
 

 

 
 

卒業おめでとう 
 

いよいよ明日が卒業式です。進路通信「道標」も今日が最終号です。１年間あり

がとうございました。今年度から評価が絶対評価に変わったり、自己申告書が導入

されたり、試験が原則一本化されたりとたくさんの変化があった一年でした。さら

に、一昨年度から始まった府内全域通学可能、これによって進路選択の幅が広がっ

た分、たくさん悩み、考えたと思います。でも、一人ひとりがしっかり考え、自分

に合った進路を考えることができました。また、学校説明会などの情報はみんなが

しっかり読んでくれたので、たくさんの見学に参加することができました。４月か

ら数えると延べ人数で約３５０名参加です。これはすごい数字で、それだけみんな

が進路に関心をもってくれたということが伝わってきます。 

義務教育の９年間は終わりましたが、これからは次のステージが始まります。こ

の新しい舞台が希望どおりの生徒もいれば、そうでない生徒もいると思います。で

も、どのような舞台であれ、大切なことはどういう気持ちで進もうとするかです。

高校では楽しいこともたくさんありますが、辛いことも同じぐらいあります。勉強

も中学とは比べものにならないくらい難しくなり、テストも一定の点数以上取らな

ければ欠点、欠点がいくつもあれば留年になります。でも、途中で辞めてはいけま

せん。中退してから学び直すというのは本当に大変なことです。 

まだ進路先が確定していない生徒もいますが、自分で進む方向を決めたら常に前

向きな気持ちで進んでいきましょう。合否は分からなくても、どのような結果にな

っても、一生懸命勉強して合格できた高校で、また次の進路に向けて頑張っていき

ましょう。高校がゴールではありません。一人ひとりが夢に向かって突き進んでく

ださい。一生懸命頑張ったと思えることが次のステップにつながります。次の進路

先でも最後に自分は精一杯やったと思えるような毎日を送ってほしいと思います。 

３月１８日（金）の合格発表について 

 

全日制の課程       １０：００発表 

通信制          １４：００発表 

 

 もう一度、合格発表についての連絡事項を書いておきます。公立高校一般選抜の

合格発表は３月１８日（金）の１０：００です。この日、リーダーの人はすぐに合

否結果を谷川中学校に連絡してください。ただし、連絡をする必要がある学校とな

い学校があります。（四條畷・門真西・かわち野・鶴見商業・枚方津田・城東工科・

交野・門真なみはや・緑風冠・野崎は教師が見に行くので、連絡不要です）したが

って、リーダーの人は必ず前日の１７日（木）に谷川中学校へ来てください。 

合格が決まった場合は発表後すぐ、または午後から入学手続きや制服採寸があり

ます。また、残念ながら不合格の場合は、私立の併願校へ手続きをする必要があり

ます（たいていの学校はこの日が締め切りです）。私立高校側は生徒一人ひとりが

公立高校へ合格したかどうかを把握できないため、手続きに行かなかった場合は公

立高校へ合格したと判断され、入学の権利を失ってしまいます。そのため、必ずこ

の日は予定を空けていただき、生徒と一緒に合格発表を見に行っていただくか、ま

たは昼からの手続きには必ず間に合うように配慮いただきますよう、よろしくお願

いします。また、公立高校・私立高校ともにもらったプリントを必ずもう一度お目

通しください。 

 

～保護者の方へ～ 

 卒業おめでとうございます。１年間、進路通信「道標」をご覧いただき、ありが

とうございました。進路説明会や懇談では、保護者の皆さんや生徒からたくさんの

積極的な質問があり、大変うれしくやりがいある一年でした。この経験を来年度以

降の進路指導にもいかしていきたいと思っています。また何かご意見などがござい

ましたら、遠慮なく学校の方までご連絡ください。１年間ありがとうございました 

 

道 標 No.51(最終号) 

大東市立谷川中学校 

平成２８年３月１１日(金) 

進路指導主事 柗本 一樹 



公立高校 複数学科設置校の合格発表について 
 

学科等ごとに掲示 
＜Ⅰ＞ 受験番号が学科等ごと ＜Ⅱ＞ 受験番号が通し番号 

 

○○学科      △△学科 

   合格者        合格者 

受験番号      受験番号 

 

１００１      １００５ 

１００２      １０１０ 

１００６       ： 

：         ： 

１０１２      ２００１ 

：        ２００３ 

：         ： 

南 日新 

 

○○学科      △△学科 

    合格者       合格者 

受験番号      受験番号 

 

００１       ００３ 

００２       ００５ 

００６       ００８ 

０１１       ０１０ 

   ：         ： 

   ：         ： 

   ：         ： 

旭 花園 大手前 四條畷 

第１志望が不合格であった時には、第２志望の学科等の合格者発表の掲示も確認すること

が必要です。 

 

