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令和２年度 中学生体験学習（学校説明会）の実施について（ご案内） 

 

 盛夏の候、貴下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 平素は本校の教育振興にご協力、ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本校をより理解していただきたく、中学校生徒体験学習を別紙のとおり実施させていただき

ます。 

 つきましては、貴校生徒・教職員および保護者の参加についてご配慮くださいますようお願い申し

上げます。 

  

                        記 

 

 １ 日 時   令和２年９月２６日（土）    

９時００分～１０時５０分（学校紹介・学科説明/授業体験） 

１１時１０分～１２時２０分（部活動体験） 

(上富田町に午前６時の時点において気象に関する警報が発令されている場合

は中止とします。) 

 

 ２ 場 所   熊野高等学校 

 

３ 実施要項   別紙のとおり 

 

 ４ 対 象 者   中学３年生・教職員・保護者 

 

 ５ 申込送付先  〒６４９－２１９５ 

           和歌山県西牟婁郡上富田町朝来６７０番地 

           熊野高等学校内   城 貝 裕 久  宛 

           TEL：０７３９－４７－１００４ 

           FAX：０７３９－４７－４２００  

E-mail：taiken@kumano-h.wakayama-c.ed.jp 

 

 ６ 申込締切    ８月 ２１日(金) ※必着 

          （E-mailでお願いします） 



令和２年度 中学生体験学習（学校説明会）実施要項 
 

                                 和歌山県立熊野高等学校 

 

  

 １ 日  時  令和２年 ９月 ２６日（土）     ９時００分～１2時３０分 

 

  ２ 集合場所  熊野高等学校  体育館 

 

  ３ 主  旨   

来年度高校に進学する中学３年生に本校の学校生活全般等の説明及び学習やクラブ活動の

体験を通して本校に対する理解を深めるとともに、志望校としての関心を高めていただく。 

 

  ４ 日  程 

    （１）受  付 (8:30～9:00) ［於 体育館前］   

・ 入場、出席点呼 

 

（２）学校紹介（9:00～9:30）［於 体育館］  

・ 学科説明 

・ 学校行事について 

・ 部活動について 

・ 寮について 

       ・ 諸連絡／移動 

     

（３）総合学科「授業体験」(9:40～10:50)  ［於 各教室］ 

           「まとめ」 (10:50～11:10) 

       ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ［総合学科授業体験ガイド］をご参照ください。 

看 護 科 「授業体験」・「学科説明」  ［於 看護棟］ 

        Ａ・Ｂ班にわかれ Ａ班「学科説明」／ Ｂ班「授業体験」（ 9:40～10:10） 

                 Ａ班「授業体験」／ Ｂ班「学科説明」（10:20～10:50） 

           「まとめ」（10:50～11:10） 

       ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ［看護科体験学習ガイド］をご参照ください。 

    

（４）「部活動参加」(11:30～12:30) ≪それぞれの会場にてアンケート記入後、解散≫ 

     または 

「部活動見学」(11:30～12:30) ≪誘導係の指示でアンケート記入後、解散≫ 

        ＊部活動は、体験学習参加者全員に「参加」または「見学」していただきます。 

＊「参加」は、１クラブに参加していただきます。 

＊「見学」は、コースに分かれ、誘導係の指示でクラブを見学していただきます。 

＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ［部活動体験ガイド］を参照ください。 



 申し込みの留意点 

 

(1) 総合学科・看護科のどちらかを希望してください。 

 

(2)総合学科を希望する場合 

・30分×2の授業体験となります。＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ［総合学科授業体験ガイド］参照 

・１限目・２限目のそれぞれで体験したい授業を２つずつ（第１希望、第２希望）選び番号を記入して

ください。 

希望者多数の場合、こちらで抽選・調整する場合があります。 

 

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ［令和２年度中学生体験学習（学校説明会）参加申込書］の記入例もご覧ください。 

 

(3)看護科を希望する場合 

・Ａ・Ｂの２班に分け、学科説明（30分）と授業体験（30分）を交互に実施します。 

・包帯法の授業を体験していただきます。＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ［看護科体験学習ガイド］参照 

 

(4)部活動について 

・参加者全員に部活動を「参加」または「見学」していただきます。 

・「参加」の場合は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ［部活動体験ガイド］を参照の上、体験を希望する部活動を選び、その

