
平成２８年７月１５日
ＮＯ．１１ 尼崎市立小田北中学校

第 ３ 学 年

全寮制ですが・・・

費用がいらない学校がある
－少し遠いけど・・・

自立を目指して－
ここでは少し変わった高校を紹

介します。高校には、公立と私立
があるという話をしましたが、私
立の中でも、企業がつくり、運営
し、卒業したらその企業に１００
％就職するような高校(企業内高
校)があります。尼崎からだと遠
いので、親元を離れ寮に入って生
活し、学校に通います。ただ、寮
や学校の費用は支給。学校によっ
ては、在学中から「社員として」
給料をもらいながら勉強するとこ
ろもあります。給料の中から学校
や寮で必要な費用を支払うように
なっているのです。ここでは２校
紹介します。もし、「親元を離れ
自立し、費用も自分で払いたい」
と思っている人は考えてみてはど
うでしょう。

■９月双星高校（商業・機械）、８月小田高校は終業式までに宮田先生まで

企業内高校について
○トヨタ工業学園高等部

・愛知県豊田市

・３年間、工業高校とほぼ同じカリ

キュラムを学ぶ。

・卒業後は、トヨタ自動車の工場の

正社員として、リーダ的な役割を

担う。

○日立工業専修学校高等課程

・茨城県日立市

・１年前期で、電気、機械、溶接の

基礎を学ぶ。

・１年後期から、３つの科に分かれ

て専門の技術を学ぶ。

・卒業後、日立グループ・三菱日立

パワーシステムズに１００％就職

市立尼崎高校 オープンハイスクール7月23日 土 午後2時集合 宮田まで
県立西宮高校 オープンハイスクール7月23日 土 午後1時～2:30宮田まで
尼崎工業高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立西宮香風高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立伊丹北高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
尼崎工業高校 オープンハイスクール7月26日 火 9時～12時 宮田まで
神崎工業高校 オープンハイスクール7月26日 火 午後6時～8時 宮田まで
県立伊丹北高校 オープンハイスクール7月25日 月 9時～12時 宮田まで
県立稲園高校 オープンハイスクール7月29日 金 Webで確認 宮田まで
県立尼崎北高校 オープンハイスクール7月29日 金 9時～12時 宮田まで
武庫荘総合高校 オープンハイスクール7月29日 金 Webで確認 宮田まで
県立西宮甲山高校 オープンハイスクール7月29日 金 10時～12時 宮田まで
県立西宮今津高校 オープンハイスクール7月30日 土 9時30分集合 宮田まで
市立尼崎双星高校 オープンハイスクール7月30日 土 9：30～13時 宮田まで
県立尼崎西高校 オープンハイスクール 8月1日 月 10時集合 宮田まで
市立伊丹高校 オープンハイスクール8月10日 水 午後2時～4時 宮田まで
県立小田高校 オープンハイスクール8月19日 金 Webで確認 宮田まで
県立六甲アイランド高校オープンハイスクール8月19日 金 午後1時～3:30宮田まで
市立尼崎高校 オープンハイスクール8月27日 土 10時集合 宮田まで
県立尼崎高校 オープンハイスクール8月28日 日 Webで確認 宮田まで



■私立高校のオープンスクール

英風女子高等専修学校オープンハイスクール7月23日 土 13：30～15：30 宮田まで
滝川第二高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
藍野高校衛生看護科 オープンハイスクール7月23日 土 10：30～12：00 宮田まで
神戸国際高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
奈良文化高校 オープンハイスクール7月23日 土 10：00～12：00 宮田まで
大阪薫英女学院高校 オープンハイスクール7月24日 日 14時～16時 宮田まで
百合学院 オープンハイスクール7月24日 日 10：00～12：00 宮田まで
神戸山手女子高校 オープンハイスクール7月24日 日 10：00～12：00 宮田まで
神戸村野工業高校 学校体験会 7月26日 火 9：00～15：30 宮田まで
神戸常盤女子高校 オープンハイスクール7月28日 火 9：30～12時 宮田まで
育成調理師専門学校 体験入学 7月28日 木 10時～13時 宮田まで
園田学園高校 オープンハイスクール7月29日 金 10時～13時 葉書申込
興国高校 学校説明会 7月29日 金 14時～16時 宮田まで
神戸星城高校 オープンハイスクール7月30日 土 10時～12時 宮田まで
ルネサンス大阪高校 オープンハイスクール7月30日 土 10時～15時 宮田まで
啓明学院高校 オープンハイスクール7月30日 土 10時～1時 宮田まで
須磨ノ浦高校 オープンハイスクール7月30日 土 9：30～12：30 宮田まで
長尾谷高校 オープンハイスクール7月30日 土 13時～15時 宮田まで
仁川学院高校 オープンハイスクール7月31日 日 10時～15時 宮田まで
同志社香里高校 同志社合同学校説明会 7月31日 日 10時～15時 宮田まで
浪速高校 部活動体験会 7月31日 日 10時～12時 宮田まで
三田松聖高校 オープンハイスクール 8月2日 火 10時～12時 宮田まで
西宮甲英高等学院 オープンハイスクール 8月4日 木 10時～12時 宮田まで
西宮甲英高等学院 オープンハイスクール 8月5日 金 10時～12時 宮田まで
甲子園学院高校 オープンハイスクール 8月6日 土 10時～13時 申込不要
英真学園高校 オープンハイスクール8月20日 土 10時～15時 宮田まで
浪速高校 部活動体験会 8月21日 日 10時～12時 宮田まで
三田松聖高校 オープンハイスクール8月23日 土 10時～12時 宮田まで
星翔高校 入試説明会 8月27日 土 10：30～12：30 宮田まで
常翔学園高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：00～16：30 宮田まで
仁川学院高校 オープンハイスクール8月27日 土 10時～12時 宮田まで
生野学園高校 オープンハイスクール8月27日 土 10：00～16：00 宮田まで
須磨ノ浦高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：30～12：30 宮田まで
金光大阪高校 オープンハイスクール8月27日 土 9：30～11：30 宮田まで
金蘭会高校 入試説明会 8月27日 土 10時～12時 宮田まで
武庫川女子大附属高校入試説明会 8月28日 日 13：30～15時 宮田まで
関西福祉科学大学高校入試説明会 8月28日 日 10時～12時 宮田まで
神戸龍谷高校 オープンハイスクール10月2日 日 9：30～11：30 宮田まで


