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城北高等学校オープンキャンパス・学校説明会の開催について（お願い） 

 

 初秋の候 貴職におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素から、本校の教育活動に

特段の御支援と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染拡大の影響にて、本年度当初予定致しておりましたオープンキャンパス（８月・

９月）が中止となり、中学校の先生方や生徒、保護者の方々には大変ご迷惑をおかけいたしました。 

 つきましては、新たに新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を講じ、時間短縮・三密をつくらず消毒や換気を

行いながらのオープンキャンパスと学校説明会を下記のとおり計画させていただきました。 

大変御多用中、誠に恐縮に存じますが、多数の参加をいただきますよう御周知･御指導のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．日  時   オープンキャンパス 令和３年１０月２４日（日）申込期間９月２１日（火）～１０月７日（木） 

受付 ９：３０～ 各学科コース２０名定員にて１０：００～１１：００ 

                受付１２：３０～ 各学科コース２０名定員にて１３：００～１４：００ 

                受付１４：３０～ 各学科コース２０名定員にて１５：００～１６：００ 

         学校説明会     令和３年１０月３０日（土）申込期間９月２１日（火）～１０月２０日（水）                                                

開催時間 １０：００～１５：３０ 

           ※各班５名程度で３０分間のタイムテーブルで学校紹介や学習活動、入試についてのプレ 

ゼンや動画をご覧いただき、施設見学を行います。 

         体験入部      令和３年 ９月２５日（土） 男子サッカー部  第２グラウンド 

                       １０月 ９日（土）女子ハンドボール部 第２体育館 

                       １０月１０日（日）男子バレーボール部 第１体育館 

                       １０月１６日（土）野球部       野球グラウンド 

                       １０月１７日（日）女子バレーボール部 第１体育館 

                  申込期間９月８日（水）～９月３０日（木） 

注）男子サッカー部は９月１７日（金）締め切りとします。 

２．場  所   城北高等学校  

 

３．参加対象   中学校生徒・保護者 （御家庭より生徒１名、保護者１名の参加でお願いいたします） 

 

４．内  容   別紙オープンキャンパス日程表・学校説明会日程表・体験入部日程表を御参照ください。 

         体験入部希望者は、別紙１（体験入部実施要領）にもとづき参加して下さい。 

別紙１の「体験入部参加同意書」の不足分につきましては、お手数ですが各校でコピーしてく 

ださいますようお願いいたします。 

 

 

５．送迎用バスの運行について 

      この度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点よりスクールバスの運行は行いません。 

 

６．駐車・駐輪場 （１）自転車は、本校自転車置場を御利用下さい。 

         （２）自家用車は、オムロングラウンドを御利用ください。 

  



 

 

 

７．申し込み   チラシや学校ホームページのＱＲコードやＵＲＬからオープンキャンパス・学校説明会・体験入

部の各フォームにアクセスして、それぞれ参加者の皆様にネットによる申し込みをお願いいた

します。オープンキャンパスと学校説明会につきましては、こちらより時間指定を折り返しメー

ルにて各申込者に返送させていただきます。もし、オープンキャンパスで学科コースの定員をオ

ーバーした場合は、学校説明会へのご参加をお勧めいたします。尚、オープンキャンパスと学校

説明会が新型コロナウイルス感染の影響で中止の場合、ZOOM による学校説明会をそれぞれの日

時で予定いたしております。希望する場合はフォームでチェックを入れてください。 

         締め切り後、各中学校様別の参加者名簿をＦＡＸにて送信させていただきます。 

         何卒、周知徹底の上、ご指導いただきますようによろしくお願いいたします。 

 

８．そ の 他   ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、参加日当日の朝の検温を必ず行い、熱発の場 

合は、ご参加はご遠慮ください。マスクの着用・手指消毒・３密を避けソーシャルディスタ 

ンスを保ちながら、ご参加ください。また、熱中症対策の為にも水分をご持参ください。 

・時間内の校内での飲食は禁止とさせていただきます。 

         ・別紙２の「体験入部・体験授業参加同意書」の不足分につきましては、お手数ではございま 

すが各校でコピーして下さいますようお願いいたします。           

 

オープンキャンパスについて（１０月２４日開催） 

１．内  容   

開始３０分前 受付 各学科コースにて 

スタート～２０分間 生徒会作成DVD・ZOOMLIVE・説明 

３５分間 各学科コースでの体験授業 

５分間 アンケート記入 

解 散  

   

２．実 施 時 間  学科毎に下記のとおり計画する     

 スポーツ科

学コース 
普通コース 特進コース 調理科 医療福祉科 看護科 

9:30受付 

10:00～11:00 
２０名 ２０名 ２０名 

２０名×２ 

（2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
２０名 ２０名 

12:30受付 

13:00～14:00 
２０名 

２０名×２ 

（2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
２０名 ２０名 ２０名 ２０名 

14:30受付 

15:00 

～16:00 

２０名 ２０名 ２０名 ２０名 ２０名 
２０名×２ 

（2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

会 場 
トレーニン

グルーム 

Ｆ１－１ 

Ｆ１－２ 

理科室(授) 

PC室(授) 