番号を記入してください。希望者多数の場合、こちらで抽選・調整する場合があります。 

・「見学」の場合は、Ａ～Ｄの４コースから、希望コースを選んでください。15分程度のオリエンテー

ションの後、誘導係の指示に従ってクラブを見学します。ただし、Ｄコースを選べるのは看護科希望

生のみとします。 

   Ａコース： 硬式野球・ソフトボール・ラグビー・ソフトテニス・陸上競技 

   Ｂコース:  バレーボール・バスケットボール・バドミントン・柔道・卓球 

少林寺拳法・空手道 

   Ｃコース： 華道・茶道・書道・情報処理・美術・吹奏楽・農業・サポーターズリーダー 

   Ｄコース： 看護研究/手話・サポーターズリーダー・吹奏楽・書道・美術・華道・茶道 

情報処理 

 

(5) 【申し込み方法】 

本校ホームページ（https://www.kumano-h.wakayama-c.ed.jp/）から、申込書をダウンロードの

上、メール（taiken@kumano-h.wakayama-c.ed.jp:体験学習専用）にて申し込んでください。 

受付が完了しましたら、その旨をメールで返信いたしますので、ご確認ください。 

   申し込み締め切りは８月２１日（金）必着です。 



番号 系列 科目名 概要 教室 準備物 備考

1 被服作製 基礎縫いの体験をします。 被服実習室 上履き

2 化学基礎 『燃えるかき氷』　ゲル化現象の実験を行います。 物理化学教室 筆記用具

3 数学A ストローを用いて立体を作成します。 選択２ 筆記用具

4 演奏研究 ギターによる簡単なコード伴奏を練習します。 音楽教室 筆記用具・下敷き

5 彫塑 自分の顔をデッサンする。 美術教室

6 応用書道 墨による表現活動を行います。 書道教室

7 社会文化研究 日本文化についてインターネットで調査します。 ２号館情報処理室

8 総合
ビジネス

ビジネス実務Ⅰ ビジネス文書検定４級の内容を体験します。 農場３階情報処理室 筆記用具

9 野菜園芸 実習を行います。 農場

10 測量技術 平板測量を行います。 農場製図室

11 社会福祉医療看護
の基礎知識人体の基礎構造について考えます。 選択４

12 スポーツ健康
トレーニング＆コン
ディショニング スポーツへの関わり方について考えます。 2E 筆記用具

番号 系列 科目名 概要 教室 備考

13 数学Ⅱ 数学の問題について考え、論理的な思考力を育みます。 ２D 筆記用具・下敷き

14 生物 毛髪（キューティクル）の観察やＤＮＡの抽出を行います。 生物教室 筆記用具

15 フードデザイン ４級検定体験（きゅうりの半月切り） 調理実習室
上履き　エプロン
三角巾　タオル

16 国語表現① 文章を読んで、意見を書きます 選択５ 筆記用具

17 古典 現代版『枕草子』を書いてみよう ３C

18 倫理 青年期の心理について、哲学的に探究していきます。 ２C

19 異文化探求 外国にクラス人々の生活全般を探り、文化や風習の違いを学びます。 ２号館情報処理室

20 数学ベーシック① 数学の基礎的な問題について取り扱います。 ２Ｂ

21 音楽Ⅰ 基本的な体験を行います。 音楽教室 筆記用具・下敷き

22 美術Ⅰ クロッキーをする。 美術教室

23 書道Ⅰ 基本的な体験を行います。 書道教室

24 簿記 簿記実務検定３級の内容を学習します。 ２A

25 ビジネス実務Ⅱ ビジネス文書検定１級の内容を学習します。 ３号館情報処理室

26 果樹園芸 実習を行います。 農場

27 園芸セラピー 実習を行います。 農場

28 土質水理 水文(大雨・洪水）現象について 農場製図室

29 スポーツ
健康

フィジカルスポーツ なわとびを使ったトレーニングを行います。 講堂 体育館シューズ・筆記用具

総合
ビジネス

グリーン
マスター

令和2年度　　総合学科授業体験ガイド

１限〔BⅠ群〕

２限〔AⅡ群〕

人文科学

グリーン
マスター

人文科学



Ａ班 Ｂ班
9:00

9:40①学科説明
　　場所：基礎看護実習室Ⅰ

　○看護科の詳細について説明

①授業体験〔基礎看護実習〕
　　場所：基礎看護実習室Ⅱ

　包帯法

10:10

10:20②授業体験〔基礎看護実習〕
　　場所：基礎看護実習室Ⅱ

　包帯法

②学科説明
　　場所：基礎看護実習室Ⅰ
　
○看護科の詳細について説明
　

10:50

令和２年度　　看護科体験学習ガイド

看護科体験まとめ

※看護科体験学習希望生徒はA・ Bの２ 班に分かれて、 授業体験（ 30分） と 学科説明（ 30分） を体験 しても ら

います。

※体験内容は、 包帯法の授業を受けていただきます。

