
   令和元年５月２８日 

須坂市立東中学校 令和元年進路通信                 

         
進路情報20１９ No.４ 

                   

                                  進路指導係 佐藤 

☆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が始まります。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 

 

 

 

豊野高等専修学校 

 

 

 

6月9日（日） 

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」 

全体会  10：55～11：30 

教育相談 11：40～12：00 

5月30日締め切り。学校から申し込みます。 

筆記用具 

上履き 

ＰＣ（情報を選

択した場合） 

裁縫セット

（和裁・洋裁を

選択した場合） 

 

 

 

長野商業高校 

 

 

 

6月1０日（月） 

受付     8:20～ 

1～2時限   8:45～10:35 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊受付で資料配布 

次回の授業公開 10月15日 3，4時間目 

10月17日 3，4時間目 

※クラブ体験あり 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

 

 

長野工業高校 

 

 

6月1０日（月） 

受付     12:20～ 

公開時間   12:40～15:30 

（高等学校への申し込みはありません） 

＊公共交通機関利用 

＊正面玄関入口で受付。資料配布。 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

 

 

 

 

長野日本大学 

 

 

 

 

6月10日（月） 

受付    8:30 

説明会   9:00～10:00 

公開授業  10:00～10:50 

施設見学・個別相談 11：00～12：00 

ＨＰから個人で申し込み 

締め切り 6月5日（水） 

※9月7日、10月19日、11月16日にも 

学校説明会・体験入学・クラブ体験等あります。 

＊日大からのリーフレットを配布済みです。 

詳しくはそちらをご覧下さい。 

筆記用具 

上履き 

 

長野吉田高校 6月10日 第2回公開授業 8:35～11:40 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

長野高校 7月27日（土） 

受付       9:00～9:20 

説明A・体験B   9:30～10:30 

説明B・体験A  11:00～12:10 

アンケート   12:10～12:20 

自由見学    12:20～13:00 

部活動見学   13:00～14:00 

個別質問    12:20～13:00 

参加願い提出期限：6月1４日（金） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

(お昼) 

 



 

 

 

 

 

 

長野女子 

 

 

 

 

 

 

6月15日（土） 

受付    9:45～10:00 

説明会  10:00～11:00 

個別相談 11:05～ 

※個人でＨＰから申し込めます。 

個人で直接申し込み：6月12日（水）まで 

※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：6月５日（水）まで 

進路担当佐藤もしくは担任まで。 

第1回体験入学   7月20日（土） 

第2回体験入学  10月5日（土） 

第3回体験入学  11月30日（土） 

第2回学校説明会  1月18日（土） 

筆記用具 

上履き 

 

清泉女学院 ６月15日（土） 

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～ 

＊公共交通機関利用 

＊清泉からのリーフレットを配布済みです。 

申し込み方法など詳細をご確認ください。 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

エクセラン高校 6月22日（土） 
入学相談会 9:00～12:00 

（高等学校への申し込みはありません） 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

小諸高校 

音楽科 
６月22日（土） 

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：５月31日（金） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

 

10月 6日 音楽科説明会・体験レッスン 

11月16日 受検講習会・体験レッスン 

筆記用具 

上履き 

楽器 

 

第一学院高校 

 

６月22日（土） 

オープンスクール 13:00～15:00 

＊第一学院高校からリーフレットを配布済みです。詳し

くはそちらをご覧ください。 

筆記用具 

上履き 

 

上田西高校 
7月13日（土） 

7月27日（土） 

学校見学・体験入学 7月13日 

部活動体験会    7月27日 

＊詳細は後日連絡します。 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

長野工業高等専門学

校（高専） 
7月20日（土） 

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 ) 

