
大東市立住道中学
進路指導通信

平成23年５月20日
第７号

校長 岡本 功
進路担当 村田 健

目標達成できそう？
中間テストが終わりました。もう自己採点はしてみましたか？自己採点では、目標を達

成できましたか。来週になると次々返却になります。
頑張った人がほとんどだったと言えます。しかし、出題範囲がは

っきりしている定期テストでは「得点が高いのは当然」と自戒して
ください。自分が決めた目標が達成できたかどうかです。「見直しを
しっかりして、しょうむないミスをしない」｢平均点をとる」「ここ
の問題はパーフェクト」それぞれ決めた人、できましたか？ここが
肝心です。また、自己採点とのズレも要チェックです。テスト本番
でのミスだけでなく、自己採点が先生の採点基準と合わないというのは、今後もテストに
も大きく影響します。ぜひ、今のうちに修正してください。そして、忘れてはいけないの
が、提出物です。これもポイントですよ。
次は、期末テストです。それまでの間に中学校生活最大のイベントである修学旅行もあ

りますが、計画的にテストに備えてください。１学期の評価は大きいです。なかなか挽回
できませんよ。どれだけ早く『受験生』モードになって取り組めるかが、大きな『差』に
なって現れます。頑張れ！受験生!!

進路･修学旅行説明会に1１４家庭が参加
昨日５月１９日(木)に修学旅行・教育課程・進路説明会を開催しました。１１４家庭か

ら参加していただきました。実に６割の参加でした。ありがとうございました。
今回、「進路」については、『進路選択でのご家庭

での役割』をテーマに①昨年度の進路状況②進路選
択で考えておくこと③進路日程と入試について④調
査書の評定（内申）について⑤必要経費と奨学金制
度ついて説明しました。３０分という短い時間でし
たが、進路選択での家庭の役割について考えるキッ
カケにしていただこうと思います。また、欠席され
た家庭には資料を配布します。
君たちには、修学旅行明けに冊子『進路選択のた

めに』を使って進路学習を進めてきます。

中間テスﾄ
終わる
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受験勉強はこれだ! 理科 徳山先生

理科の新研究 ３年生の授業で１・２年生の復習をする時間はありません。１・２

年生の復習は各自ですることになります。宿題の『理科の新研究』の解説を読み、問題に

チャレンジしましょう。自分の力で全問正解するまで、くり返し解きましょう。最低でも

３回、この問題集を解くことです。『理科の新研究』の問題がスラスラ解けるようになれ

ば、十分受検に対応できます。一度まちがえた問題を次に間違えないようにするために、

間違えたところをチェックしておき、重点的に学習しましょう。
今年、畷高受検で理科満点を取った人は、「（理科の新研究を）３回やり直したらばっち

りやったで！」ということです。

授業に集中 ３年生の内容は、授業をしっかり聞いて定期テストに取り組みまし

ょう。

体験入学 はじまります !
高校の体験入学、説明会、クラ

ブ体験がいよいよ始まります。す
でに「進路通信」や教室に掲示も
していますが、個人の申し込みは、
指定された方法でお願いします。
インターネットのＷｅｂページで
の申し込みやＦＡＸでの申し込み
等で困っていることがあれば、進
路室で相談に乗ります。
今回、枚方津田高校のクラブ体

験が 中学校一括申し込み になっ
ています。このような場合は、各
教室にある「体験入学 申し込み
カード」に記入して締切の日まで
に、村田に提出してください。

見学会 クラブ体験 四條畷学園高等学校 （共学校）
大東市学園町６－４５ Tel.072-876-1327 http://www.shijonawate-gakuen.ac.jp/

見学会 日時：７月１６日(土)９月１０日(土)１１月１２日(土)１２月３日(土)

１０：００～

クラブ体験 日時：１０月２２日(土) １０：００～ (土)

参加できるクラブは、１０月上旬 Web上で発表

対象：中学生、保護者

会場：四條畷学園高校（JR学研都市線四条畷駅下車 徒歩２分）

内容：施設見学、クラブ見学、模擬授業（国語･英語･数学･情報･家庭）

申込方法： 個人・申し込み専用FAX用紙で 各実施日の前日までに必着

詳細の参加申込書(FAX用紙）は進路室前タナに

○○高校



クラブ体験・見学 大阪府立 枚方津田高等学校
枚方市津田北町２－５０－１ TEL. 072-858-7003 http://www.osaka-c.ed.jp/hirakatatsuda/

クラブ名 実施日･集合時間 活動時間 活動場所 雨天 用意するもの
女子ソフト １１日13時 13～15 グランド 小雨決行 体操服･グローブ･スパイク
ラグビー ４日14時30分 14:30～17 グランド 小雨決行 見学のみ

