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明後日 あきらめず最後まで!期末考査
進路懇談が終わりました。この懇談で君たちが受験する①私立高校②公立高校を絞り込んだ

でしょうか。私立高校を専願にするのか併願にするのかを決めたでしょうか。懇談では自分の
希望や考え・意思をしっかり伝えることができたでしょうか。そしていよいよ「ガンバらなア
カンでェ!!」とハッパをかけられた期末テストが明後日に迫ってきました。準備は進んでいま
すか？やり残し作らず、やりきった自信で試験に臨みましょう。また、試験終了後ノートやワ
ークを提出する教科もあります。下の確認をし、さらに勉強に励みましょう。
１．テスト範囲の確認をしましょう。教科書･ワーク･プリントなど勉強道具は揃っていますか。

（なければ、至急教科の先生にもらうか友達に借りてコピーする。）
２．この１週間(今日から２日の朝まで）のテスト勉強計画を立て直しましょう。

（どの教科も勉強する。提出予定のワークやプリントは必ずやりきる。）
３．えんぴつ(ＨＢ３本)消しゴム･定規･コンパスがそろっているか確認しましょう。

テスト範囲一覧 （勉強のポイントはテスト範囲のプリントをみましょう）
１１／３０(水） １２／１(木) 1２／２(金)

①教科書 P.88～114まで ① 教科書P.114～125 ①教科書P.38～41 P.49～62

別冊（23ﾌﾟﾗｽ）P.8～21まで Ｐ.140～145 ②ワーク 単元4～9、17～18

②基礎からの問題集P.62～77 ② 漢字プリント№10～14 ③白プリ 6、7、8

数 移行対応追加問題 P.2～11 国 ③ テスト範囲に伴う便覧での確 英 ④授業で使ったプリント全て

１ ③計算トレーニング72 24～31 認事項 ⑤毎日宿題

学 ④終礼時学習の数学プリント 語 語 ⑥終礼時学習

⑤学習の確認テスト 提出 授業ノート 提出

提出①ノート ②教科書 必要なプリントを貼っておく ①授業ノート

③別冊（23ﾌﾟﾗｽ）④問題集 ②白プリ８

⑤プリントファイル２種類 （指定された組だけ提出すること）

①「絵本づくり」 ①教科書２分野下 P.59～88 ①教科書P.110～154

②「タイムカプセル」 補助教 P.44～50 ②社会ノートⅠ～Ⅷ

２ 美 ③描く問題「絵本の表紙デザイン」 理 P.66～68 社 ③ﾌﾟﾘﾝﾄ5･6･7･9･10･11･12･14･15

術 提出 科 ②白プリ １分野⑨ 会 ③小プリント(10)(19)(21)(2３)

11月29日までに「絵本」を仕上げ ２分野④⑤⑥⑦⑧ (2４)(25)(26)(27)(28)

て提出 提出①ノート（未提出者のみ） ④毎日宿題11～20

①合唱コンクール取り組みの様子 保 ①教科書P.66～73 【技術】
②歌「モルダウの流れ」について 健 ②学習ノートP.8～15 ①教科書P.190～193､P.196～200

プリント鑑賞 「モルダウ」 共通 提出 学習ノート 技 ②情報ﾉｰﾄ 表紙うら「ﾙｰﾙとﾏﾅｰ」

音 歌の楽譜NO. ２ 体育 ①水泳/組体/バレー/ラジオ体操 術 P24,25,32～35,40

楽 ③理論の総復習 男子 ②スポーツ時事問題 家 ③冊子『Webで発信しよう』

３ プリントNo.2/3 ①水泳（図解体育Ｐ.80～94） 庭 提出 冊子の自己評価票

ﾃｽﾄ対策ﾌﾟﾘﾝﾄNo.1/2[1学期] 体育 （学習ノートＰ.50～51） 【家庭科】
ﾃｽﾄ対策ﾌﾟﾘﾝﾄNo.1/2[２学期] 女子 ②ダンス ①プリント 食生活No.3.4.6.7

合唱まとめﾌﾟﾘﾝﾄ ③持久走（図解体育Ｐ.62・63） ②食生活ノート P.10～15

④ラジオ体操・集団行動 提出 ファイル(プリントを下記の順番通りに並べておく。)

