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新教育課程への移行に伴い、進墨睦壺壺量夏茎壁■璽塾置します。これ

により、さらに目指す未来に合った科目を選択することができます。

黎生活福祉系列
保育・介護・福祉

黎地域創造系列
地域・観光・農業・芸術・体育

黎文理総合系列
人文・自然科学・理工・医療

カモン′

織r・ オーフ・ンスクール日時
令和3年 10月 23日 (土)13:00～ 15:50

● 日程
受付(生徒昇降口) 13:00～ 13115

全体会 0新課程説明 13:15´V13:45

学校紹介

体験授業

校舎見学

閉会 15:35～ 15:50

部活動見学(任意) 15:50～ 17:00

鼈熙申込方法
受付期間 10/8(金)ま で                  ―‐

|‐

後日配付の申込書に記入 し、中学校を通 じて提出してください。

【申込の際の注意事項】
※体験授業は、申し込み時点で第三希望まで選択 していただき、本校にて割 り振 ります。

希望者が集中した場合、第一希望の授業を受講できないことがあります。

※時勢柄、保護者の皆さまの参加はご遠慮いただいております。何卒ご了承ください。

※申込受付期間後、所属の中学校に体験授業の割 り当てや持ち物などをご連絡いたします。

※情勢等により、日程の変更または中止になる可能性がございます。

その際は中学校を通 じてお知らせいたします。

14:00～ 15:35

「
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受付にて検温・消毒にご協力ください。

また、不織布マスクの着用をお願いいたします。

オープンスクール中も、適切な感染防止に努めて

___」まいります。

体験授業科 目

①有機農業の社会(公民)

②社会福祉基礎(福祉)

③子どもの発達と保育(家庭)

④情報処理(商業)

⑤生物(理科)

⑥英語理解(英語)

⑦音楽(芸術)

③スポーツ‖(保健体育)

⑨観光振興(観光)

山形県東置賜郡高畠町大字一本柳 2788

丁el:0238-58-5400

オープンスクール担当 総務広報課 (小野・時田)
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令和 3年 9月 吉 日

各中学校長 殿

山形県立高畠高等学校長

本校オ―ヽプンスクール及び学校説明会の開催について (ご案内)

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 日頃から本校教育活動に対 して、ご

理解 とご協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

さて、この度、貴校の生徒 と保護者の皆様を対象に、本校のオープンスクール と学校説明

会を下記により開催いたします。

つきましては、お手数をおかけして恐縮ですが、 「高畠高校オープンスクール申込書」を

配付いただき、オープンスクール参加者および希望する模擬授業の取 りまとめをお願い申し

上げます。貴校 3年生の人数分用意いたしましたが、不足する場合はコピー してご利用 くだ

さい。

記

◆オープンスクール◆

1 日 時  令和 3年 10月 23日 (土)13:15～ 〈受付 13:00～ 〉

2 会 場  本校体育館及び総合学習室・各教室

3 対 象  中学 3年生 (生徒のみの体験になります)

4 内 容  (1)本校概要説明 。新課程説明

(2)模擬授業

(3)生徒会執行部による行事紹介 と校舎見学、閉会行事 (～ 15:35)

(4)部活動見学 (15:50～17:00)*任意

5 その他
・新型コロナ感染対策および会場準備の都合上、事前申込みをお願いします。

・同封の申込用紙により、 10月 8日 (金)までにご提出ください。

(FAXか メールでお送 りください。FAXの場合、送付状は不要です。電子書式(エ クセ

ル)は本校ホームベージよリダウンロー ドいただけます。 )

・受講 していただく模擬授業については、集約調整の後、折 り返 しご連絡 します。

◆学校説明会◆

中学 3年生の生徒及び保護者の皆様に、本校の教育内容や学校生活などを詳 しく説明し

ます。保護者の方が参加 しやすいように夕方に設定 しています。生徒はオープンスクール

と両方の参加 も可能です。生徒 と保護者、あるいは保護者のみの参加でも差 し支えありま

せん。

1 同 時 令和 3年 11月 19日 (金) 開会 19100 <受 付 18:30～ >
説明時間は約 1時間です

(希望者 にはその後 20分程度で校舎案内をいた します )

本校総合学習室

山形県全域の中学 3年生及び保護者

<担当> 山形県立高畠高等学校 総務広報課長 小野 崇

(高畠町大字一本柳 2788 TEL:0238-58-5400 FAX:0238-58-5403)
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令和 3年 9月 吉 日

各中学校担当者 殿

高畠高等学校オープンス クール担当

本校オープンスクールにおける模擬授業科 目の調査について (お願い)

本校のオープンスクールでは、本校総合学科の特徴である70を超える選択科 日の一端を

知っていただくため、ごく一部ですが模擬授業科 日として 9科 目を準備 し、その中の 1つ を

体験 していただきます。

つきましては、生徒に配付をお願い した申込書により、第 3希望までの模擬授業科 日(科 目

番号)を調査 していただき、別紙の申込用紙によりFAX又 はメールにて、ご連絡くださるよ

うお願い申し上げます。

(模擬授業科 日)

1 別紙の申込用紙送付について

令和 3年 10月 8日 (金)ま でお願いします。 (臥Xの場合送 り状不要)

2 受講 していただく模擬授業科 目決定の連絡について

令和 3年 10月 15日 (金)頃まで、FAX又 はメールで連絡 します。

<担当> 山形県立高畠高等学校 総務広報課

(高 畠側丁大 :字一本柳 2788 TEL:0238-58-5400 FAX

小野、時 田

0238-58-5403)

科 目

番号
科 日名 教科 授業内容等 (変 更有 )

① 有機農業の社会 公 民
晴れたら芋堀体験、雨天時には学校の畑 2ケ所を見学します。

ジャージと長靴、傘 (雨天時)を持参 してください。

② 社会福祉基礎 福 祉

社会福祉に関する学習を通 して、福祉の基礎を体験的 。実践的に

学んでいく科 目。 「気づき」を大切にしています。今回は 「福祉」

とは何なのか ?の話と草イス体験を行ないます。

③ 子 どもの発達 と保育 家庭
身近な遊びやボディーパーカッションを体験 します。また、日頃

の授業の様子を紹介 します。まずは一緒に体験 してみましょう。

④ 情報処理 商業
文書作成ソフ ト「word」 や表計算ソフ ト「Excel」 を使い、オ リ

ジナルな作品を作 ります。

⑤ 生物 理科
自分自身の体・周 りの生き物の性質・地球に住む生き物同士の

関係を実験を行い探究 していきます。

⑥ 英語理解 英 語
英語や英語圏の異文化を、簡単なコミュニケーションを通して学

(:ドま
‐
ケ。

⑦ 音楽 芸術
音楽を通 して「かかわ り」を大切にしながら、ハン ドベル演奏で

アンサンブルを楽 しみます。

③ スポーツⅡ 体育
主に球技について実践的に学ぶ科 日です。今回はバ ドミン トンを

体験 してみましょう。

⑨ 観光振興 観光

地域の魅力を発見し、伝える力を身につけ、現状の課題を解決

する提案も行っています。ふるさとCM作 りをした際にまとめた

ドキュメンタリーを上映します。


