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笠原

☆体験入学の参加について（今年度は８月・９月が中心となります）
・・・自分の目でみて

体験して

将来の自分を想像してみる・・・

①校風を肌で感じ取ってくる
＊校舎・設備や生徒の雰囲気など、実際に行かないとわからない事がたくさんあります。
②高校の授業や実習を体験することにより、将来の自分を想像しやすくなります。
＊高校の授業は、進度も内容も違います。また実習や演習も多くあります。
また、進路実績（進学・就職先）や取得できる資格の確認も重要です。
③高校で打ち込もうと思っているクラブ活動を体験・見学してくる。
＊練習内容や、設備・機材、雰囲気など様々です。

◇ 参加計画にしたがって参加してください。
現地集合・現地解散になりますので、高校等への行き方について、ご家庭でしっかり確認してお
いてください。詳細については、直前に学校ごとの打ち合わせ会を行いますので、参加計画や高
校からの通知をご確認ください。

◇ 中学校のルールにそって行動してください。
たとえ休日でも、体験入学や公開授業では、東中生として参加します。中学校のルールに沿っ
て行動してください。服装や持ち物はすべて中学校と同じです。
＊高校ごとに、必要な持ち物がある場合もあります。
中学生の服装のきまりについては、高校の先生方は連絡会を通してよく知っています。だらし
ない姿は、高校の先生にどんな印象を与えるか考えて行動しましょう。

◇ 当日は必ず出席してください。
各家庭の予定などを、よく確認して申し込んでください。当日になって病気等の理由以外で欠
席することがないようにしてください。実施日が重なっている学校もありますので、申し込む前
に必ず確認をしてください。都合で体験入学に参加できない人は、２学期におこなわれる公開授
業や文化祭・説明会などで、学校の雰囲気を見てくるのがよいと思います。

個人で申し込む高等学校等体験入学について
１

持 ち 物

筆記用具・上履き・下足入れ・各校から指示が出た体験入学に必要なもの

２

留意事項
体験入学は、自分の将来を考える大切な機会です。中学校のルールに従って参加して、しっかり
学んできましょう。
（1）
（2）
（3）
（4）

時間厳守でお願いします。
高等学校の先生方の指示をよく聞いて行動してください。
制服で参加してください。
説明内容など、必ずメモを取りましょう。
（体験入学報告書を翌日提出してください）
（5） 行き帰りの送迎につきましては、ご家庭でご確認ください。
（6) 当日やむを得ず欠席する場合は、学校もしくは担任に電話連絡してください。
＊平日の場合は学校
０２６－２４５－２３４２
休日の場合は
須加尾：０９０－９６６５－４９９３
笠原:
０９０－２１７５－２３２６

☆体験入学および授業公開・説明会のお知らせ
いよいよ高校の体験入学の情報が集まり始めました。各校申し込み期限がありますので確認をお
願いします。
高 校 名
実 施 期 日
時
間 ・ 内
容
持ち物等
第２回学校説明会 9月12日（土）（模擬入試）
筆記用具
第３回学校説明会10月24日（土）（体験入学）
上履き
第４回学校説明会11月21日（土）（授業見学）
下足袋
第５回学校説明会12月12日（土）（体験授業）
第６回学校説明会

長野清泉女学院

学校説明会
７月5日（日）
→中止

1月23日（土）（校舎見学）

開会・校長挨拶
13:30
学校紹介
13:40～14:10
在学生・卒業生講話
14:10～14:25
体験授業(英語)
14:35～15:25
閉会・個別相談
15:30～
（当日の日程は昨年度のもの）
＊公共交通機関利用
＊清泉からのリーフレットが後日届きます。
申し込み方法など詳細をご確認ください。

長野女子

上田西

小諸
音楽科

長野工業高等専門
学校（高専）

文化祭
７月１１日（土）
１２日（日）

7月1１日（土）
→中止
7月2５日（土）
→中止

7月２５日（土）
（説明会兼ねる）

７月１１日（土）
学科紹介（HP上
で）
体験入学
９月５日（土）

受付
9:45～10:00
体験入学 10:00～11:５0
諸連絡
11:5０～
個別相談 12:10～
※個人でＨＰから申し込めます。
個人直接申し込み：９月1１日（金）頃まで
※WEB環境がない場合は、学校から申し込むこ
ともできますので、ご相談下さい。
学校経由で申し込み：９月１１日（金）まで
第1回体験入学
９月19日（土）
第2回体験入学
10月31日（土）
第3回体験入学
11月21日（土）
第2回学校説明会
1月16日（土）
学校見学・体験入学 ９月1２日（土）
第１回部活動体験会 ９月2６日（土）
第２回部活動体験会 10月17日（土）

筆記用具
上履き

筆記用具
上履き
下足袋

＊詳細は後日連絡します。

受付
9:00
説明会
9:20～9:50
ミニコンサート・交流合唱
ソルフェージュ体験・合唱合奏体験
10:00～12:30
＊合唱合奏は管楽・弦楽・合唱から選択
参加願い提出期限：７月3日（金）
学校で取りまとめて申し込みます。
10月 3日（土） 音楽科説明会・体験レッスン
11月14日（土）受検講習会・体験レッスン
受付
10:00～
当日のスケジュール（生徒）
体験学習10:30～12:00
学科見学15:00～（希望者）
高専生と中学生の懇談12:00～16:00(希望者 )
＊日程は昨年度のもの
学校で取りまとめて申し込みます。
＊公共交通機関利用
＊詳細は後日HPに掲載予定。

