を問わず受験できます。 

 

『専願』…１校だけを受験し、合格すれば必ずその学校に入学します。 専願の受験生には優遇措

置をとる学校がほとんどです。 

『併願』…公立と私立の両方を受験します。（私立同士の併願もある。）この場合、公立に合格す

ればその公立高校に入学することになります。一般的に専願よりも合格基準が高い。 

入学手続き（諸経費納入）は公立発表日の午後に実施する学校が多い。 

 

入学金、授業料などで初年度約８０～９０万円かかります。他に交通費等が必要になります。 

（大阪府の私立高校に関しては、授業料の補助があります） 

 

【入学志願者の選抜方法】…学校独自の方法で行います。 

入試日程 → 大阪、京都は２月１０日(土)が初日。 

学力検査 → ５教科（国・社・数・理・英）か３教科（国・数・英）のところが多い。 

調査書  → ５教科の絶対評価、人物の概況など、学校により扱いが異なる。 

面 接  → グループ・個人・保護者同伴など 学校独自の方法をとります。 

合否判定 → 学力検査、調査書、面接を総合して決定されます。  

 

Ｂ．高等専門学校 

５年間の一貫した教育により、専門的な知識と技術を身につけさせることを目的としています。工

業、商船関係など全国各地にあります。  

大阪には大阪府立大学工業高等専門学校（寝屋川市）があります。 

 

【入学志願者の選抜方法】…学科毎の募集ではなく、一括募集です。 
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入試日程 → １・２月  

合否判定 → 小論文・面接選考と学力検査選考の２種類の選考があり両方とも出願することが 

できます。合格すれば必ず入学し、公立高校は受験できません。 

 

Ｃ．専修学校・各種学校 

専修学校は「職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、また教養の向上を図る。」ことを目

的とした修業年限１年以上の学校をいいます。その中で中学卒業者を対象にしたのが高等課程

（高等専修学校）です。また、通信制高校と連携して３年間で高校卒業の資格が取れる学校もあ

ります。学費は私学並みで、さらに実習費が必要なところもあります。 

《主な分野》 ※□で囲ってあるのは高校卒業資格が取れる学校 

工業・情報…近畿情報高等専修学校 など  医療……高槻市医師会看護専門学校 など 

服飾・家政…東洋学園高等専修学校・鴻池学園高等専修学校 など   

衛生……辻調理師専門学校、大阪美容専門学校 など  

 

【入学志願者の選抜方法】･･･入試日程は学校によって様々ですが、私立高校とおおむね同じところも 

あります。学力検査と調査書の総合判定。 

 

Ｄ．通信制高等学校 

   通常は自宅で学習し、課題の添削（レポート）、面接指導（スクーリング）、試験などを通して

単位を取得していきます。 

 

Ｅ．支援学校高等部 

大阪府立むらの高等支援学校、枚方支援学校（高等部） 

他に「公立高等学校知的障害生徒自立支援コース(大阪府立枚方なぎさ高等学校)」 

「高等学校に設置する共生推進教室（大阪府立緑風館高等学校、芦間高等学校）」などもあります。 

 

Ｆ．就職 

職業安定所担当者、生徒、保護者、担任による職業相談を行う。就職一斉選考があります。最近は

求人もほとんどなく、就職はとても困難です。 

 

 

《５》進学に必要な費用（前年度参考） 

公立高校（全日制） 検定料２，２００円  

入学金、授業料、諸経費（教科書・制服など）合計 約２２万円 

私立高校      受験料 約１５，０００～２０，０００円 

入学金、授業料、諸経費（教科書・制服など） 合計 約８０～９０万円 

（無償化で多くの生徒が 50万程度になっています。） 

 

《６》奨学金制度について 

主な奨学金制度 公立 私立 種類 備考 

大阪府育英会 各校の授業料＋１０万円を上限 貸与 １１月頃に予約 

枚方市奨学生 ４５００円 

（月額） 

６５００円 

（月額） 

給付 高校入学後に予約 

入学資金貸付 

（大阪府育英会） 

私立高校・高等専修学校入学時に最高２５万円（１１月頃に予約） 

※その他に「あしなが育英会奨学金」や、また「大阪府立高等学校授業料減免制度」「大阪府私立高

等学校・専修学校（高等課程）生徒授業料軽減補助金」などがあります。詳しくは随時『進路通

信』などでお知らせします。 

※『貸与』は将来、全額返金する必要があります。『給付』は返金の必要はありません。 

※ご質問などがありましたら担任または奨学金担当（平井）までご遠慮なくお申し出下さい。 

 

《７》最後に 

（１）29年度公立入試の変更点 

    ・「英語」の学力検査問題が変わりました。 

       「発展的問題」は、問題文のすべてが英語で作成されます。 

       英語の外部検定（ＴＯＥＦＬ iＢＴ、ＩＥＬＴＳ，英検）のスコア等が、一定レベル

以上の場合、出願時に申請すれば、学力検査「英語」で点数が保障されます。 

・調査書の評定について、チャレンジテストの平均点をもとに、各中学校の「評定平均の範

囲」を決定します。 

・知的障がい高等支援学校が、府内全域から受験できるようになりました。 

・調査書の評価対象学年が、本年度より３学年すべてが対象になりました。。 
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（２）受験に向けて 

①学校生活 

  授業態度・学級活動・クラブ・生徒会活動など日常生活を落ち着いて過ごせることが大切です。

また外観を整えることから内面が充実することもあります。遅刻、服装、頭髪等、普段からき

ちんとさせていただきたいと思います。 

②家庭学習 

授業で理解したことをしっかりと自分のものにするためには、毎日の家庭学習が不可欠です。

塾で勉強するのもいいですが、必要なことを自分で判断しコツコツと取り組むことなしで勉強

が身につくことはありません。必要最低限の学習時間は必ず確保させてください。 

③生活面 

  食事の時間・寝る時間・起きる時間など、生活のリズムが乱れないようにしてください。また、

携帯やゲームの時間についても家族で話し合っていただきたいと思います。 

④進路選択 

  進路に対する目的をしっかりと持てるように、充分に家庭で話をすることが必要です。また、

オープンキャンパス等を利用して、自分の目で確かめて判断できる機会を持たせてください。 

(３)諸連絡について 

①配布物には必ず目を通してください。書類の提出締め切りは絶対に守ってください。期限を過ぎ

ると中学校では対応できないこともあります。 

②入試事務について 

・公立高校を希望される方で、保護者の住所が「大阪府内にない」ときは、必ず担任までお知

らせください。 

→ 公立高等学校出願では、保護者の住民票が「大阪府内にない」ときは府教委の審査や添付書

類が必要となります。 

・他府県や他学区への転居の場合は至急お知らせください。特に、他府県の公立高校を希望される

場合は、公立高等学校の手続き期間や方法が各都道府県によって異なりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

※ 各学期末のテスト終了後、その時点での評定をお知らせします。しかし、1学期末の評定は2

学期末の評定とは多少違う事があることをご理解いただいた上でお聞きいただき、今後の本人

の頑張りにつながるようにご配慮いただけたらと思います。 


