平成30年度
No
学 校 名
1 宇都宮高校
2 宇都宮東高校

一日体験学習実施要項一覧

学 科 名
普通
普通

実 施 日
８月２２日（水）１３：００～１５：００
８月２１日（火）８：３０～１１：４０

宇都宮市立陽西中学校
内

容

備

考

学校説明，施設・部活動見学
学校概要説明，校内施設・課外学習見学，音楽部歓迎演奏，在校生による「高校生活」の紹介

3 宇都宮南高校

普通

８月２２日（水）
午前の部 ９：００～１１：３０ 学校説明，校内見学（自由参加）
午後の部 １３：００～１５：３０

4 宇都宮北高校

普通

８月２１日（火）
午前の部 ８：３０～１１：３０ 学校紹介，部活動紹介・見学
午後の部 １２：４５～１５：４５

5 宇都宮清陵高校
6 宇都宮女子高校

普通
普通

８月２０日（月）８：３０～１２：００
８月２１日（火）１３：００～１６：００

学校概要説明，学習指導・進路状況等の説明，科学技術リテラシー教育の紹介，施設設備・部活動見学
学校生活全般，学習・生徒会・学校行事・部活動等の説明

7 宇都宮中央女子高校

普通，総合家庭

８月２３日（木）９：００～１２：３０

学校概要説明，進路説明，体験発表，作品発表，校舎・部活見学

8 宇都宮白楊高校

農業系（農業経営，生物工学，食品科学，
農業工学）
情報技術，流通経済，服飾デザイン

７月３１日（火）
午前の部 ８：１０～１２：００ 学科紹介（ビデオ），学科紹介（見学，参加，体験）
午後の部 １２：５０～１６：４０

9 宇都宮工業高校

機械システム，電気情報システム，建築デザ
イン，環境建設システム

７月３１日（火）
第１回 ８：００～１０：５５
第２回 １０：１５～１３：１０
第３回 １３：００～１５：５５

学校紹介，４系すべての施設見学：機械システム実習棟・電気情報システム実習棟・建築デザイン実
習棟・環境建設システム実習棟等
第１回か第２回か第３回かは後日連絡があります。
（第１回目は宇都宮市内の中学校，第３回目は宇都宮市外の中学校を中心に調整予定）

10 宇都宮商業高校
11 鹿沼高校
12 鹿沼東高校

商業，情報処理
普通
普通

８月２日（木）８：３０～１３：００
８月２２日（水）１３：３０～１６：３０
８月１７日（金）８：４０～１２：００

学校紹介，ワープロ・総合実践等の授業体験，進路状況等の説明，部活動紹介，検定紹介等
学校説明，在校生の話，在校生との交流（校舎内・部活動見学 希望者のみ）
全校説明，アンケート調査，施設見学・部活動見学

13 鹿沼南高校

普通 食料生産 環境緑地 ライフデザイン ８月７日（火）８：３０～１２：００

14 鹿沼商工高校

情報科学，商業

15 石橋高校

午前か午後かの別は後日連絡があります。

午前か午後かの別は後日連絡があります。

普通科希望生徒・・・・・先輩との相談会
総合家庭科希望生徒・・・・調理実習の体験学習
午前か午後かは後日連絡があります。学科紹介は科ごとに分かれて行います。１農業系は２
コース（①：農業経営科＋農業工学科 ②：生物工学科＋食品科学科）のいずれか・２情報技
術・３流通経済・４服飾デザインの中から選んでください。

学校・学科の概要説明，体験学習，授業見学（各科で）

全学科で学科の説明があります。
普通科：模擬授業体験（国・数・英） 食料生産科：模擬授業体験，農場・牛舎見学
環境緑地科：コースター作り，フラワーアレンジ体験 ライフデザイン科：小物作り，赤ちゃんのお世話をしよう

８月１日（水） ８：３０～１１：３０
１２：３０～１５：３０

本校紹介，体験学習：情報科学科（スクラッチによるプログラム作成・ロボット制御，CＮＣ工作）
商業科授業模擬体験（ビジネス基礎・簿記・情報処理・電子商取引・総合実践）

午前か午後かは後日連絡があります。
科名を記入してください。

普通

８月２２日（水） Ⅰ部 ８：３０～１０：３０
Ⅱ部１０：００～１３：００
Ⅲ部１３：３０～１５：３０

学校概要説明，在校生との交流，吹奏楽演奏，部活動見学

16 さくら清修高校

普通

８月３日（金）８：３０～１１：００

学校概要説明，在校生による時間割や日常生活等発表

17 栃木高校

普通

８月２４日（金）８：３０～１２：２０

学校紹介・説明，(生徒）在校生との話し合い，（保護者）懇談会

18
19
20
21

普通
普通
機械，電気，建設工学
普通
総合進学部
トップ英進部・英進部

８月２０日（月）９：４０～１２：３０
８月２３日（木）８：３０～１２：００
８月２日（木）８：３０～１２：１０
８月１日（水）８：３０～１２：１５

学校説明，校内見学・個別懇談（希望者）
総合学科の内容説明，在校生・卒業生による学校説明，学校紹介ビデオ視聴，施設見学
学校概要説明，全科紹介ビデオ視聴，各科生徒代表による体験発表，全科体験学習
学校概要説明，入試説明，体験授業・体験実習，保護者対象説明会

７月２８日（土），７月２９日（日），
７月３０日（月）
８：３０～１２：００

全体説明，各部説明，体験・見学，施設「作新アカデミア・ラボ」の見学も含む。

学悠館高校
今市高校
今市工業高校
高根沢高校

22 作新学院高校

23 文星芸術大学附属高校 英進，普通，総合ビジネス

７月３１日（火）８：３０～１５：００
８月３日（金）８：３０～１１：４０
主に宇都宮以外の中学生対象
８月４日（土）８：３０～１１：４０
主に宇都宮地区の中学生対象