参加願い提出期限：6月14日（金） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

＊公共交通機関利用 

＊詳細は体験入学参加決定後にお知らせします。 

筆記用具 

昼食 

歩きやすい靴 



屋代高校 7月20日（土） 

受付    8:30 

説明会   9:00～9:40 

体験授業  10:00～10:55 

理数科説明11:15～12:00 

部活動見学11:15～12:30 

参加願い提出期限：6月13日（木） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

長野西高校 7月2９日（月） 

受付       8:15～8:40 

説明会      8:50～9:00 

体験Ⅰ・説明Ⅰ   9:15～10:00 

体験Ⅱ・説明Ⅱ 10:15～11:00 

普通科アンケート11:00～11:15 

国際教養科交流 11:00～11:30 

部活動見学   11:30～ 

参加願い提出期限：6月1４日（金） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

＊公共交通機関利用 

＊時間に余裕をもって集合する 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

篠ノ井高校 7月27日（土） 

受付    8:30 

説明会   9:00～9:45 

体験授業  10:00～10:55 

※5教科から1教科選択 

校内およびクラブ活動の自由見学 

      10:55～12:00  

参加願い提出期限：6月1７日（月） 

学校で取りまとめて申し込みます。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

上田高校 7月2７日（土） 

受付      8:30～9:00 

説明会      9:00～9:45 

体験授業    10:15～11:10 

※5教科から1教科選択 

保護者の皆様へ「新しい取り組みについて」  

     10:30～11:10 

部活動見学 11:20～13:00（生徒希望者） 

SGHポスターセッション  

      11:20～12:30（希望者） 

参加願い提出期限：6月１４日（金） 

学校で取りまとめて申し込み。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

松本第一高校 7月27日（土） 

受付      8:50～9:15 

説明会     9:20～ 

施設案内   10:00～ 

体験入学講座 10:40～12:10 

部活体験   13:00～15:30 

参加願い提出期限：6月２４日（月） 

学校で取りまとめて申し込み。 

＊サッカー部活体験 8月2日、8月16日 

筆記用具 

上履き 

講座ごとの持

ち物 



下高井農林 ７月27日（土） 

受付      8:20～ 8:50 

開会式・説明会 9:00～ 9:50 

校内案内    9:50～10:30 

体験①     10:30～11:30 

体験②     11:40～12:40 

解散      13:00 

部活見学   13:00～13:30 

参加願い提出期限：6月14日（金） 

学校で取りまとめて申し込み。 

＊行事参加保険150円が必要になります。 

体育着・運動

靴で参加する 

 

筆記用具 

上履き 

タオル 

水筒 

上田染谷丘高校 7月2９日（月） 

受付       8:00～ 8:30 

全体会       8:40～ 9:40 

体験授業      9:55～11:00  

施設・班活見学 11:10～11:50（希望者）国

際教養科企画 11:10～13:00（希望者） 

参加願い提出期限：6月21日（金） 

学校で取りまとめて申し込み。 

＊公共交通機関利用 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

更級農業高校 7月30日（火） 

受付      8:40～ 9:00 

全体会     9:00～ 9:30 

体験①      9:45～10:45 

体験②     11:00～12:00 

解散      13:00 

部活見学・相談会12:10～13:00 

参加願い提出期限：6月21日（金） 

学校で取りまとめて申し込み。 

筆記用具 

上履き 

下足袋 

 

公開授業と違い、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。 

進路コーナーに「体験入学申込書」を置いておきます。必要事項を記入の上、佐藤か各担任まで提出

して下さい。 

【学校紹介～私立高校編１】 

長野清泉女学院高等学校  〒380-0801 長野市箱清水 1-9-19 

（長野駅前から川中島バスに乗車「善光寺北」下車。または長野電鉄「善光寺下」下車。） 

・英語特進コース：3 年間の授業の 1/3 が英語。難関私立 4 年制大学の文系学部に、進学することを目標

としています。 

・文理特進コース：国公立大学進学、私立 4 年制大学理系の学部学科への進学を目標としています。 

・進学コース：幼児教育、看護栄養、４大短大進学など、幅広く選択し豊かに学びます。 

長野女子高等学校  〒380-0803 長野市三輪 9-30-18 

（長野電鉄にて本郷駅下車、徒歩７分） 

・進学コース    ：少人数の集中した環境と、徹底した基礎学力向上により、国公立私立大学・短大、

また看護学校への進学を目指します。 

・情報メディアコース：パソコンの基礎から応用まで総合的に学び、各種資格・検定の取得を目指し、進

学や就職に対応します。 

・生活文化コース  ：生活文化系科目を中心に学び、多様な進路に対応しています。 

文化学園長野高等学校  〒380-0915 長野市上千田 141 

（長野駅東口から徒歩で 20 分。専用のスクールバスも運行されます。） 

・進学コース（女子部）：確かな学力の定着と、共に生きる心の教育を行い、的確な進路指導を行います。 

・特別進学コース（共学部）：部活動と両立しながら、国公立・私立大学進学を目指します。 

・特進選抜コース（共学部）：難関国公立・私立大学への進学を目指します。 



 


