平成2９年度

私立学校＜一日体験学習＞参加申込書
3年

提出期限：

6月

組（

）生徒氏名

６日(火)厳守！
保護者氏名

参加希望がない場合は＜

＞内に「参加希望なし」とお書きください。＜

学校名＜学科名＞
① 白鴎大学足利高等学校
富田キャンパス
＜特別選抜コース・進学コース＞
本校舎
＜文理進学コース・総合進学コース＞

日 程
内 容
８月2６日(土)2７日(日)
富田校舎（特別選抜・進学）
(2６日が県内中学生対象ですが都合悪い 受付８：３０～
９：１５～１２：００
場合は２７日に参加可能）
模擬授業・学校紹介・校内自由見学
8：30～12:00
本校舎（文理進学・総合進学）
※冨田キャンパスへは送迎バスあり
受付８：３０～
９：１５～12：00
東武足利市駅南口 8：30発
模擬授業・実習授業・校内自由見学
＊コースが再編されました
※詳細はパンフレット参照
希望者部活見学 １２：３０～
② 足利工業大学附属高等学校
8月２６日(土)２７日(日)
模擬授業(普通科)・授業体験(他科)など
＜普通科・情報処理科・自動車科・ 9月 ９日(土)
詳細はパンフレット参照
・工業科(機械･電気･建築)＞
9：00～12：00
＊右 欄 に は 希 望 学 科 の 番 号 を 記 入
※６月２４日の普通科説明会については 1 普通科 2 機械科 3 電気科
パンフレットの申込用紙を提出する。 4 建築科 ５ 自動車科 ６ 情報処理科
③ 足利短期大学附属高等学校
８月５日(土)６日(日)
学校紹介・校舎見学・模擬授業・
＜普通（女）＞
５日が市内対象ですが都合が 部活紹介・足短大及び足工大看護
つかない場合は６日でも可能 学部施設見学
９月１０日（日）
いずれも９：００～１２：００
④ 佐野日大高等学校
7月２９日(土)8月５日(土)
ガイダンス・見学・入学説明・
＜特進・進学＞
8月６日(日)９月１０日（日） 進路相談
９：３０～１３：００
⑤ 佐野清澄高等学校
8月2６日(土)9:０0～１２:００ 学校説明・入試説明・校内見学・
＜普通・食物調理
＊ JR 佐野駅南口から送迎バスあり 個別入試相談
・生活デザイン＞
8：40発 9：10発
⑥ 青藍泰斗高等学校
７月２９日（土）３０日（日） 学校説明・入試説明・施設見学
＜普通(男女)・総合ビジネス ８月５日（土）
および実習、体験学習など
(男女)・総合生活(女)＞
8：30～12：30
⑦ 国学院栃木高等学校
＜普通＞
⑧ 作新学院高等学校
＜トップ英進部・英進部・
総合進学部・情報科学部＞
⑨ 桐生第一高等学校
＜普通・調理＞

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

7月3０日(日)8月６日(日)
９：00～12：30
７月２８日(金)２９日(土)
３０日(日)
９：００～１２：００
8月１９日(土)２０日(日)
９：００～１２：３０
調理科・製菓衛生師コース
特別見学会 ９月１６日(土)
樹徳高等学校
8月１９日(土)・２０日(日)
＜普通＞
授業体験・学校見学 ８：２０～１２：１５
部活動体験(希望者) １３：３０～１５：３０
＊足利地区は２０日が指定日ですが部活
によっては１９日でも参加可能
9月1６日(土)体験入学･詳細は後日
部活動体験はなし
関東学園大学附属高等学校
8月５日(土)三の丸芸術ホール
＜普通＞
１０：３０～１２：００
８月２６日(土)９月９日（土）
本校 9：00～12：00
常盤高等学校
8月１９日(土)２０日(日)
＜普通＞
9月３０日(土)
※時間等は後日
共愛学園高等学校
7月２９日(土)8月１１日(金)
＜普通・英語＞
8月2６日(土)本校
９：００～１２：００
前橋育英高等学校
８月５日(土)６日(日)
＜普通(男女)・英語(女)＞
１９日(土)２０日(日)
いずれも２回開催
Ａ
９：００～１０：３０
Ｂ １１：００～１２：３０
高崎健康福祉大学高崎高等学校 ８月５日(土)２７日(日)
＜普通＞
１３：００～１５：００
＊高崎駅よりスクールバスあり

生徒によるコース・部活動紹介
※詳細はパンフレット参照
詳細は後日

印

＞
生徒の参加
保護者の参加
冨田キャンパス 希望するコースに○ 送迎バス希望は○ 希望するコースに○ 送迎バス希望
2６ 特別選抜
日 進学
o r 本校舎
希望するコースに○
希望するコースに○
2７ 文理進学
日 総合進学
8月２６日
8月２７日
９月 ９日
8月

５日

8月

６日

９月１０日
＊インターネットか電話で、開催日の３日前までに各自申し
込んでください。（受験の時もネット出願になるので、慣れ
ておくことをお勧めします。）
出席保護者氏名

期 日
参加する日に○
参加する日に○
７月２９日
７月３０日
８月 ５日
国学院栃木高校は申し込み不要です. 直接学校へ行ってください.

７月２８日
７月２９日
７月３０日
学校説明など（詳細は後日）
期 日
希望する日に○
希望する日に○
今井に確認後、コースを選んで記 ８月１９日
入する。
８月２０日
９月１６日
【授業体験】５教科及び校内見学の予定
期 日
希望する日に○
部活
希望する日に○
詳細は後日案内します。
8月１９日
【部活動体験】1９日 ｱ.野球 ｲ.剣道 ｳ.女ﾊﾞｽ ｴ.少林寺
拳法 ｵ.ｻｯｶｰ ｶ.柔道 ｷ.陸上 ｸ.女ﾊﾞﾚ ｹ.相撲 8月２０日
ｺ.聖歌隊 サ．家庭科 ２０日 ｱ.野球 イ.ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ｳ.ﾊﾞﾄﾞ ｴ.男ﾊﾞｽ ｴ.男ﾊﾞﾚ ｵ.ﾀﾞﾝｽ ｶ.女子 9月１６日
卓球 ｷ.男子卓球 ｸ.吹奏楽 ケ．将棋 コ．書道 サ．華道
学校説明・体験授業等
期 日
希望する日に○
希望する日に○
８月 ５日
８月２６日
９月 ９日
オープンスクール（詳細は後日） 8月１９日
8月２０日
＊体育コース体験（１１／１１）は後日案内 9月３０日
学校紹介･入試概要説明･アトラク 7月２９日
ションなど
8月１１日
8月２６日
学校紹介・入試の説明・過去問講
期 日
希望する期日に時間帯を記入
希望する期日に時間帯を記入
座・アトラクション・個別相談・ ８月 ５日
クラブ見学
８月 ６日
８月１９日
８月２０日
学校説明・模擬授業・自由見学
期 日
希望する日に○
希望する日に○
＊午前の部(９：００～１１：００)は高崎地区 ８月 ５日
限定ですが、希望する場合は要相談
８月２７日

※一覧表にない学校で教室掲示や進路関係掲示板にチラシやポスターで案内してあるものもありますので確認してください。
※一覧表にない学校で参加を希望するものがありましたら学校名、所在地、希望学科などできるだけ詳しくお書きください。

