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２学期がスタートしました。夏休みは有意義に過ごせましたか？ これから四中オリンピックの取

り組みが本格的に始まりますが、進路実現に向けてのとても大切な学期でもあります。また、始業式

に引き続き、第１回実力テストが行われました。夏休みの学習の成果を出すことができましたか？ 定

期テストとは違い、忘れていてできなかったという問題もあったかもしれませんが、入試というのは

今回のように幅広く出題されます。結果は業者による採点後、細かい成績分析表と合わせて９月中旬

には返ってくる予定です。点数ももちろん大事ですが、やはり次につなげられるように復習をするこ

とが最も大切で、合格への近道でもあります。まだ２学期が始まったばかりです。夏休み頑張った人

はもちろん、頑張りきれなかった人も、これからの取り組み方次第で急激に伸びる可能性も大いにあ

ります。できなかったところをきちんと整理し、１１月の第２回実力テストに備えましょう！！ 

 

●進路を考えていくにあたって 

 ２学期に入り、オープンスクールの数もさらに増えていきます。これから見学にいく人も多いと思

いますが、進路を本格的に考えていくにあたってポイントとなる項目をいくつか挙げておきます。す

でに候補を絞っている人も、今のうちによく確認しておきましょう。（第２回進路希望調査は 9 月中

旬の予定です。） 

・３年間、自分が通える環境が整っているか？ 

→学校の雰囲気が自分に合うかどうかは言うまでもないですが、３年間毎日通学できるかという観点

も大切です。特に電車等を利用して通学する場合は、往復の時間や乗り換え、通勤・通学時間帯の車

内混雑など、これまでの中学校生活では経験したことのない負担も発生します。通うのは自分自身

です。早い機会に、きちんと自分の目と足で確認しておくことが大切です。 

・その学校で授業についていくのに無理はないか？ 

→今のうちにしっかり意識しておいてほしいのが、この観点です。これから入試が近づくにつれ、ど

うしても『合格』することだけに意識が偏りがちですが、合格したら終わりではありません。本校で

は『キャリア教育』に力を入れて取り組んできていますが、それはもっと先のことを見据えた上で進

路選択をしてほしいという思いがあるからです。高校卒業後、すなわち３年後にはどういう道に進み

たいと考えていますか？ そんな自分の夢に近づくためには、まず高校での３年間が大切だといえま

す。充実した高校生活を送るためには、やはりある程度気持ちの余裕がないとしんどいもの

です。『ギリギリでもいいから合格さえすればいい』という考えでの行動は避けたいものですね。 

ところで、多くの高校（公立・私立とも）で行われている『大学の指定校推薦制度』って知

っていますか？ これは、高校３年間の成績によって、大学・短大等への進学時に簡単な試験（ほと

んどの学校が面接と小論文）のみで早い時期に合格が決まるという嬉しい制度です。希望する生徒が

複数名いた場合は校内選考があるため、その学校で学年上位の成績にいると大変有利です。 

 



（※どの大学からの推薦があるかは高校によって異なりますので、オープンスクールに行った際に質

問してみましょう。） 

 また、私立では入試で上位の成績の人を対象に、『特待生制度』を設けている学校もあります。

入学金や授業料の全額・半額免除をはじめ、制服代や教科書代・修学旅行費等も支給されるという学

校まであります。（→この場合、公立高校に進学するよりも安価になることが多いです。）さらに、

学校によっては『中学校の実力テストや５段評定が一定点数以上であれば、当日の

入試で合格点さえ取れれば特待生での入学を確約する』という好条件で受験できる高

校もあります。特に、今年は併願でも対象という学校が増えていますので、専願希望者はもちろんで

すが、併願の人も併願校を考える際の参考にしてください。（例年、この制度を使用して受験・進学

する生徒がいます。） 

《中学校の成績のみで特待生適用が確約できる学校の一例》(2020年度入試の最新情報) 

