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高校のオープンハイスクールなど

申込方法・締切の確認を！
－公立は中学校への参加申込書の提出や

直接高校へＨＰからのところも－
ＮＯ．７でも少し書きましたが、各高校ごとに申込方法が少し違うことが

あります。申込の主な方法は次の通り

です。

①中学校へ参加申込書を提出

（中学校から高校へ連絡します）

②参加申込書を、直接、高校へＦＡＸ、

又は郵送（往復ハガキの場合有り）

③高校のＨＰ（インターネットのホー

ムページ）からメールなどで参加申

込

などですが、私立高校の場合、

④チラシなどに付いた申込書になって

いるハガキを郵送

などの方法もあります。

－全ての高校が申込用紙を配っ

ているのではない－
尼崎市内の高校は、生徒全員に申込

用紙を配ってくれる学校もあります

が、ほとんどの場合、希望者に配る枚

数しか中学校に送ってくれません。遠

い学校については、まったく申込用紙

など無く、自分で高校のＨＰから印刷

しなければならない学校がほとんどです。

－締め切り日を守る－
また、体験学習を行っている高校では、人数を確

認し準備するため、申込締め切り日が決められてい

ます。公立高校の場合は、実施日より１カ月以上前

に締め切り日になっていることが多くあるので、よ

く確認して、早めに申し込んで下さい。遅れると、

受け付けてもらえないところもあります。わからな

ければ、宮田のところまで来てください。

☆右面に、説明会などの情報があります。

高校でも部活動を

続けるつもりの生徒諸君へ
高校進学後も、部活動を続けよ

うと考えている人は、一般の学校

説明会だけでなく、部活の「体験

入部」を実施している学校もあり

ます。特に運動部の場合、「同意書」

も提出させ、実際に高校生に混じ

って練習をさせてくれるところも

あります。進学希望校の説明会が

あるときは、特に気をつけてくだ

さい。

○クラブ体験会開催の

連絡が来ている高校

公立

・六甲アイランド（野球）

私立

・金光大阪 ・滝川第二

・三田松聖 ・浪速高校



公

立

高

校

私

立

高
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県立阪神児昆陽高校 ミニ学校説明会 7月5日 火 夕方5時～6時 宮田まで
県立阪神児昆陽高校 ミニ学校説明会 7月19日 火 夕方5時～6時 宮田まで
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
県立明石高校美術科 オープンハイスクール7月23日 土 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
県立日高高校看護科 オープンハイスクール7月29日 金 午後1時～3:30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
県立篠山鳳鳴高校 オープンハイスクール7月30日 土 9時～12時 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
県立社高校体育科 オープンハイスクール 8月1日 月 9時～12時 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
県立芦屋高校 オープンハイスクール8月18日 木 午後1時～3:30宮田まで
県立芦屋高校 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
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
県立北摂三田高校 オープンハイスクール8月24日 水 9時集合 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
市立琴ノ浦高校 オープンハイスクール9月15日 木 Webで確認 宮田まで

金光大阪高校 オープンハイスクール 7月9日 土 9：30～11：30 宮田まで
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
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
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
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 土 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
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
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
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