筆記用具
上履き
楽器

筆記用具
昼食
歩きやす
い靴

東海大学付属諏訪

豊野高等専修学校

第一学院
（通信制）

9月 5日（土）
10月10日（土）
11月14日（土）

体験入学
6月7日（日）
→中止
体験入学
7月19日（日）

６月20日（土）

第1回オープンキャンパス
第2回オープンキャンパス
第3回オープンキャンパス
※個人でＨＰから申し込めます。
※WEB環境がない場合は、学校から申し込むこ
ともできますので、ご相談下さい。
受付
9：30～9：50
説明会
9：50～9：55
体験授業 10：00～10：45
「和裁」「洋裁」「情報」「美術」「介護」
全体会
10：55～11：30
教育相談 11：40～12：00
７月3日（金）締め切り。学校から申し込みます。
オープンスクール

13:00～15:00

筆記用具
上履き
＊部活動
体験に必
要な道具

筆記用具
上履き
ＰＣ（情報
を選択した
場合）

筆記用具
上履き

体験入学については、１～２校は行ってみることをお勧めします。
各クラスに「体験入学申込書」を置いておきます。必要事項を記入の上、各担任まで提出して下さい。
☆【学校紹介～国立・専修学校】
国立長野工業高等専門学校
〒381-8550 長野市徳間 716
（JR 長野駅より長電バス三才駅行きにて 30 分。または JR 三才駅下車、徒歩 15 分）
○専門性の高いエンジニアを育成する、5 年制の高等教育機関
・機械工学科：ロボットや自動車などの最先端技術から身近にある電気製品などあらゆる産業に関わる
機械の仕組みやモノを加工する技術を学び、さらに自ら新しいモノを設計。
・電気電子工学科：電力・電気・情報をバランスよく習得した技術者を育成。
・電子制御工学科：メカトロニクスに強い技術者を育成。
・電子情報工学科：新しい時代に対応できるソフトウェアとハードウェアの基礎知識を身に付けた技術
者を育成。
・環境都市工学科：社会基盤を企画・設計・施工・維持管理する技術者を育成。
豊野高等専修学校
〒389-1105 長野市豊野町豊野 1344
（JR 豊野駅下車、徒歩７分）
・高等課程：単位制・通信制を導入して、3 年間で高校卒業と同等の資格が確実に取得できます。大学進
学を目指す生徒に対しては、進学用補習講座を開設します。
・生活服飾コース：和裁士養成特別コースを設定しています。
・生活情報コース：ビジネスでの即戦力育成を目指します。

☆【学校紹介～私立高校編２】
上田西高等学校

〒386-8624

上田市下塩尻 868

（しなの鉄道にて西上田駅下車、徒歩５分）
・特進コース：国公立・難関私大への現役合格を目指します。7 時間の授業・サテライト授業・勉強合
宿・土曜授業・補習。
・進学コース：幅広い進路選択 。2 年次から選択文系・選択理系・国際系・情報系の４系統に沿って豊富な
選択科目の中から科目を選択し、進路を決めていきます。

佐久長聖高等学校

〒385-8588

佐久市岩村田 951

（小海線岩村田駅より徒歩で１分。長野新幹線佐久平駅より徒歩 10 分）
・Ⅰ類 ：最難関大学への現役合格を目指します。
・Ⅱ類 ：ハイレベルな運動部の活動と 4 年制私立大学だけでなく国公立大学など幅広い進路実現の両
立を目指します。

東海大学付属諏訪高等学校

〒391-8512

茅野市玉川 675

（中央線茅野駅東口より徒歩で 25 分）
・普通科 ：東海大学を中心に、国公立・私立大学進学を目指します。2 年次より特別進学コースと総
合進学コースを編成します。
・理数科 ：国公立・私立難関大学の理系進学を目指します。

松商学園高等学校

〒390-8515

松本市県 3－6―1

（松本駅より松電バス中山行または東回りにて 15 分松商学園口下車、徒歩 3 分）
・普通科 ：コース制（総合進学・文理進学・選抜進学・特別進学）で様々な進路希望に対応します。
・商業科 ：国際化・高度情報化社会に対応できる柔軟性を備えた人材づくりを目指します。

東京都市大学塩尻高等学校

〒399-0703

塩尻市広丘高出 2081

（JR 塩尻駅より徒歩 15 分）
・特別進学類型：信州大学をはじめとした国公立大学や難関私立大学進学を目指します。
・文理進学類型：総合進学コース・スポーツコース・サイエンステクノロジーコースで様々な進路に対
応します。

松本国際高等学校

〒39９-0036

松本市村井町南３－６－２５

（JR 平田駅より徒歩１分）
・普通科：信大特進・特進コースで徹底した進学指導を行います。
・環境福祉課：介護福祉士養成施設として介護福祉士の国家試験受験資格を得ることができます。
・ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒ科：ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽやｱﾆﾒｰｼｮﾝ等のｿﾌﾄｳｴｱからｲﾝﾀｰﾈｯﾄ応用技術まで幅広く対応できる人材を育成し
ます。日本で初めての専門課程です。
・Web ｸﾘｴｲﾀｰ科：ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟやｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のソフトを使い、様々な編集ﾃﾞｻﾞｲﾝの技術を身につけます。