学校名 男女 出願形式 主な条件等 

興國 男子 専願／併願 実力テスト（２回分）が、校内平均点と比べて 

①１５０点以上高い場合…入学金免除＋３年間授業料実質無償＋制

服・教科書代等１５万円相当全額サポート＋勉強合宿代＆研修旅行

代・ＰＴＡ入会金等全額免除 

※当日の入試で上位１０名以内の場合も、①と同様の特典あり。 

②１００点以上高い場合…①に準ずる（下線部のみ対象外） 

③５０点以上高い場合…入学金＋制服・教科書代免除    など 

※その他、医学部特別サポートシステム（最高３０００万円貸与／

ただし、一定期間指定病院で勤務すれば全額返済免除）もあります。 

大阪国際滝井 女子 専願／併願 ５教科の評定（１・２学期累計）が、 

①専願：22（併願：23）以上…入学金免除＋制服・教科書代全額

サポート＋学年諸費・生徒会費等免除＋ベトナム修学旅行代・希望

制の海外研修費等免除（３年間で１１０万円までサポート） 

※当日の入試で上位 20 位以内の場合も、①と同様の特典あり。 

②「専願：20or21（併願：21or22）」or「実力テストが校内平均

点の 1.2 倍以上」の場合…入学金免除・制服・教科書・ベトナム修

学旅行代等、６５万円までサポート。 

③「専願：18or19（併願：19or20）」or「実力テストが校内平均

点の 1.1 倍以上」の場合…入学金免除 

④出願までに「英検準２級」or「漢検準２級」を取得している…入

学金免除＋制服・教科書代全額サポート          など 

上記の他にも多くの私立高校でこの制度があります。学校によっては、非公開（進路担当経由での紹介

のみ可）の場合もありますので、少しでも興味がある人には早めに担任の先生に相談してみてください。 

以上のことも参考にしながら、自分にとって無理のない進路選択をしてください。  

【裏面に続きます】 



【公立高校の受験を考えている人へ】 
１０月上旬に進路学習を予定しています。この時に公立高校の最新の入試情報を中心に説明します

が、７月に大阪府教育委員会から来年度の公立高校の入試についての情報（概要）が発表されていま

すので、ある程度候補が絞れてきたら一度調べておきましょう。 

※いずれも、各クラスに資料を置いています。また、大阪府教育委員会のホームページにも掲載があ

るので参考にしてください。（１０月の進路学習でも説明します。） 

・アドミッションポリシー（求める生徒像） 

それぞれの公立高校がどのような生徒に来てほしいと考えているかを文章でまとめたものが学校

別に載っています。出願の際に必要となる『自己申告書』も、この内容を踏まえた上で書きます。 

（自己申告書の練習についても、１０月の中間テスト後から順次実施していく予定です。） 

・学力検査問題の種類並びに学力検査の成績＆調査書の評定にかける倍率のタイプ 

 それぞれの公立高校が、入試の際にどのタイプの問題を用いるか（国語・数学・英語）、調査書と

当日の学力検査の得点比率がどうか、という情報が学校別に載っています。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/ 

 

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

８月 ３１日（土） 14:00～ 商業系学科合同説明会（大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高校） 不要 教室掲示

17:00 ※商業系の私立・公立１４校の合同説明会。

３１日（土） 10:00～ 京都私立中学・高校展【京都私学連合会主催】 不要 教室掲示

９月 １日（日） 17:00 （みやこめっせ３階）　※京都の私立３０校以上の合同説明会。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ予備職員室前にあり。

８日（日） ○ 13:00～ 通信制高校進学希望者対象合同個別相談会 不要 教室掲示

16:00 （アクセス梅田フォーラム）

２３日（月） ○ 13:00～ 進学情報展・秋（天満橋OMMビル２階） 不要 教室掲示

16:00 【全国学習塾協会主催／大阪府教育委員会後援】

【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

８月 ３１日（土） 府立島本 10:00～ オープンスクール 不要 HP参照

３１日（土） 市立咲くやこの花 10:00～ 学校説明会　※14:00～もあり 不要 教室掲示

３１日（土） ○ 早稲田摂陵 14:45～ オープンスクール 要・HP 8/30（金） 教室掲示

３１日（土） ○ 城星学園 14:00～ オープンスクール 要・HP 8/29（木） 教室掲示

３１日（土） ○ 関大北陽 13:30～ オープンスクール 要・HP 8/29（木） HP参照

３１日（土） ○ 香里ヌヴェール 12:30～ オープンスクール＆授業体験 要・HP 定員まで 全員配布済

３１日（土） 大阪偕星学園 10:00～ サマーフェスタ 不要 全員配布済

３１日（土） 近畿大学附属 13:00～ オープンスクール 不要 全員配布済

３１日（土） ○ 西大和学園 9:00～ 中学生のためのオープンスクール 要・HP 8/28（水） HP参照

３１日（土） 金蘭会 10:00～ オープンスクール 要・HP 8/29（木） 女子配布済

３１日（土） 大阪大谷 14:30～ 学校説明会（過去問解説会） 不要 教室掲示

９月 １日（日） 大阪学院大 9:45～ オープンスクール 要・HP 定員まで 全員配布済

１日（日） ○ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 10:00～ オープンスクール 不要 教室掲示

