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修学旅行が無事終わりました。明日から６月です。これからの時期はオープンスクールも多数予定

されています。夏からのより具体的な進路対策につなげていくためにも、今のうちにいろんな学校を

見て、しっかり比較・検討しておくことが大切です。ぜひ足を運んでみましょう！！ 

 

【当面の予定】これから夏休みまでの進路関係の予定と内容です。参考にしてください。 

●進路学習＆ハイスクールレポート説明 １回目：５月３１日（金）、２回目：６月５日（水） 

※本日配布した進路冊子は自宅およびオープンスクール等で活用してください。ただし、２回目の

進路学習時には忘れないよう持参してください。 

ハイスクールレポートの提出期限：７月３日（水） ←６月中にオープンスクールに行きましょう！ 

●教育相談  来週から順次（日時は、担任の先生の指示に従うこと） 

※基本的には１・２年次の教育相談と同様ですが、３年生ですから進路についての話も出てくると思

います。限られた時間ではありますが、この機会にしっかり担任の先生と話をしてください。 

●チャレンジテスト  ６月１９日（水） 

※このテストの結果で、今年度の四中３年生全体の『調査書の評定平均の範囲』が決定します。皆さ

んにとっても、自分の学習の到達状況を正しく知ることにより、今後の学習に役立てられる良い機会

ですので、全力で取り組んでほしいと思います。なお、各教科の出題範囲については既に全生徒に配

布済のパンフレット（大阪府教育委員会発行）を参照してください。【教科：国・社・数・理・英（５教科）】 

●第１回進路希望調査 

 ６月１４日（金）配布予定 → ６月２１日（金）締切【期限厳守！】 

※現時点での進路希望先（学校・学科・コース等）を書いてください。もちろん、最終決定までには

まだ十分時間がありますので、今後大きく変わってもなんら問題ありません。三者懇談等、進路指導

の資料として使用します。なお、この調査は大阪府内すべての中学３年生を対象に行っており、調査

結果を集計・報告することになっていますので、真剣に考えて全員必ず提出するようにお願いします。 

●期末テスト  ６月２６日（水）～２８日（金） 

※今回は、８教科のテストが予定されています。計画的に学習を進めていきましょう。 

●１学期末三者懇談  ７月１０日（水）～１７日（水） 

※１・２年次と同様、定期テストの結果や１学期を振り返ってどうだったかという話も行いますが、

それに加えて、３年生ですので第１回進路希望調査やハイスクールレポートの内容も参考にしながら、

２学期に行われる実力テストに向けての夏休みの学習など、より具体的な話を進めていくことになり

ます。そのためにも、受け身ではなく、自分は進路に対してどのように考えているのかを話せるよう、

準備しておきましょう。 

【裏面に続きます】 

 



オープンスクール・高校説明会の案内 
【合同説明会】 基本的に時間内であれば入退場自由なので、都合のいい時間に行きましょう。 

月 日 新 時刻 イベント名 事前申込 申込期限 詳細

６月 ２日（日） 11:00～ 私立高校進学相談会【ｻﾝｹｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ主催】 不要 教室掲示

15:00 （あべのハルカス２５階）　※大阪・奈良の私立約２５校の合同説明会。個別相談コーナーあり。

８日（土） 13:00～ 私立高校進学フェアin枚方【朝日広告社主催】 不要 教室掲示

16:00 （ラポールひらかた）　※枚方から通学圏の私立合同説明会。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ予備職員室前にあり。

９日（日） ○ 13:00～ 進学ガイダンス2020【読売新聞社主催】 不要 教室掲示

17:00 （ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪北館B2階）　※近畿圏約４０校の合同説明会。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ予備職員室前にあり。  