No.1～４･コンビニ食･No.6、7
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来年度私立高校 入学金・授業料を発表
来年度の私立高校の入学金と授業料が発表になりました。受験する高校の納入金を確認して

おきましょう。この費用以外に、制服および指定品代・教科書代・学年諸費や修学旅行等の積
立金がかかります。

府育英会入学資金貸付私立25万受付中
大阪府育英会では、高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程）の入学時に必要な資金(入

学資金)を無利子で貸し付ける制度（入学資金貸付）があります。ご家庭の所得による申込条件

があります。申し込みは、１２月６日(火)締め切りです。
早めに担任または直接係の村田に申し出て下さい。書類をお渡しします。



体験入学 大阪府立 枚岡樟風高等学校 （総合学科）
東大阪市鷹殿１８－１ TEL 072-982-5437 http://www.osaka-c.ed.jp/hiraokashofu/

日時：第２回：１２月１７日(土) 午後１時～５時 受付：１２時３０分～
会場：枚岡樟風高校（近鉄バス瓢箪山行き東体育館前下車 徒歩１分）
内容：Ⅰ 総合学科の説明・体験授業
講座 人文理数 A1.短歌withﾐｽﾃﾘｰ A2.Enjoy English Learning A3.試験管内の虹

基礎教養 B1.ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 B2.職業興味を考える A4.史上最強は誰か
福祉保育 C1.高齢者体験 C2.マット運動＋ボールとフープ
情報 D1.名刺 D2.年賀状 D3.イラスト
工業デザイン E1.焼板キーラック E2.サンドブラスト
農と自然 F1.ｵｵﾑﾗｻｷと乳酸飲料 F2.食品微生物

Ⅱ クラブ体験と個別相談会
男女ﾊﾞｽｹｯﾄ、陸上、バドミントン、軟式野球、卓球、サッカー、硬式テニス、山岳、
女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、軽音楽、茶道、パソコン、ものづくり、吹奏楽、農業、
演劇、家庭科、天体観測、フラワーアレンジメント

申込方法： 中学校一括申し込み １２月２日（金）までに村田まで

オープンスクール 大阪府立 今宮高等学校（総合学科）
大阪市浪速区戎本町２丁目７番３９号 Tel. 06-6641-2612

日時：平成２３年１２月１０日(土) 午後１時３０分～４時 （受付１３時～）
会場：今宮高校（JR大阪環状線新今宮駅下車 徒歩５分）
内容：・説明会 13:30～ ・校内見学・部活見学・個別相談
会場：今宮高校（JR大阪環状線新今宮駅下車 徒歩５分）
申込方法： 中学校一括申し込み １２月８日(木)までに村田まで

個人でＷｅｂ申し込み http://www.osaka-c.ed.jp/imamiya/

体験入学 大阪府立 守口東高等学校
守口市八雲中町２－１－３２ TEL 06-6906-8211 URL: http://www.osaka-c.ed.jp/moriguchihigashi/

日時：１２月１７日（土） 午後１時～３時１０分 受付１２時３０分～
会場：守口東高校 （京阪電車守口市駅下車 徒歩２５分）
内容：全体説明・体験授業・校内施設の見学
体験授業①家庭科(刺し子） ②英語（Enjoy English) ③情報(ホームページ)
④理科(極低温の世界） ⑤数学(高校数学) ⑥社会(報道からみる現代社会）
⑦国語(星新一) ⑧美術(版画） ⑨書道(甲骨文字）

クラブ体験⑩バスケットボール部 ⑪サッカー部 ⑫バドミントン部 ⑬バレーボール部
⑭ハンドボール部 ⑮硬式テニス部 ⑯陸上部 ⑰野球部（見学）
⑱吹奏楽部 ⑲軽音楽部 ⑳文芸同好会