秀英特進，英語留学，こども福祉，フードデ ８月３日（金）８：３０～１１：４０
ザイン，高校授業体験，ＩＴマスター，介護実 主に宇都宮以外の中学生対象
８月４日（土）８：３０～１１：４０
習，クラブ入部体験
主に宇都宮地区の中学生対象
デッサン講習会

コースごとの様々な学習体験

希望するコースを１つ選び，その番号を記入してください。①秀英特進体験コース ②英語留学
体験コース ③進学コース ④こども福祉体験コース ⑤フードデザイン体験コース ⑥高校授
業体験コース ⑦ＩＴマスター体験コース ⑧介護実習体験コース ⑨クラブ入部体験コース ⑩
デッサン講習会（参加者には軽食を出してくれます。）

デッサン 準備：鉛筆（３Ｈ～６Ｂ），ねり消しゴム，スケッチブック，カッター（鉛筆削り用）
＊カルトン・用紙・イーゼルは高校側で準備。

オープニングセレモニー，見学＆体験学習

27 国学院栃木高校

７月２９日（日），８月５日（日）
９：００～１２：３０

オープニングセレモニー，オリエンテーション，講座

ＫＴＣおおぞら高等学
30 院
宇都宮キャンパス
31

日々輝学園高校
宇都宮キャンパス

普通，生活教養，情報商業，調理，音楽

詳しい内容は，７月下旬に文星芸術大学附属高校ホームページで確認してください。
３，４日の都合の良い日で可能です。保護者のみの参加も可能です。

８月４日（土）９：００～１１:３０

29 国際TBC高等専修学校

複数の部への参加可能（月曜日が比較的ゆったりと体験・見学ができます。）

学校概要説明，模擬授業体験・部活動見学・進路指導実績・施設見学

26 宇都宮海星女子学院高校 普通

第一学院高校
宇都宮キャンパス

科名は必要ありません。希望により部活動見学もできます。

服装自由（Ｔシャツなど軽装でも可）第２回１０月１３日（土）予定

学科の紹介，各学科ごとの自由見学・授業参観・体験学習

28

）内に○印をつけてください。当日現金払いとなります。

デッサンの基礎，準備①鉛筆５種類（Ｈ・ＨＢ・Ｂ・２Ｂ・４Ｂ）②練り消しゴム③カッター④ティッシュ⑤弁当・飲み物

８月４日（土），５日（日），６日（月）
８：００～１２：００

25 宇都宮短期大学附属高校

食堂体験希望者は（

情報科学部
美術デザイン科（デッサン講習会）

24 宇都宮文星女子高校

Ⅰ部Ⅱ部Ⅲ部かは後日連絡があります。各部体験後，保護者・中学生のための相談コーナー
あり。
希望者は，Ⅰ部Ⅱ部は体験後，Ⅲ部は体験前に部活動見学あり。
解散後校舎・部活見学

普通・国際情報

８月３日（金）１３：００～１５：００
８月４日（土）１０：００～１３：００
通信制・単位制/総合学科
８月６日（月）１３：００～１５：００
情報ライセンスコース，ＣＧ・まんがコース，ファッ ７月７日（土），２１日（土），２４日（火），２８日
（土），２９日（日），８月１日（水），５日（日），
ションクリエイターコース，保育・福祉コース，ペッ ８日（水），２１日（火），２５日（土）９：３０～１
ト総合コース，総合ビジネスコース
２：００

３日間のうちのいずれか，都合のよい日を選択して記入してください。
男子サッカー部練習会あり：７月３１日（火），８月１９日（日）,９月２日（日）９時～１２時半

４日のみ、在校生と一緒に軽食作りの活動あり。
６月１６日（土）体験授業 ７月２１日（土）体験授業 １３：００～１５：００

学校概要の説明,模擬授業体験,在校生との交流,校内見学/個別相談（希望者）

①学校説明会 ②体験授業（コース別） ③保護者対象説明会（希望者のみ自由参加） ④個別相談 参加希望日を明記してください。体験入学２回・学校説明会の参加で入学選考料免除
科学技術高等学校提携（通信制）

普通

７月２８日（土），８月２日（木）,３日（金）
１部 １０：００～１２：００
２部 １３：００～１５：００

学校説明会：６月９日（土），７月２１日（土）,８月２５日（土）１０：００～１２：００
通信制高校及びサポート校説明,プレ・トライアルについて，くれしぇんどについて,在校生体験談

理科実験コース,ICTコース,クラフトコース

６月２３日（土），７月２１日（土）,８月２５日
（土）
１０：００～

学校説明会：５月２６日（土），６月９日（土）,７月７日（土），７月１４日（土）,９月２９日（土）１０：００～
本校教育の特色,平成３１年度生徒募集要項,個別相談

７月２１日（土），２８日（土），２９日（日），８月

32 クラーク記念国際高校

総合学習，英会話，声優パフォーマンス，ＣＧイラ
４日（土），８日（水），１８日（土）９：３０～１２： 学校説明，体験授業，在校生による学校生活体験発表，在校生との交流会，個別相談会
スト，スポーツサイエンス
００または１３：３０～１６：００

33 県央産業技術専門校

金属加工科・電気工事科・木造建築科

８月１９日（日）８：４０～１２：００

①金属加工科(彫金作業：表札）

②電気工事科（電灯配線，テーブルタップ製作）

参加希望日を明記してください。午前・午後の時間帯,及び体験授業のコース名も記入してくだ
さい。

③木造建築科（木製工具箱製作）