７日（土） ○ 平安女学院 9:30～ オープンスクール（文化祭見学） 要・HP/FAX 9/4（水） 女子配布済

７日（土） ○ 四條畷学園 14:00～ オープンスクール 要・HP 9/5（木） 教室掲示

７日（土） ○ 京都翔英 9:30～ オープンスクール 要・HP/FAX 9/6（金） 全員配布済

７日（土） ○ アナン学園 10:00～ オープンキャンパス 不要 HP参照

８日（日） ○ 立命館 9:30～ 高校ナビゲーションDay 要・HP 定員まで 全員配布済

※硬式野球部と女子陸上ホッケー部の体験会あり。希望者は加藤まで。（8/30締切）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/


 

月 日 新 学校名 時刻 内容 事前申込 申込期限 詳細

９月 １４日（土） ○ 府立大冠 10:00～ 部活動体験会（一部クラブは午後実施） 要・FAX 8/30（金） 加藤まで

※希望者は専用申込書を取りにくること。

１４日（土） ○ 府立野崎 9:00～ 部活動体験「野崎部活トライアル」 要・四中一括 9/6（金） 加藤まで

１４日（土） ○ 府立大学高専 10:00～ 学校説明会　※13:30～もあり　定員１８０名 要・HP 定員まで HP参照

１４日（土） ○ 府立四條畷 9:00～ オープンスクール 要・HP 定員まで HP参照

※8/27（火）AM8:00～受付開始。定員制。例年すぐに満席になるので注意！

１４日（土） ○ 府立園芸 9:00～ 学校説明会＆見学会 要・HP 9/11（水） HP参照

１４日（土） ○ 京都産業大附属 14:00～ 入試説明会 要・HP 9/12（木） 全員配布済

１５日（日） ○ 龍谷大平安 13:30～ オープンキャンパス 不要 教室掲示

２１日（土） ○ 府立農芸 10:00～ 府立農芸 要・四中一括 9/13（金） 加藤まで

２１日（土） ○ 府立夕陽丘 10:00～ 音楽科基礎講座（基本発声と視唱練習） 要・四中一括 9/6（金） 加藤まで

２１日（土） ○ 市立都島工業 13:30～ 体験入学　※定員制。希望者は早めに！ 要・四中一括 9/6（金） 加藤まで

２１日（土） ○ 市立工芸 9:20～ オープンキャンパス「しっかり体験」 要・四中一括 9/6（金） 加藤まで

２１日（土） ○ 清風 14:30～ 入試説明会 不要 HP参照

２１日（土） ○ 東朋高等専修 10:00～ オープンスクール 要・HP/FAX 9/19（木） 教室掲示

２２日（日） ○ 京都教育大附属 12:45～ 学校説明会＆オープンスクール 要・HP 9/18（水） HP参照

 

【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！）

※オープンスクールや高校説明会は、一部の体験型行事を除き、原則保護者の方の参加も可能です。ぜひ一緒

にご参加ください。（当日はスリッパをご持参ください。） 

 

 

【保護者の皆様へ】 《重要》 

●「大阪府育英会奨学金」予約申込開始のお知らせ 

 本日、「大阪府育英会予約奨学生の募集について」という緑色のプリントを全員に配

布しました。１学期から保護者集会や進路通信等でお知らせしていたものです。希望される場合は、

専用申込書（予約奨学生申込のしおり）をお渡ししますので、早めに担任へ申し出てください。特に、

入学時増額奨学資金の募集は今回のみですので、気をつけてください。 

申込締切：１０月４日（金）【厳守】 

※この締切日は、すべての提出書類が揃った状態で受付できる最終期限です。保護者の方にご準備し

ていただく書類もありますので、余裕を持って請求するようにしてください。 

 


