
報告事項２ 
 
 

平成24年度大阪府公立高等学校入学者選抜の主な日程について 
 
 
平成24年度大阪府公立高等学校入学者選抜の主な日程を別紙のとおりとする。 

 
 

平成23年２月18日 
 
 

大阪府教育委員会       
 
 
＜参考＞ 
〔趣旨〕 
平成 24 年度大阪府公立高等学校入学者選抜の主な日程について、教育長が専決したこ

とを委員会に報告する件。 
 
〔根拠規定〕 
大阪府教育委員会事務決裁規則 

(専決した事項等の報告) 
第七条 教育長、教育監、教育次長、室長又は課長が専決した事項中必要と認められ

るものは、速やかに委員会の会議において報告しなければならない。 



資料 １  

平成24年度大阪府公立高等学校 

入学者選抜の主な日程について 

 

 

選抜の種類 課程 出願期間 学力検査 合格者発表 

普通科単位制高等学校 全日制 

専門学科 全日制 

前
期
入
学
者
選
抜 

総合学科 全日制 

 
 

平成24年 

２月16日(木)～ 

２月17日(金)

専門学科のうち 
音楽科を除く。 

平成24年 

２月23日(木) 

平成24年 

３月１日(木)

普 通 科 全日制 

普通科総合選択制 全日制 

クリエイティブスクール（全日制
総合学科、多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部）

多部制単位制Ⅲ部、定時制の課程

平成24年 

３月７日(水)～ 

３月９日(金)

平成24年 

３月16日(金) 後
期
入
学
者
選
抜 

通信制の課程 

平成24年 

３月４日(日)～ 

３月９日(金)

ただし、３月５日(月)

及び６日（火）は除く。

実施せず 

平成24年 

３月23日(金)

※ 上記以外の日程については、平成24年度大阪府公立高等学校入学者選抜方針において定

める。 



月 日 曜 日　　　　　程 月 日 曜 日　　　　　程

1日 (火) 1日 (水)
2日 (水) 2日 (木)
3日 (木) 　 3日 (金) 　
4日 (金) 4日 (土)
5日 (土) 5日 (日)
6日 (日) 6日 (月)
7日 (月) 7日 (火)
8日 (火) 8日 (水)
9日 (水) 9日 (木)

10日 (木) 10日 (金)
11日 (金) 建国記念の日 11日 (土) 建国記念の日
12日 (土) 12日 (日)
13日 (日) 13日 (月)
14日 (月) 14日 (火)
15日 (火) 15日 (水)
16日 (水) ┌前期選抜出願 16日 (木) ┌前期選抜出願
17日 (木) ↓ 17日 (金) ↓
18日 (金) 18日 (土)
19日 (土) 19日 (日)
20日 (日) 20日 (月)
21日 (月) 21日 (火)
22日 (火) 22日 (水)
23日 (水) 前期選抜学力検査 23日 (木) 前期選抜学力検査
24日 (木) 24日 (金)
25日 (金) 25日 (土)
26日 (土) 26日 (日)
27日 (日) 27日 (月)

28日 (月) 28日 (火)

29日 (水)

1日 (火) 1日 (木) 前期選抜合格者発表

2日 (水) 前期選抜合格者発表 2日 (金)
3日 (木) 3日 (土)
4日 (金) 4日 (日) 　後期選抜出願(通信のみ)
5日 (土) 5日 (月)
6日 (日) 　後期選抜出願(通信のみ) 6日 (火)
7日 (月) 　 7日 (水) ┌後期選抜出願(全日・多部・定時・通信）
8日 (火) ┌後期選抜出願(全日・多部・定時・通信) 8日 (木) │
9日 (水) │ 9日 (金) ↓

10日 (木) ↓ 10日 (土)
11日 (金) 11日 (日)
12日 (土) 12日 (月)
13日 (日) 13日 (火)
14日 (月) 14日 (水)
15日 (火) （高校終業式） 15日 (木) （高校終業式）
16日 (水) 後期選抜学力検査 16日 (金) 後期選抜学力検査
17日 (木) 　 17日 (土) 　
18日 (金) 18日 (日)

19日 (土) 19日 (月)

20日 (日) 20日 (火) 春分の日
21日 (月) 春分の日 21日 (水)
22日 (火) 22日 (木)
23日 (水) 23日 (金) 後期選抜合格者発表
24日 (木) 後期選抜合格者発表 24日 (土) 　
25日 (金) 25日 (日)
26日 (土) 26日 (月)
27日 (日) 27日 (火)
28日 (月) 28日 (水)
29日 (火) 29日 (木)
30日 (水) 30日 (金)

31日 (木) 31日 (土)

平成24年度大阪府公立高等学校入学者選抜の主な日程

３

月

３

月

平　成　24　年　度 

２

月

平　成　23　年　度 

２

月
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