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「なかなかやるな、羽黒高校！」と言わせたい広報誌。
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新年度がスタートしてもうすぐ２ヶ月！
高校入試を控えた生徒・保護者の皆さんへ、羽黒高校から２通目のメッセージ！

ついに、6月からオープンキャンパスの申込がスタートします！

学科・コース授業体験
部活動体験

中面は第1回オープンキャンパスの詳細なスケジュールになっています。>>

入試に関わる手続きはすべてここからはじまる!まずはWEB出願システムに登録！

左記QRコードから登録するとオープンキャンパスや部活動体験、
個別相談会への申込み、出願ができるようになります。

ここには、チャンスがある。
チャレンジする、価値がある。

体感する、羽黒高校

第1回 オープンキャンパス

申込期間 6/10（金）10:00～7/4（月）17:00
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7月9日（土）第1回オープンキャンパス当日のスケジュールと活動内容
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開場・受付票提出・検温

出席確認・健康観察

開会放送

授業体験（予定）

休憩
閉会放送
まとめ・アンケート記入

放送にしたがって各々移動開始
スクールバス出発
保護者送迎での下校スタート

・受付票は各自で印刷してご持参ください。
・本校舎エントランスにて受付の上、受付票を提出してください。

・健康チェックシートは各自で印刷・記入の上、
　教室で提出してください。

・混雑緩和と事故防止のため、保護者送迎の中学生は
　渡り廊下に移動待機し12:10以降に下校となります。
　保護者送迎は12:10以降に本校舎裏北側駐車場へお願いします。
・午前中で帰宅する方は昼食を持参する必要はありません。

中学生の方

普通科特進コース（参加人数最大120名）

普通科国際コース（参加人数最大56名）

普通科キャリアデザインコース（参加人数最大160名）

総合情報学科（参加人数最大60名）

機械システム学科（参加人数最大30名）

自動車システム学科（参加人数最大24名）

入試対策講座（国語・数学・理科・英語から２つ選択）

ジョー先生&クリス先生のオールイングリッシュ
授業体験&ミニキャンパスツアー

７つの習慣J授業＆
在校生によるプロジェクトスタディの発表＆
現役高校生トークライブ＆スタディサプリ全てを体験

「暑中見舞いを作ろう！」
～Adobe Photoshopを使ったデザイン！
Adobe Illustratorで印刷！～

金属コマづくり体験＆工場見学ツアー
（引張試験＆ミニマイコンカー）

カーメンテナンス体験（定期点検・パンク修理・マフラー）

午前の部

新型コロナウイルス感染予防対策のため、各イベントに定員を設けました。

今年度はじめてのオープンキャンパス、しかも１学期・前期途中での開催となります。
そこで、感染症対策を最優先と考え、以下のように制限を設けての開催といたします。

【午前】体験授業　　→　生徒のみの参加
　　　　※例年多くの方が参加されるため、生徒の皆さんへの対応に注力するため
【午後】部活動体験　→　一部部活動で人数制限を設けて保護者の見学可能
　　　　※各活動場所に分散し、大人数が密になる状況を予防できるため

【準備】・参加生徒は次の内容を印刷、記入してください。当日エントランスにて回収いたします。
　　　　　①受付票②健康チェックシート（内容記入）
　　　　・体育館へ入る予定のある方のみ内ばきをご準備ください。
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午後に部活動参加の中学生は午後の部の案内へ▶

申込期間：6月10日（金）10:00～7月4日（月）17:00

注 意



保護者の方中学生の方

午後の生徒向け
部活動体験を行う部活動（予定）

昨年度オープンキャンパス参加生徒の感想を紹介します。

・当日開催する部活動は変更される場合があります。
・部活動に必要なウェアや道具は各自で準備してください。

【午後の注意点】
・人数の制限あり
・生徒１名につき、保護者１名まで
・各部活動先着３０名まで
・申し込み必須
・健康チェックシートを印刷・記入・提出
・申込された方に集合場所など詳細を顧問より
　メールで連絡します。

11:45-12:50

12:50-15:00

15:00-

昼食（各部活動ごと）

部活動体験

各部活動で終了次第解散

参加中学生は弁当持参です。

部活動体験をされる中学生は保護者の方の送迎
での帰宅となります。

13:00

15:00-

保護者来校開始

各部活動で終了次第解散

午後の部

男子サッカー部
男子バスケットボール部
男子ソフトテニス部
女子ソフトテニス部
女子バスケットボール部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
女子サッカー部
吹奏楽部
合唱部
チアリーディング部
美術部

ITメディアサイエンスクラブ
ロボット研究会
自動車研究会
軟式野球部
剣道部
バドミントン部
卓球部
茶道部
書道部
アナウンス研究会
英会話部

男子サッカー部
男子バスケットボール部
男子ソフトテニス部
女子ソフトテニス部
女子バスケットボール部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
女子サッカー部

