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～文化祭特集～ 
２学期がスタートして１週間が経ち、四中オリンピックに向けての取り組みが本格的にスタートし

ています。高校でも、この時期に文化祭が開催されるところが多く、中学生にも公開している高校も

あります。こういった行事は、その学校の雰囲気を知るとても良い機会ですので、下記の注意事項を

守ってぜひ参加してみてください。 

《文化祭等に参加する際の注意事項》  ※各学校共通のルールです。 

・特別な記載がない限り、原則制服着用のこと。 

・生徒手帳とスリッパを持参すること。（生徒手帳は校内で提示を求められることがあります。） 

（入場券が必要な高校もあります。四中に届いたものは随時連絡します。） 

※受付や高校の先生に指示された内容をきちんと守って見学してください。あくまでも高校の行事に

参加させていただいていることを忘れないように！ 

 

《四中で入場券配布中の高校》（職員室まで取りにくること（いずれも先着順）） 

●府立門真西高校【９月７日（土）】（先着５枚）  ●京都橘高校【９月１４日（土）】（先着３０枚） 

《全員（もしくは対象者）に案内配布済の高校》（案内の指示に従うこと） 

●大谷高校【９月７日（土）】  ●京都文教高校【９月７日（土）・８日（日）】 

《当日、会場で直接受付可の高校》（生徒手帳で本人確認します） 

●府立香里丘高校【９月７日（土）】   ●大阪市立高校【９月７日（土）】 

●府立大冠高校【９月７日（土）】    ●府立枚方なぎさ高校【９月７日（土）】 

●市立東高校【９月１４日（土）】    ●府立西寝屋川高校【９月７日（土）】 

●府立交野高校【９月７日（土）】    ●府立芦間高校【９月７日（土）】 

●府立大手前高校【９月８日（日）】   ●府立北かわち皐が丘高校【９月７日（土）】 

●京都女子高校【９月２１日（土）】   ●大阪国際滝井高校【９月１５日（日）】 

●大阪電気通信大学高校【９月２８日（土）】 

《事前申込が必要な高校》 

●大阪国際大和田高校【９月７日（土）】 HPより要事前申込。9/5（木）締切 

●平安女学院高校【９月７日（土）】 HPより要事前申込。9/4（水）締切 

●香里ヌヴェール学院高校【９月１４日（土）】 HPより要事前申込。9/12（木）締切 

●四天王寺高校【９月１４日（土）・１５日（日）】 HPより要事前申込。両日とも先着１４０組。 

●好文学園女子高校【９月１４日（土）・１５日（日）】 HPより要事前申込。9/12（木）締切 

 

【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

９月 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

９月 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

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

１４日（土） ○ 昇陽 9:30～ 体験入学 要・HP/FAX 9/12（木） 全員配布済

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） ○ 常翔啓光学園 14:30～ オープンスクール 要・HP 9/20（金） 全員配布済

２１日（土） ○ 大阪電気通信大 9:00～ 体験学習＆体験入部【昼食付】 要・HP 定員まで HP参照

※9/3PM～受付開始。希望者は早めに！

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

２８日（土） ○ 府立芦間 13:30～ オープンスクール 要・HP/FAX 9/26（木） HP参照

２８日（土） ○ 府立成城 10:00～ 学校説明会 不要 教室掲示

２８日（土） ○ 府立守口東 10:00～ 学校説明会　※14:00～もあり 不要 教室掲示

２８日（土） ○ 京都聖母学院 14:00～ S＋クラブ体験会 要・HP 定員まで HP参照

２８日（土） ○ 四條畷学園 14:00～ オープンスクール＆クラブ体験 要・HP 9/26（木） HP参照

１０月 ５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

５日（土） ○ 京都女子 11:00～ 授業見学会 要・HP/FAX 10/3（木） 女子配布済

５日（土） ○ 府立北野 12:30～ 学校説明会　※9/5～受付開始。 要・HP 定員まで HP参照

５日（土） ○ 常翔学園 14:00～ 入試説明会 要・HP 10/3（木） HP参照

５日（土） ○ 近畿情報高等専修14:00～ 体験入学　※専用はがきを取りにくる。 要・専用はがき 10/2（水） 加藤まで

６日（日） ○ 大阪信愛学院 9:00～ オープンキャンパス 要・HP 10/3（木） 女子配布済

１２日（土） ○ 府立寝屋川 10:30～ 学校説明会 要・HP 定員まで HP参照

※9/4（水）～受付開始。毎年すぐに満席になるので、希望者は早めに！

１２日（土） ○ 市立淀商業 14:00～ 体験入学 要・四中一括 10/8（火） 加藤まで

２６日（土） ○ 府立大冠 13:00～ オープンスクール 要・専用申込書 10/11（金） 加藤まで

【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。

　※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。） 


