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授業公開とは？ 
授業公開はいわゆる地域に開かれた授業参観です。実際に高校生が授業を受けている様子を参

観することができます。体験入学（6月下旬～8月上旬）とは違い、体験することはできませんが、
授業は毎日何時間も行われるものですから、その様子を見ることで分かることも多いと思います。

保護者の方の参加も可能な場合がほとんどです。 

参加するときは、保護者の方とよく相談してから、担任の先生に参加する旨を知らせてくださ

い。当日は、東中学生として中学校のルールに沿って行動しましょう。 

 

＊行くと決めたら当日急な欠席にならないようにしっかりと予定を立ててください。 

5月からの授業公開および説明会のお知らせ   

高 校 名 実 施 期 日 時  間 ・ 内  容 持ち物等 

須坂高校 5 月２５日（土） 

受付    8:50 

１時限  9:00 ～ 9:50 

２時限  10:00～10:50 

３時限  11:00～11:50（海外研修報告） 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊体験入学・説明会     7月29日（月） 

 第2回公開授業・説明会 10月19日（土） 

筆記用具 

上履き 

須坂東高校 5 月２５日（土） 

受付    ９：５０～ 

2時限目 １０：００～１０：５０ 

3時限目 １１：００～１１：５０ 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

筆記用具

上履き 

須坂創成高校 5 月 25 日（土） 

１～３時限  8:55～11:45 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊生徒生昇降口で受付をしてください。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具

上履き 

中野西高校 5 月１８日（土） 

受付    12:00 

第３時限目 12:10～13:05 

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具 

上履き 

屋代高校 5 月 18 日（土） 

受付   9:30～ 

＊高校生昇降口で受付をしてください。 

２時限  9:50～10:45 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

７月６,７日(土日)鳩祭 

７月２０日（土）体験入学 

８月２４日（土）授業公開第２回目 

１０月１９日（土）（学校説明会） 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

中野立志館高校 ５月１８日（土） 
１～３時限 ８：５０～１２：００ 

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具 

上履き 

 



 

 

屋代南高校 

 

 

５月１８日（土） 

1時限   8:55～ 9:35 

2時限   9:45～10:25 

3時限   10:35～11:15 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

 

長野吉田高校 

戸隠分校 
5 月２５日（土） 

１～３時限  8:50～11:40 

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具 

上履き 

 

松代高校 

 

５月１８日（土） 

1時限  ９:00～9:50 

2時限 10:00～10:50 

3時限 11:00～11:50 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊できるだけ公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

 

長野南高校 5 月 25 日（土） 

1時限   8:45～ 9:35 

2時限   9:45～10:35 

3時限   10:45～11:35 

SHP    11:40～11:50 

  清掃・給食 

  4時限  12:50～13:40  

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具

上履き 

長野東高校 5 月 25 日（土） 

１時限   9:10～10:00 

２時限  10:10～11:00 

３時限  11:10～12:00 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊7月28日（日） 体験入学・説明会     

筆記用具 

上履き 

長野西高校 5 月 25 日（土） 

１～３時限  8:35～11:40 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

 

長野高校 5 月 2５日（土） 

受 付  8:25～ 

１時限  8:35～ 9:30 

２時限   9:40～10:35 

３時限  

10:45～11:40 

1・2年合同「米国リーダー研修報告会

11:50～12:15 

3年選択生によるプロジェクト発表会 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊9月28日（土）秋の公開授業 

筆記用具 

上履き 

長野吉田 5 月 2５日（土） 

 

1時限   8:35～ 9:30【Ａ週火曜４時限】 

2時限   9:40～10:35【Ａ週火曜５時限】 

3時限   10:45～11:40【Ａ週火曜６時限】 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

第2回公開授業 6月10日 8:35～11:40 

体験入学    7月20日 8:35～12:40 

第3回公開授業 10月15日・17日・18日 

＊詳細はWebや進路コーナーで 

 

筆記用具 

上履き 



長野清泉女学院

高等学校 

6 月 15 日  第１回学校説明会（体験授業） 

７月 ７日  第２回学校説明会（清泉祭） 

９月２１日  第３回学校説明会（模擬入試） 

１０月２６日  第４回学校説明会（体験入学） 

１１月３０日  第５回学校説明会（授業見学） 

１２月１４日  第６回学校説明会（体験授業） 

１月２５日  第７回学校説明会 

＊詳細は後日、高校側から連絡が来ます 

筆記用具 

上履き 

エクセラン高校 

 5月25日（土） 

 6月22日（土） 

12月 14日（土） 

1月25日（土） 

9:00～12:00 

個別相談 

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具 

上履き 

篠ノ井高校犀峡 5 月１８日（土） 

１～３時限  ９:00～11:50 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

篠ノ井高校 5 月 2５日（土） 

1時限   8:５5～ 9:40 

2時限   9:50～10:35 

3時限   10:45～11:30 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊正面玄関から入る 

筆記用具 

上履き 

小諸高校 5 月１８日（土） 

受付    9:00～ 

1時限    9:15～10:05 

2時限   10:15～11:05  

3時限    11:15～12:05 

進路相談コーナー１１:００～１２:００ 

筆記用具 

上履き 

松商学園高校 

９月７日(土)  体験入学     10:00～13:00 

10月6日(日)  第１回学校説明会 10:00～12:00 

11日9日(土)  オープンスクール 10:00～12:00 

11月30日(土) 第２回学校説明会 10:00～12:00 

筆記用具 

上履き 

＊各校の内容詳細については、本校進路情報コーナーで確認してください。 

＊公開授業は必ず行かなければならないものではないため、中学校に連絡が 
来ず、高校のＨＰにのみお知らせがある学校もあります。興味がある高校
がある場合には、必ずＨＰもチェックしてみてください。 
 