吹奏楽部
合唱部
チアリーディング部
美術部
ITメディアサイエンスクラブ
ロボット研究会
自動車研究会

午後の保護者向け
見学、説明など行う部活動（予定）

普通科特進コースの感想
■今まで私立に一切目を向けていなかったのですが、学
科の制度だったり、放課後の活動について知って、少し視
野が広がって、候補の一つに入れても自分のためになる
なと思いました。中学校とは違って、板書や説明のスピー
ドが早いと思って、身構えていましたが、生徒のことを考え
た時間配分や内容量ですごく安心しました。また、理系は
苦手なのですが、授業が楽しくて充実した時間となりまし
た。
■より学校のよさをプレゼンするようなものだと思ってい
たが、分かりやすい説明、案内、授業でとてもよかった。羽
黒高校の印象が少し変わった。
普通科国際コースの感想
■先生との英語onlyの授業が、一つ一つの単語を英語だ
けど身振り手振りを使って丁寧に教えてくれたのがおもし
ろかったです。ノル先生もジョー先生もとてもおもしろい
人で、親しみやすくて楽しかったです。
■放課後に勉強できるのが良いと思った。長期留学のみ
だと思っていたので、短期留学があるのなら行ってみたい
と思った。

普通科キャリアデザインコースの感想
■自分で考えて発言する事が多いと感じた。この学校に
入ったらどんな授業があるのかが具体的に知れたし、７
つの習慣などに興味を持つ事ができた。
■正直、羽黒高校へ入学するつもりはありませんでした
が、今回のオープンキャンパスを通してスタディサプリや
先生、先輩方、校舎の雰囲気など羽黒もすごくいいなと思
いました。
■７つの習慣がとても印象に残っています。成功の反対は
失敗ではなく「何もしないこと」だということに納得しまし
た。
総合情報学科
■説明は分かったけど、後半の作業がよく分からなかっ
た。体験授業に追いつけなかった。でも楽しかった。最初
はとても緊張していましたが、体験授業をしていくうちに
緊張がなくなっていきました（バス乗車中が一番緊張し
ました）。高校生の皆さんからも丁寧に教えてもらえたの
で楽しかったです。
■アートやデザインだけでなく、プログラムもしていると
知りました。分かりやすく説明していただいて分かりやす
かったです。

機械システム学科
■コマ作りでは実際に機械を使い、楽しさを感じた。一方
でとても危険だなと感じた。ミニカーでは早く、正確に動
いているため、プログラムがとても難しそうだなと感じた。
材料実験ではなぜ引っ張ると熱が発生するのか疑問に
感じた。
■先輩方は自分で考えて、考えたことをそのまま形、そし
てプログラムして作っていたので、さすが高校生だと感じ
た。
自動車システム学科
■わかりやすくて説明を聞いてるだけでとても楽しかった
です。言葉での説明だけでなく、直接車に触れて学ぶこと
ができて、あまり体験したことのないことができたのでよ
かったです。
■自動車システム学科について詳しく知ることができた
し、高校でここまで専門的なことをするとは思っていなか
ったので驚いた。

注 意

参加保護者の方は健康チェックシートを
印刷・記入し提出してください。
本校は総合体育館以外は外履きで入校できます。
体育館へ入る予定のある方のみ内履きを
ご準備ください。

北側駐車場に駐車し、本校舎エントランスにて
必ず受付をしてください。
その後、それぞれ活動場所へ移動し、
部活動見学などに参加する形となります。
部活動見学場所以外への立ち入りはご遠慮ください。

部活動体験をされる中学生は保護者の方の送迎
での帰宅となります。



さあ、部活動体験に参加しよう！
やりたいことを、続けるために。新しいことを、始めるために。

シンロヒントの

さぁ、みんなで
考えよ～!

羽黒高校には、多様な興味関心をもち、様々な方向の進路希望をもつ生徒が集います。
私たち羽黒高校が目指すのは、生徒の“やりたいこと”を実現できる学校。
皆さんの「やりたいこと」を後押しするために、幅広い学科・コースと多彩な部活動を展開しています。
主体的に活動する先輩たちと一緒に、ぜひ部活動を体験してください。
中学校まで取り組んできたことを、高校でも続けるために。
中学校では取り組めなかったことを、高校から新しく始めるために。ここには、チャンスがある。

部活動奨励制度の対象となる部活動一覧

部活動奨励制度入試への可能性を広げよう！

部活動はより主体的に
取り組む、

探究的な自己実現の場
!

高校から始める人も多
い部活動です。

ぜひ参加してみよう!

大会などの実績も重視しますが、部活動体験での取り組みや部顧問の先生、先輩や参加者との関わり方など、積極的に
活動している様子こそ私たちが確認したいことです。興味がある部活動に、ぜひ参加してみましょう。

その他の部活動一覧

硬式野球部 男子サッカー部 男子バスケットボール部 女子ソフトテニス部男子ソフトテニス部

女子バスケットボール部 男子柔道部 女子柔道部 ウエイトリフティング部 男子バレーボール部

女子バレーボール部 女子ソフトボール部 女子サッカー部 吹奏楽部 合唱部

チアリーディング部 美術部 ITメディアサイエンスクラブ ロボット研究会 自動車研究会

・軟式野球部
・剣道部

・バドミントン部
・卓球部

・茶道部
・書道部

・英会話部
・スーパーバイオクラブ

・アナウンス研究会
・競技かるた部


