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［エイチエヌ］

「なかなかやるな、羽黒高校！」と言わせたい広報誌。
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さあ、本格的に動き出そう！
高校入試を控えた生徒・保護者の皆さんへ、羽黒高校から３通目のメッセージ！

学科・コース授業体験
部活動体験

中面に第2回オープンキャンパスの詳細なスケジュールと内容、注意点を記載しています。ご確認ください。>>

写真は昨年第２回目のオープンキャンパスの様子です。

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2回 オープンキャンパス

申込期間 7/11（月）10:00～8/1（月）17:00
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受付終了!多数のお申し込みありがと
うございました。

▲普通科特進コース ▲普通科国際コース ▲普通科普通コース
　※現在はキャリア
　デザインコース

▲総合情報学科 ▲機械システム学科 ▲自動車システム学科

今回は保護者の方も参加可能です!



8月6日（土） 第2回オープンキャンパス
当日のスケジュールと活動内容

午後の部活動体験を行う部活動（予定）
・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。
・申込終了後各部活動より詳細をメールします。活動内容および、終了時間は各部で異なりますのでご確認ください。

11:45-12:50

12:50-15:00

14:30頃-

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。

※各部活動内容により終了時刻が異なります。
※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

14:30頃-

※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。
※午後から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。

※各部活動内容により終了時刻が異なります。
※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。

保護者受付開始

各部活動で終了次第解散

・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す。
・熱中症対策として、参加中学生は登校時から各中学校指定の運動着を着用し、水分補給を行えるよう水筒の持参など準備をおすすめします。
・各自感染予防対策と熱中症対策を徹底してください。

・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
・すべてのイベントに申し込み必須
・生徒、保護者ともに健康チェックシートを印刷・記入・提出
・申込期間中であれば申込内容の修正が可能です。
　手順についてはホームページでご案内しています。ご確認ください。

申込期間：7月11日（月）10:00～8月1日（月）17:00

硬式野球部
男子サッカー部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
男子柔道部
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
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

アナウンス研究会
競技かるた部
英会話部

注 意

開場・検温・健康チェックシート提出

保護者向けイベント

保護者の方は全員一旦、自家用車または校舎外へ

生徒のみオープンキャンパスに参加し、保護者
送迎での下校はこの時間以降にお願いします。

保護者の方
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11:35-11:45

11:45-11:50

11:50-12:00

12:00
12:10-

9:00-9:20

9:20-11:20

11:20-

12:10-

開場・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

保護者がオープンキャンパス参加していて、
午前中のみで帰宅する生徒は下校
スクールバスで帰宅する生徒移動・バス乗車

スクールバス出発
生徒のみオープンキャンパス参加し、
保護者送迎での下校スタート

※午前の部に保護者の方が参加し、一緒に帰る場合は駐車場所を
　覚えておいてください。
※午前中で帰宅する方は昼食を持参する必要ありません。

※受付表と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、午前のオープンキャンパスに生徒
　のみ参加し保護者送迎の中学生は12:10以降に下校となります。
※授業体験のみの中学生およびその保護者の方は以上で終了
　となります。

中学生の方

保護者の方中学生の方

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）

授業体験
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）

※送迎・駐車の流れはホームページよりご確認ください。
※参加保護者の方は9:00まで自家用車内でお待ちください。
※密状態を防ぐため生徒と保護者の入場時間を分け、各家庭
　一人までの参加とさせていただきます。

※健康チェックシートは保護者の方も必要です。
　各自で印刷・記入の上ご持参ください。

※イベント参加者以外は授業を自由に見学いただけます。
※参加生徒と同じ受付票をイベント受付で提示してください。
※エントランスで配布する案内図と表示をご確認ください。

※校舎内およびハコテラスは密状態を防ぎ、除菌等を含む
　昼食準備のため全員校舎外へ移動をお願いします。
　駐車場自家用車で待機していただくか、学校敷地外に出て
　昼食を食べたのち12:10以降再度入校ください。