申込方法： 中学校一括申し込み １２月８日（木）までに村田まで

体験入学 東朋高等専修学校
大阪市天王寺区城南寺町7-19 TEL.06-6761-3693 e-mail toho@okazakigakuen.jp

日時：１２月３日(土) １０日（土） 午前１０時～１２時 受付９時３０分～
対象：中学３年生、保護者
会場：守口東高校 （京阪電車守口市駅下車 徒歩２５分）
内容：全体説明・体験授業
体験授業 ①オリジナルアート（陶芸体験） ②フードクリエイト（手作りスイーツ）
③アニメーション＆ゲームクリエイト(簡単なアニメ) ④モータービジネス（自動車整備）
⑤トータルビューティー（ネイルアート体験） ⑥ミニチュアドール（ミニチュアフードストラップ作り）
⑦トータルビューティー(アロマ入浴剤づくり) ⑧トータルビューティー(アロマキャンドルづくり）

申込方法： 中学校一括申し込み １２月８日（木）までに村田まで

学校説明会 大阪府立 成城高等学校 （クリエイティブスクール・全日制総合学科・後期選抜）
大阪市城東区諏訪3丁目11番41号 TEL 06-6962-2801(代表) http://www.osaka-c.ed.jp/seijo-t

日時：第１回１２月２４日(土) １０時～１２時 ９時３０分から受付
第２回１月２８日(土)10時～12時 第３回３月３日(土) 15時～17時

会場：成城高校 （JR学研都市線放出駅下車 徒歩１６分）
内容：全体説明説明…成城高校の特色(５つの系列、進路、部活動など）
申込方法： 申し込み不要

学校説明会 大阪府立 茨田高等学校
大阪市鶴見区安田１丁目5-49 TEL 06-6911-0001 http://www.osaka-c.ed.jp/matta/

日時：平成２３年１２月９日（金） 1６時～1７時 １５時３０分から受付
会場：茨田高校 （JR学研都市線鴻池新田駅下車 徒歩２５分）
内容：全体説明説明…茨田高校の特色(各種プロジェクト、専門コース、行事、部活動など
申込方法： 中学校一括申し込み １２月８日(木)までに村田まで

学校説明会 大阪府立 北かわち皐が丘高等学校 （普通科総合選択制）
寝屋川市寝屋北町１－１ TEL 072-822-2241 http://www.osaka-c.ed.jp/higashineyagawa/satsuki/

日時：第３回 平成２３年１２月１０日(土) 午後１時３０分～３時２０分 受付１時
会場：北かわち皐が丘高校（JR学研都市線星田駅下車 徒歩２５分）
内容：全体説明・校内見学・部活見学
申込方法： 申し込み不要

入試説明会 常翔学園高等学校
大阪市旭区大宮５丁目１６番１号 Tel.06-6954-4436 http://www.highs.josho.ac.jp/

日時：平成２３年１２月３日(土) 午後２時～４時３０分
会場：常翔学園 総合体育館（地下鉄線「太子橋今市」駅下車 徒歩１０分）
内容：①学校紹介②入試説明③授業紹介プレゼン④学校見学
申込方法： 申し込み不要

見学会 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/

日時：第６回 １２月３日(土) 学校見学会 第７回 １２月１０日(土) 個別相談会
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： ■ 学校見学会 施設見学、クラブ見学、パソコン実習、制服の試着（写真撮影）
申込方法： 個人・申込専用ハガキかＦＡＸで 各実施日の前日までに必着 申込書は村田まで

入校説明会 大阪府立 守口高等職業技術専門校(テクノセンター)

守口市京阪本通2-11-18 Tel：06-6991-1868 http://www.k5.dion.ne.jp/^tc-mori/

対象：入学希望者と保護者
会場：守口高等職業技術専門校（京阪本線守口市駅下車 徒歩１０分)
日時：１２月１４日(木)午後１時３０分～（受付１時～）
内容：木工科の訓練内容の説明と訓練風景見学・体験
申込方法： 中学校一括申込 保護者同伴１２月６日(火)までに村田まで

見学会 大阪府立 東大阪高等職業技術専門校(テクノセンター)
東大阪市菱江３００番地 Tel：072-964-8836 http://www.pref.osaka.jp/tc-hiosaka/

対象：入学希望者と保護者
会場：東大阪高等職業技術専門校（近鉄バス八尾駅前行き荒本駅前下車 徒歩５分)
日時： 平成２３年１２月１６日(金)午後２時～３時５０分（受付1時30分～）
内容：溶接技術科の訓練内容の説明と訓練体験実習
申込方法： 中学校一括申込 保護者同伴 １２月６日(火)までに村田まで
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