学科等に関わらず通し番号で掲示 
＜Ⅲ＞ 受験番号が学科等ごと ＜Ⅳ＞ 受験番号が通し番号 

 

受験番号    合格学科 

１００１    ○○学科 

１００２    ○○学科 

 ：       ： 

１００５    △△学科 

１００６    ○○学科 

 ：       ： 

１０１０    △△学科 

１０１２    ○○学科 

 ：       ： 

２００１    △△学科 

２００３    △△学科 

 

 

受験番号   合格学科 

    ００１    ○○学科 

    ００２    ○○学科 

    ００３    △△学科 

    ００５    △△学科 

    ００６    ○○学科 

    ００８    △△学科 

    ０１０    △△学科 

    ０１１    ○○学科 

     ：      ： 

     ：       ： 

 

枚方 東 大阪市立 咲くやこの花 

第１志望、第２志望のどちらの学科等に合格したのかを確認することが必要です。 

合格者集合日時について 
 

高校名 合格者集合日・時間 持ち物等 備 考 

東 ３月１８日（金）１２：３０ 
筆記用具(黒のボールペン)・受験票・ 
教科書等購入物品を入れる大き目の袋 

保護者同伴 

ＯＢＦ ３月１８日（金）１３：００ 筆記用具・受験票・教科書等を入れる大きな袋 保護者同伴 

南 
３月１８日（金）１３：００ 
（午後 0 時 30 分受付開始） 

受験票・筆記用具・教科書代金（２６～３０千円程度） 
教科書を持ち帰るカバン（上履き不要） 

保護者同伴 
次回は３月２２日 

旭 
３月１８日（金）１３：４５ 
 オリエンテーション 

（11:00 より制服予約注文） 

上履き・筆記具・受験票 
保護者同伴 
次回は３月２８日 

扇町総合 ３月１８日（金）１３：００ 
諸費用 約４万円、筆記用具、 
教科書等が入る大きめのカバン等 

保護者同伴 

大手前 ３月１８日（金）１３：３０ 受験票、筆記用具（スリッパ・・・あれば） 保護者同伴 

鶴見商業 ３月１８日（金）１３：００ 
諸費用(約 3.5 万円)、上履き 
黒ボールペン、印鑑 

保護者同伴 

汎 愛 
３月１８日（金）１３：００ 
制服採寸、物品販売等 

出願時にプリントにて連絡済 
保護者同伴 
16 時前後までかかる 

市 岡 
３月１８日（金）１３：００ 
(保護者同伴合格者説明会 

３月１０日入試の日に発表日１8 日 
の発表後の連絡通知が配布される。 

３月２８日８：３０集
合時の詳細は３月１８
日に配布される。 

咲くや 
この花 

3 月１８日（金） 発表のみ 
（保護者同伴なし） 

３月１８日発表日に配布される封筒内に３月２２日午

後０時４５分集合時の詳細が記載されている。（同伴） 

左記の内容は受験票の

裏面に記載あり 

枚方 ３月１８日（金）１４：００   保護者同伴 

長尾 ３月１８日（金）１３：００   保護者同伴 

枚方津田 ３月１８日（金）１３：００   保護者同伴 

守口東 ３月１８日（金）１３：００ 受験票、筆記用具、上履き 保護者同伴 

城東工科 ３月１８日（金）１３：００ 筆記用具、制服・上履き代（男子）31450 円～（女子）
33090 円～※サイズによって値段が違う 

保護者同伴 

野崎 ３月１８日（金）１３：００ 
筆記用具、上靴、下靴を入れる袋、受験票、制服など
の諸費用 63500 円 

保護者同伴 

緑風冠 ３月１８日（金）１３：００ 黑ボールペン、鉛筆、消しゴム、上靴 
保護者同伴 

交野 ３月１８日（金）１４：００ 
受験票、筆記具、上履き、印鑑 保護者同伴 

北かわち皐が丘 ３月１８日（金）１３：００ 
受験票、筆記具、上履き、物品購入代金 保護者同伴 

四條畷 ３月１８日（金）１３：００   保護者同伴 

寝屋川 ３月１８日（金）１３：２０ 筆記具、上履き、下足袋 
保護者同伴 

3/24（木）登校日 

大阪市立 ３月１８日（金）１３：００ 
受験票、筆記具、上履き、下足袋 

現金 ７～８万円 

保護者同伴 

門真西 ３月１８日（金）１３：３０   保護者同伴 

門真なみはや ３月１８日（金）１３：５０   保護者同伴 

 

※一部の学校のみ載せています。ここに載っている学校も載っていない学校も、各自

プリントをもう一度確認してください。 

     

 

 

     

 

 

 