※スクールバス発車と重なると大変危険なためご協力お願い
　します。
※授業体験のみの中学生およびその保護者の方は以上で終了
　となります。

下記イベントに参加を希望される保護者の方は
必ず参加申込をお願いします。
・【9:20-10:10】学校・入試説明会（120）
・【10:30-11:20】学校・入試説明会（120）
※学校・入試説明会は前半後半ともに同じ内容です。
　参加希望の方はどちらかにお申し込みください。
・【9:20-9:40】個別入試相談（3）
・【9:50-10:10】個別入試相談（3）
・【10:20-10:40】個別入試相談（3）
・【10:50-11:10】個別入試相談（3）
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午後に部活動参加の中学生、保護者の方は午後の部の案内へ▶

オープンキャンパスへの参加申込などの手続きは
すべてWEB出願サイトへ登録後に行うことができます！

WEB出願サイトへは羽黒高校のホームページからアクセスできるように
準備しています。ホームページにはほかにも急な変更や注意点などを
掲載していますので、「羽黒高校」で検索してアクセスしてください。
WEB出願サイトへは右記QRコードから直接アクセスすることもできます。



ラーニングβには、物語がある。
実はすごいぞ！ラーニングβ!

総合入学案内では紹介しきれなかった『ラーニングβ』をピックアップ!

シンロヒントの

さぁ、みんなで
考えよ～!

学業奨励制度を利用しながら、主体的に学習に取り組み、部活動と両立させるラーニングβという活動。
そんな高校生活を過ごした先輩が今どんな道を歩んでいるのか紹介します。

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。
県内でも強豪チームである羽黒高校の部活動に所属し、進路へ向
けた学習を主体的に両立します。大変ですが充実した３年間が、
皆さんのポテンシャルを最大限に引き出します。高いレベルで本
気で取り組んだからこそ、得ることができる経験が必ずあります。
トコトン自分自身と向き合って特徴を磨き、夢を目標にし、勝ち
取っていった先輩たちを紹介します。

普通科
特進コース ＋ 合唱部

二戸 綾乃 さん平成30年度卒業
金山中出身

声楽アンサンブル
全国大会出場

高校から合唱を始め、全国大会へも出場。３年次は部長
としてリーダーシップを発揮。学習面では登下校のスクー
ルバス内でスタディサプリを活用するなどスキマ時間も
有効活用し、努力を重ねました。大学では建築学を専攻
しながら、心理系のゼミに所属。卒業後は建設業に内
定。大学で学んだ協働するスキルをいかし、目標とする
「人々が安心して快適に生活できるまちをつくること」に
製造管理職として取り組みます。

新潟大学・創生学部

普通科
普通コース

※現キャリアデザイン
コース

＋ 女子
バスケットボール部

令和元年度卒業
藤島中出身 飯鉢 ほはる さん

練習量の多い女子バスケットボール部
に所属しながら、学習でも地道に努力
を続けました。大学では学連学生役
員委員長として連盟の運営という大き
な役割にチャレンジしています。

明治大学・法学部
関東大学バスケット連盟
令和４年度学生役員委員長

＋
富樫 海翔 さん令和３年度卒業

戸沢学園出身

機械システム
学科

男子
バレーボール部 高校時代は多くの資格取得に積極的にチャレンジ

しました。中学校ではバレー部がなかったため、
社会人チームで腕を磨き、高校ではインターハイ
出場も果たしました。大学では「機械工学」を学
び、自動車関係の仕事に就くために日々奮闘して
います。

インターハイ出場

金沢工業大学・工学部機械工学科

令和２年度卒業
余目中出身 安食 公貴 さん

＋自動車システム
学科

男子
バスケットボール部
インターハイ出場

ウインターカップ出場

高校時代は男子バスケ部マネージャーとしてチー
ムへ貢献すると共に、三級自動車整備士を目指し
て日々の学習に地道に取り組みました。高卒でト
ヨタ本社へ就職し、「開発」の仕事にチャレンジし
ています。

トヨタ自動車本社
技術パワートレーン機能開発部

ラーニングβの活動を行っていた先輩方が進んだ進路例
早稲田大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、國學院大學、山形大学、富山大学、新潟大学、弘前大学、高崎経済大学、　etc…

学習中心型
課外活動

ラーニングα

部活動両立型
課外活動

ラーニングβ

工業科探究型
課外活動

プロフェッショナルラボ

学
業
奨
励
制
度

国公立大学へ!

有名私立大学へ!

就職に強い
工業系大学へ!

トヨタ本社へ!
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