＊公開授業は必ず行かなければならないものではありません。部活動の大会 
が近いなど、部活動と重なった場合には、どちらを優先すべきかをよく考
えてみてください。 
 

☆各種奨学金（予約募集）  

交通遺児奨学金（無利子貸与）：交通遺児育英会 

   ※それぞれ申し込み資格があります。各クラス担任にご相談ください。 

 



〈参考資料〉 【学科の紹介】高校には様々な学科が設置されています。今後の参考にしてください。 

学科 内容 主な学校名 

普通科 

「国・社・数・理・英・体・音・美・技家」などの普通科目

について幅広く学習していく。また 2 年次より文系・理系

など類型、コース別に分かれる学校もある。同じ普通科でも、

様々な校風がある。 

長野・長野吉田 

長野西・長野東 

須坂・須坂東 

中野西・屋代 

日大・清泉女学院 

文化長野・長野俊英 

長野女子・東海諏訪 

 

 

 

 

特

色

学

科 

理数科 

自然科学・数学の基礎概念、原理・法則等についての系統的

な理解を深め、科学的・数学的に考察・処理する能力や態度

を育てる。理数科目の授業が多く、自然科学、数学に興味を

持つ生徒向きである。 

屋代 

国際教養科 

外国語によるコミュニケーション能力を育てるとともに、わ

が国や外国の文化に対する理解を深め、国際社会で活躍でき

る人材の育成を目指す。英語以外の外国語も学習できる。 

長野西 

スポーツ科学科 

スポーツ（スキー・女子バレーボール・野球・剣道）の技術

や専門的な知識を学ぶ。スポーツ実技だけでなく科学的な学

習も充実させ、先進的な競技者、指導者の育成を目指す。 

飯山 

音楽科 
音楽に関する専門的な学習を通して、創造的な表現に必要な

知識や技術を習得。音楽文化発展に寄与する態度を育てる。 

小諸 

総合学科 
さまざまな科目の中から、自分の興味関心や進路希望に応じ

て教科を選択し、自分自身の時間割を作成して学習する。 

市立長野 

中野立志館 

職

業

科 

商業科 
商業について、経済・簿記・情報処理の基礎（パソコン）・

文書処理・ビジネス・会計などについて専門的に学習する。 

須坂創成・長野商業 

松商学園 

会計科 
大学や短大への有利な進学に備えるため、簿記会計分野の検

定試験合格に学習目標を置き、「英語・国語」の学習を充実。 

長野商業 

ライフデザイン科 
ファッションデザイン・フードデザイン分野の専門性を高め

る。家庭科技術検定にチャレンジして資格取得を目指す。 

屋代南 

工業科 

機械・電気・情報技術・工業化学・土木・建築等の基礎的な

知識を学ぶ。高校ごとに機械科・電気科等の小学科を持ち、

それぞれの分野を専門的に学ぶことができる。 

長野工業 

須坂創成（総合技術） 

農業科 

農業全般について基礎的な知識を学ぶ。園芸（花、野菜の栽

培等）、食物科学（微生物等の研究）、造園（測量・設計・土

木・日本庭園の伝統的な技術等）、様々なコースで学習する。 

須坂創成（総合技術） 

総合工学科 
メカテック・科学技術・マルチメディアビジネス・自動車等

のコースから自分に合ったコースを選択し学習。 

東京都市大塩尻 

 

環境福祉科 
環境と福祉の融合を目指す新しい学科。介護福祉養成施設と

して介護福祉士の国家試験受験資格を得ることができる。 

松本国際高等学校 

Web クリエイター科 
パソコン操作の高い技術を修得し、デジカメ等を使用し総合

的な作品制作能力を培う。 

松本国際高等学校 

食物科 
卒業時に調理師免許証が取得できる長野県唯一の調理師養

成施設。（日本料理・フランス料理・製菓など実施） 

松本第一 

美術科 
美術（日本画・洋画・工芸・デザイン等）の専門的知識を学ぶ。

県下唯一の美術科。美大現役合格のための力を身に付ける。 

エクセラン 

高等専門学校 5 年間の課程で工学・技術系の専門教育を受ける。 国立長野高専 

定時制 
夜間学習します。 

長野吉田戸隠分校のように昼間学習する定時制もあります。 

中野立志館 

長野工業 

通信制 
自主的に家庭で学習（レポート）を進める。添削・面接・試

験により学習。定期的に学校でスクーリングを受ける。 

長野西・第一学院 

地球環境 

専修学校 専修学校は高校同等資格が与えられる。（高校併修もある） 豊野専修学校 

 

 