５日9時 9～11
男子バレー ４日9時 9～11 体育館 実施 体育館シューズ･ジャージ
女子バレー １１日9時 9～11 体育館 実施 体育館シューズ･体操服
水泳 ５日9時30分 9:30～12 プール 実施 水泳着等
サッカー ４日11時30分 11:30～14:30 グランド 小雨決行 練習着・スパイク
陸上 １１日13時 13～15 グランド 中止 短距離はスパイク
男子バドミントン ２６日９時 9～11 体育館 実施 ラケット･体育館シューズ
女子バドミントン ２５日９時 9～11 体育館 実施 ラケット･体育館シューズ
硬式野球 １２日13～17vs摂津 １９日10～15vs鳴尾 見学のみ

２５日9～17vs大塚・住吉 （申し込み不要）
男子テニス １１日13時 13～15 ﾃﾆｽｺｰﾄ 中止 運動靴でもOK
女子テニス １１日10時 10～11 ﾃﾆｽｺｰﾄ 中止 運動靴でもOK
男子バスケット ４日14時30分 14:30～17 体育館 実施 体育館シューズ
女子バスケット ４日14時30分 14:30～17 体育館 実施 体育館シューズ
書道 ４日9時 9～11 書道室 実施 書きたい言葉(着替えも）
吹奏楽 １８日13時 13～16 音楽室 実施 楽器･未経験OK
茶道 ４日10時 10～11 茶道室 実施 特になし

申込方法： 中学校一括申し込み ６月１日(水)までに村田まで

学校説明会・文化祭 大阪府立 四條畷高等学校
四條畷市雁屋北町１－１ Tel.072-877-0004 http://www.osaka-c.ed.jp/shijonawate/

説明会 日時：６月１８日(土)第１回 １０：００～ (受付 ９：３０～）

第２回 １１：００～ (受付１０：３０～）

対象：中学３年生、保護者

内容：①学校の概要説明 ②畷高祭見学

会場：四條畷高校（JR学研都市線四条畷駅下車 徒歩１０分）

申込方法： 個人で ・郵送 （申込書が必要な人は村田まで）
・ＦＡＸ 877-3250 （申込書が必要な人は村田まで）

Webページ（http://www.osaka-c.ed.jp/shijonawate/）から申込書をダウンロードできます

申込期限：６月１４日(火)必着
★説明会当日は招待券が必要です。（必要な人は村田まで）

体験入学 育成調理師専門学校（調理科）
兵庫県尼崎市開明町２－３０－２ Tel. 0120-06-6921 http://www.ikusei.ac.jp/koyodai/

日時：平成２３年７月２９日(金)･８月４日(木)･６日(土)･２４日(水) １０時～１２時
対象：中学生
会場：育成調理師専門学校（阪神電車尼崎駅下車 徒歩５分）
内容：調理実習または製菓実習
申込方法： 中学校一括申し込み 各日とも定員に成り次第締め切りです。

文化祭 城南学園高等学校 (女子校)
大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2丁目14-10 TEL 06-6702-9784 http://www.jonan.ac.jp/senior/

日時：平成２３年６月１９日（日）午前９時～１４時３０分 (入退場自由）

対象：女子中学３年生・保護者

内容：文化祭、CUTEな制服 試着会＆記念撮影会

会場：城南学園高校（近鉄南大阪線矢田駅下車 徒歩８分）

申込方法： 申込不要

特別講座 樟蔭高等学校 （女子校）
東大阪市菱屋西４－２－２６ TEL 06-67238185 http://www.osaka-shoin.ac.jp/

日時：平成２３年６月５日(日) 午前１０時～１２時３０分（受付：９時～）
対象：中学３年生女子、保護者
会場：樟蔭高校 （ＪＲおおさか東線河内永和駅下車 徒歩５分）
内容：・体験授業・学校見学・クラブ発表
申込方法： 個人で ホームページから http://www.osaka-shoin.ac.jp/

説明会など ７月１７日(日) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ ８月２１日(日) ｺｰｽ体験
１０月２２日(日) 入試説明会 １１月３日(祝)
１１月２３日(祝) 健康栄養コース特別講座 第２回

就学援助受給申請は 受付中 ５月３１日(火)までです。
経済的な理由などで小･中学校への就学を妨げないよう、学習に必要な費用の一部（修

学旅行費用の大部分など）を援助してもらう制度です。希望される保護者は、大東市教育
委員会学校管理課（市民会館５階）にある申請書を提出して下さい。前年度に受給された
人も新たに申請が必要です。詳しくは、先週配布された教育委員会からの水色のプリント
『保護者の皆さまへお知らせ（就学援助制度について）』をご覧いただくか、学校管理課
（Tel.870-9642）までお問い合わせ下さい。
●受付期間：５月16日(月)～31日(火)午前9時～午後5時30分（21日(土)22日(日)28日(土)

は除く、19日(木)24日(火)27日(金)は午後8時まで、29日(日)は休日受付）
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