※この後、部活動体験となります。

学校紹介　〔場所：体育館〕

移動・休憩

移動



分類 番号 クラブ名 参加 見学 活動場所 活動内容 準備物 備考

硬式野球 Ａ グラウンド 基礎練習

1 ソフトボール ○ A グラウンド 基本練習
練習着・シューズ
グローブ・飲み物

2 ラグビー ○ A グラウンド ラグビーボールを使った体験体操服・運動靴・飲み物

3 陸上競技 ○ A グラウンド 基本練習 練習着・シューズ・飲み物

4 ソフトテニス ○ A テニスコート 基本練習
体操服・シューズ
タオル・ラケット・飲み物

5 バスケットボール ○ B 体育館 楽しいオフェンス
体操服・体育館シューズ

飲み物

6 バドミントン（女子） ○ B 体育館 シャトルを使った練習
体操服・体育館シューズ
（あればラケット）

7 バレーボール（女子） ○ B 体育館 基本練習
体操服・体育館シューズ

サポーター・飲み物

8 卓球 ○ B 卓球場 基本練習
体操服・体育館シューズ
ラケット

柔道 B 柔道場 基本練習

9 空手道 ○ B 講堂 基本練習 体操服、あれば道着

10 少林寺拳法（女子） ○ B 講堂 基本練習 体操服、あれば道着

11 書道 ○ C/D 書道教室 臨書活動 特になし

12 美術 ○ C/D 特になし

華道 C/D 試食室 お稽古

茶道 C/D
礼法室・社会視聴
覚室 お稽古（お手前練習）

13 情報処理 ○ C/D 3号館情報処理室 基本練習 特になし

14 サポーターズリーダー ○ C/D 体育館前 ダンス 体操服 運動

15 吹奏楽 ○ C/D 部室 基礎練習・演奏

農業 16 農業クラブ C 農場

看護 看護研究・手話 D 看護科棟実習室 手話練習・ナイロンエプロン作成

A

B

C

D

※　見学コースを希望する生徒で総合学科体験学習に参加した生徒はA～Cから、看護科体験学習に参加した生徒はA～Dから選んでください。

※　雨天の場合、外のクラブに参加、見学する生徒は「プレゼンテーション」に変更となります。

○　見学コース→順路を決めてグループ毎に誘導しますので、下のコースから選んでください。

令和２年度　部活動体験ガイド

体育

文化

学校

○　参加コース→１～１8の中から１つを選び、実際に部活動に参加します。

文化・学校・農業 華道/ 茶道 / 書道 / 情報処理 / 美術  / 吹奏楽 / 農業/サポーターズリーダー  

看護・学校・文化 看護研究・手話 / サポーターズリーダー / 吹奏楽 / 書道 / 美術 / 華道 / 茶道 / 情報処理

コース クラブ

グラウンド・外 硬式野球 / ソフトボール / ラグビー / ソフトテニス / 陸上競技 

体育館・格技場・講堂等 バレーボール（女子）/バスケットボール/バドミントン（女子）/柔道/卓球/少林寺拳法（女子）/空手道



注意事項 
１．授業体験について  

  ・決定した総合学科の授業については、９月中旬郵送にて各中学校に発送予定です。 

 ・授業体験では、事前にワークシートを作成していただきます。詳細は郵送時にお知らせし

ます。 

 ・別途準備物がある場合には、その際連絡します。 

 

２．部活動体験／見学について  

  ・雨天の場合、屋外の部活動は「オリエンテーションのみ」に変更となります。 

 

 

３．準備物について  

 ・生徒は全員、次の物を持参してください。 

    １ 上履（体育館シューズ） 

２ 筆記用具 下敷き 

      ３ 各授業・部活動で必要な物〔ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ授業体験ガイド・部活動体験ガイド 参照〕 

 ・引率の方はスリッパ等の上履を持参してください。 

４．受付について  

  ・受付は体育館前で行います。 

   ※引率の先生が来られる場合は、まとめて受付を行ってください。 

  ・保護者の方への資料も受付でお渡しします。 

 

５．駐車場について  

 ・なるべく公共交通機関をご利用 

  ください。  

  ・上富田町役場の駐車場をご

利用ください。 

〔右地図〕 

  （台数に限りがあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．駐輪場について 

  ・自転車で来校する生徒は、正門を入り、右手に駐輪してください。 

  ・案内板を設置いたしますので、決められた場所にきちんと整理して駐輪してください。 

 

７．寮の見学について  

・体験学習終了後、見学していただくことができます。（ただし、共有スペースのみとなります。） 