特進棟 

F3-4 

F2-4 

F1-4 

試食室 

第１実習室 

集団講義室 

第２実習室 

P３教室 

介護実習室 

N2-1 

N2-2 

3号館2階 

計 ６０名 ８０名 ６０名 ８０名 ６０名 ８０名 

総 計 ４２０名+α 

   ※最大滞在時間は、１時間３０分以下（受付含む）となります。 



※保護者の参加者は、別室にて説明会・個別相談会を開催いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

学校説明会について（１０月３０日開催） 

１．日 程   

   ※７５名～対応できます。 

   ※各グループ開始時刻の２０分前から受付を行います。３０分間の中で学校紹介ＤＶＤや教育環境や活動等につい 

てのプレゼンテーション、２０２２年入試について説明し、施設見学を行います。 

 

 

オープンキャンパス・学校説明会に申し込みの時に新型コロナウイルス感染

により中止の場合Zoom によるリモート型学校説明会を希望された場合 

 

１．期 日  令和３年１０月２４日（日）または１０月３０日（土）の中止時 

２．方 法  各学科ごとの時間帯設定を行い、その時間、ZOOMにより参加してもらい、各学科ごとの説明会をリモ 

ートで行います。 

３．内 容  学校紹介DVD 、学校長・生徒会長挨拶（動画）、ZOOMリレーによる施設紹介（録画）各学科コース 

代表挨拶と説明、令和４年度の入試説明など 

４．日 程 

時間帯 実施学科コース 

９：００～特進コース入室準備  

９：１５～１０：００ 普通科特進コース 

１０：１５～普通コース入室準備  

１０：３０～１１：１５ 普通科普通コース 

１１：３０～スポ科入室準備  

１１：４５～１２：３０ 普通科スポーツ科学コース 

１３：００～調理科入室準備  

１３：１５～１４：００ 調理科 

１４：１５～医療福祉科準備  

１４：３０～１５：１５ 医療福祉科 

１５：３０～看護科入室準備  

１５：４５～１６：３０ 看護科 

 

 

・御不明な点がございましたら、下記までお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  時     間 会議室（担当者A） すみれ文庫（担当者B） 集団給食講義室（担当者C） 

１０：００～１０：３０ １班 ６班 １１班 

１１：００～１１：３０ ２班 ７班 １２班 

１３：００～１３：３０ ３班 ８班 １３班 

１４：００～１４：３０ ４班 ９班 １４班 

１５：００～１５：３０ ５班 １０班 １５班 

問い合わせ 

城北高等学校  

総務部 信岡、御子柴 

 TEL（０９６８）４４－８１１１ 

FAX（０９６８）４４－０７４７ 



別紙１       ２０２１年度 城北高等学校体験入部実施要領 

本校オープンキャンパスの開催にあたり、下記６項目の部活動体験入部を下記の期日に実施いたします。つきま

しては、多数御参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、野球部についての対象は３年生のみとし、高野連「中学３年生の体験入部実施要項」を遵守しながら行い

ます。 

記 

１．実施種目・実施期日・実施場所・申込期間 

実施種目 実施期日 実施場所 申込期間 

男子サッカー ９月２５日（土） 第２グラウンド ９月８日（水）～９月１７日（金） 

女子ハンドボール １０月 ９日（土） 第２体育館 ９月８日（水）～９月３０日（木） 

男子バレーボール １０月１０日（日） 第１体育館 ９月８日（水）～９月３０日（木） 

野球 １０月１６日（土） 野球グラウンド ９月８日（水）～９月３０日（木） 

女子バレーボール １０月１７日（日） 第１体育館 ９月８日（水）～９月３０日（木） 

２．実施時間 午前１０時００分～１２時００分（予定） 

３．実施場所     城北高等学校  

４．携行品      各種目に適した服装・道具・シューズ・タオル・飲料（水分補給用）・参加同意書など 

  ５．参加同意書について  

   【１】中学校長提出用の参加同意書は、切り取って体験日前日までに在籍中学校長（担任の先生）に必ず 

御提出をお願いいたします。 

   【２】体験日提出用の参加同意書は、体験日当日、受付にて御提出をお願いいたします。 

 ６．保険加入について 

     本校にて１日保険に加入いたしますので、同意書に御記入をお願いいたします。 

なお、個人情報につきましては、体験入部保険加入以外の目的には使用いたしません。 

 ７．体験入部についての問い合わせ先   

                 スポーツ科学コース主任 川口 敦   (０９６８)４４－８１１１ 

  ---------------------------------------------------------------------切り取り線------------------------------------------------------------------- 

 中学校長提出用 

（      ）中学校長 様 

参 加 同 意 書  種目： 

       （  ）年（  ）組（  ）号 

        生徒氏名                      

上記の者が、２０２１年度城北高等学校体験入部に参加することに同意します。 

令和３年  月  日 

保護者氏名                 印 

---------------------------------------------------------------------------切り取り線-------------------------------------------------------------------                  

体験日提出用 

城北高等学校長様 

参 加 同 意 書 種目：        

   中学校名                      

   住   所 （〒   ―    ）                              

   生徒氏名                    生年月日 平成  年  月  日生    

上記の者が、２０２１年度城北高等学校部活動体験入部・体験授業に参加することに同意します。 

令和３年  月  日 

保護者氏名                 印 