【学校別説明会】 学校名の前に○印が付いているものは、今回初めて案内するものです。チェックしておきましょう。 

月 日 新 学校名 時刻 内容 事前申込 申込期限 詳細

６月 １日（土） 府立成城 8:25～ 授業公開（ふれあいカフェもあり） 不要 教室掲示

１日（土） 京都橘 10:10～ Ｓ・Ｅコース授業見学会 要・ＨＰ/FAX 5/31（金） 全員配布済

２日（日） 京都芸術 9:00～ 芸高美術体験教室 要・HP/FAX 5/31（金） 全員配布済

８日（土） ○ 府立香里丘 10:00～ 学校見学会　※専用申込書あり 要・四中一括 6/4（火） 担任or

※希望者は担任の先生に専用用紙をもらい。6/4（火）までに提出すること。加藤まで

８日（土） ○ 府立今宮 13:50～ 夏季オープンスクール 要・HP 6/6（木） HP参照

８日（土） 関西文化芸術 14:00～ オープンキャンパス　※6/15もあり 要・HP/FAX ２日前 全員配布済

９日（日） 京都文教 10:00～ キャンパス見学会 不要 全員配布済

１５日（土） 府立茨木 10:00～ 学校説明会（校内見学＆部活見学） 要・HP 定員まで 教室掲示

１５日（土） 府立門真西 9:30～ 学校説明会＆校内見学 要・四中一括 6/11（火） 加藤まで

１５日（土） ○ 府立西寝屋川 9:00～ 中学生部活体験 要・四中一括 5/31（金） 加藤まで

１５日（土） ○ 府立枚方なぎさ 13:00～ 保護者対象説明会（生徒は保護者同伴のこと） 不要 全員配布済

１５日（土） 府立天王寺 10:10～ 天高説明会（授業見学・説明会・部活見学） 要・HP 定員まで 教室掲示

１５日（土） 府立北野 11:30～ 学校説明会 （午前の部は既に満席） 要・HP 定員まで HP参照

１５日（土） ○ 大阪夕陽丘学園 14:00～ 体験入学 不要 教室掲示

１５日（土） ○ 京都産業大附属 14:00～ 学校見学会 要・HP 6/13（木） 全員配布済

１５日（土） ○ 京都学園 9:30～ 学園オープンセミナー 要・HP 6/12（水） 教室掲示

１５日（土） ○ 華頂女子 10:00～ オープンスクール 不要 女子配布済

１５日（土） 京都教育大附属 9:30～ 学校説明会 要・HP/FAX 6/13（木） 教室掲示

１５日（土） 平安女学院 9:30～ オープンスクール（体験授業あり） 要・HP/FAX 6/13（木） 女子配布済

１５日（土） 京都翔英 9:30～ オープンスクール（説明＆体験会） 要・HP/FAX 6/13（木） 全員配布済

１５日（土） 城星学園 14:00～ オープンスクール（授業・クラブ体験あり） 要・HP 6/13（木） 教室掲示

２２日（土） ○ 府立槻の木 9:30～ 学校説明会　※12:30～もあり 不要 全員配布済

２２日（土） ○ 府立長尾 11:00～ 学校説明会 要・HP 6/13（木） 教室掲示

２２日（土） ○ 市立南 13:20～ 英語スピーチコンテスト見学 要・四中一括 6/20（木） 加藤まで

２２日（土） 府立園芸 9:00～ 学校説明会＆見学会 要・HP 6/19（水） HP参照

２２日（土） 大阪成蹊女子 13:30～ オープンスクール（施設・ｸﾗﾌﾞ見学あり） 不要 女子配布済

２２日（土） ○ 京都女子 11:00～ 授業見学会（ミニ学校説明＆個別相談あり） 要・HP/FAX 6/20（木） 女子配布済

２２日（土） ○ 東山 10:00～ オープンキャンパス 要・HP/FAX 6/17（月） 男子配布済

２２日（土） ○ 立命館宇治 14:00～ オープンキャンパス 不要 教室掲示

２３日（日） ○ 京都橘 13:30～ オープンキャンパス(11:30～食堂使用可） 不要 全員配布済

３０日（日） ○ 花園 9:30～ オープンキャンパス 要・HP 6/28（金） 全員配布済

７月 ６日（土） ○ 大阪学院大学 9:15～ クラブ体験会　6/1～受付開始 要・HP/TEL 定員まで 全員配布済  

【参加にあたっての注意事項】
・事前申込が必要なものは、期限までに指定の方法で申し込むこと。（FAX設備がない人は、中学校から送信可。）
　※四中経由で申し込むもの（一括申込）は、進路担当／加藤まで。（職員室に申込書を用意しています）
　※電話・FAX・HP（ホームページ）と記載のあるものは、各自で直接高校へ申し込む。質問があれば加藤まで。
・申込不要の場合は、当日直接高校へ行って受付をしてください。（時間に余裕を持って）
・高校側が特に指定していない限り、原則公共交通機関を使用すること。
・当日は必ず『制服』で。（スリッパも持参する。）　制服は正しく着用するとともに、高校の先生への挨拶も忘れずに！
※申込が必要なもので、申込後に何らかの都合で参加できなくなった場合は、必ず高校へ欠席連絡をしてください。
（無断欠席のないように！） 　　※保護者の方もぜひ一緒にご参加ください！（スリッパを持参ください）

【クラブ体験・その他】 

●府立枚方津田高校 ６月中の土日【締切：全クラブ６月６日（木）】（専用申込書を取りに来る） 

●平安女学院高校体育祭見学 ６月７日（金）←前号（№4）の注意事項参照のこと。 


