
平成２８年１０月５日

ＮＯ．１５ 尼崎市立小田北中学校

第 ３ 学 年

ー公立高校入試日程が発表されましたー
■公立推薦入試・特色選抜入試（２月）

試験日：２月１５日（水） 合格発表：２月２０日（月）

■公立一般入試（３月）

試験日：３月１２日（日） 合格発表：３月１９日（日）

－私立高校の入試説明会が本格化－
夏休みから始まっていた私立高校の体験入学やオープンハイスクールが、

２学期に入り本格化してきました。先週末までの２週間の間にすでに１０数

校の案内が来ており、シルバーウィーク期間中に届いているものもあわせる

と２０校を超えると思われます。１学期中に案内があった学校もあり、特に

１０月から１１月に集中しています。中には、見学に来た中学生や保護者一

人一人に対して、個別の相談会を行っている私立高校もあります。授業のこ

と、費用のこと、卒業後の進路のことなど詳しく知りたい人は、そのような

会も利用してみてはどうでしょう。ただ、12 月には少なくなるので注意を。

－公立高校の説明会は最終回へ－
多くの公立高校のオープンハイスクールや説明会が１１月で最終回を迎え

ます。まだ、見に行っていない人は、志望校の候補となっている高校を、一

度は自分の目で見て、交通機関なども体験してみてください。

公立高校・私立高校とも、インターネットのホームページには、見学会の

情報も多く載っています。そちらもチェックしてみてください。

＊私立高校の見学会や説明会への参加の時も、服装は中学校の通学時

と同じです。アクセサリーをつけたり、お化粧をして行ったりなど

ということがないようにしてください。また、高校の先生方は、君

たちに親しみやすくしてもらおうと優しく対応してくれると思いま

すが、君たちは、礼儀を忘れず、あいさつや丁寧な言葉遣いを心が

けてください。

県立稲園高校 オープンハイスクール 9月22日 木 午後1時～3時 終了
県立尼崎高校 オープンハイスクール 9月24日 土 10時～12時 終了
県立尼崎工業高校学科コース体験会 10月1日 土 午前または午後締め切り済み
県立尼崎西高校 オープンハイスクール 10月8日 土 10時～12時 締め切り済み
市立尼崎高校 オープンハイスクール10月22日 土 午後2時～4時 10/13宮田まで
市立尼崎双星高校高校説明会・見学会 10月22日 土 9時～12時 締め切り済み
県立尼崎西高校 オープンハイスクール10月22日 土 10時～12時 10/14宮田まで
県立尼崎北高校 オープンハイスクール 11月3日 木 午後1時～4時 申込不要



私立高校のオープンハイスクールや入試説明会

芦屋学園高校 入試説明会 10月22日 土 10時～12時 電話で
芦屋学園高校 入試説明会 11月26日 土 10時～12時 電話で

大阪学院大学高校 オープンハイスクール10月23日 日 10時～12時 宮田まで
大阪学院大学高校 オープンハイスクール11月12日 土 10時～12時 宮田まで
大阪学院大学高校 入試説明会 11月27日 日 10：00～11：30 予約不要

大阪高校 オープンハイスクール10月15日 土 14：00～16：00 予約不要
大阪高校 オープンハイスクール11月12日 土 14：00～16：00 予約不要

啓明学院高校 オープンハイスクール10月29日 土 10時～12時 予約不要
神戸星城高校 オープンハイスクール10月2日 日 9時～12時 宮田まで
神戸星城高校 オープンハイスクール11月12日 土 9時～12時 宮田まで
神戸星城高校 オープンハイスクール11月19日 土 9時～12時 宮田まで

神戸村野工業高校 学校体験会 10月15日 土 10：00～15：30 宮田まで
神戸村野工業高校 学校体験会 11月26日 土 10：00～15：30 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 10時～15時 宮田まで
神戸龍谷高校 学校見学会 10月30日 日 10時～15時 予約不要
神戸龍谷高校 学校見学会 11月6日 日 10時～15時 予約不要
神戸龍谷高校 学校見学会 11月12日 土 10時～15時 予約不要
神戸龍谷高校 学校見学会 11月20日 日 10時～15時 予約不要
神戸龍谷高校 学校見学会 11月27日 日 10時～15時 予約不要

三田松聖高校 入試説明会 10月30日 日 10時～12時 宮田まで
夙川学院高校 学校見学会 10月8日 土 10時～12時 予約不要
夙川学院高校 学校見学会 11月19日 土 10時～12時 予約不要

神港学園高校 入試説明会 10月29日 土 10：00～11：30 予約不要
神港学園高校 入試説明会 11月27日 日 10：00～11：30 予約不要

好文学園女子高校 オープンハイスクール10月22日 土 午後2時～4時 宮田まで
好文学園女子高校 オープンハイスクール11月12日 土 午後2時～4時 宮田まで

園田学園高校 オープンハイスクール10月22日 土 10時～15時 葉書申込
園田学園高校 オープンハイスクール10月22日 土 10時～15時 ハガキで
園田学園高校 オープンハイスクール11月19日 土 10時～15時 ハガキで

大商学園 クラブ体験 10月2日 日 8：30～11：30 ハガキで
大商学園 オープンハイスクール10月9日 日 9：30～11：30 ハガキで

仁川学院高校 入試説明会 10月22日 土 10時～12時 予約不要
昇陽高校 体験入学会 10月8日 土 9：30～11：30 ハガキで
昇陽高校 体験入学会 10月29日 土 9：30～11：30 ハガキで
昇陽高校 体験入学会 11月12日 土 9：30～11：30 ハガキで

英真学園高校 オープンハイスクール11月5日 土 午後2時～4時 宮田まで
英真学園高校 オープンハイスクール11月19日 土 午後2時～4時 宮田まで

雲雀丘学園高校 入試説明会 10月23日 日 9：00～10：30 宮田まで
雲雀丘学園高校 入試説明会 11月26日 土 10：00～15：30 宮田まで

報徳学園（男子校） オープンハイスクール11月5日 土 午後2時～4時 宮田まで
星翔高校 入試説明会 10月22日 土 10：30～12：30 予約不要
星翔高校 オープンハイスクール11月19日 土 10：30～12：30 予約不要
武庫川女子大学附属 入試説明会 10月29日 土 13時～14時 宮田まで
武庫川女子大学附属 入試説明会 11月19日 土 13時～14時 宮田まで


