
2019 年度 延岡学園高等学校 第 3 回オープンスクール要項 

1. 実施日 2019 年 11 月 2 日（土） 

2. 時 間 午前の部：9 時 20 分～12 時 30 分  

 午後の部：12 時 40 分～15 時 00 分【希望者のみ】 

3. 場 所 延岡学園高等学校 延岡市大峡町７８２０ TEL 0982-33-3227 FAX 0982-35-1025 

4. 対象者 中学 3 年生、及びその保護者（希望により中学 1,2 年生も参加可能） 

5. 時 程 

時 間 項 目 場 所 備考 

8：50～ 受付   

9：20～ 9：30 開会式、日程説明 体育館  

9：50～10：40 体験授業Ⅰ 各教室  

10：40～10：50 アンケート記入 各教室  

10：50～11：10 移動・休憩   

11：10～12：00 体験授業Ⅱ 各教室  

12：00～12：10 アンケート記入 各教室  

12：20～12：30 閉会式 体育館  

12：40 送迎バス①学校発   

12：40～13：20 学食体験 食堂 希望者 

13：20～15：00 部活動見学 各場所 希望者 

15：00 送迎バス②学校発  希望者 

6. 内 容 

・ 『別紙①』の体験授業一覧から 2 つ選んで授業を体験していただきます。 

※申し込み時には第 5 希望まで生徒に選ばせてください。（『別紙③』をご活用ください。） 

※各体験授業には定員がありますので、希望者多数の場合には抽選となります。 

・ 体育の授業へ参加する生徒はこちらで保険を掛けさせていただきます。 

・ 午後の部は希望者のみ部活動見学となります。部活動見学を行わない生徒は、12：40 下校とな

ります。当日、見学可能部活動については『別紙②』をご確認ください。 

・ 希望者は学食体験をすることができます。メニューは生姜焼き定食（380 円）となります。事前

にお申し込みの上、当日受付横の食券交換所にて代金をお支払いください。（※保護者の方もお

申込みしていただければ、ご利用になれます。） 

 

 



7. 送迎バスについて 

各駅および一部中学校等※に送迎バスの運行を予定しております。 

8. その他 

○ 参加生徒には、『筆記具』『上履き』を持参させてください。 

○ 調理体験者には『エプロン』『三角巾』を持参させてください。 

○ 工業体験者には『タオル』を持参させてください。 

○ 体育体験者には、『体操服』と『体育館シューズ』を持参させてください。 

○ 保護者・引率者控え室の隣に入試説明会場を準備しておりますので、入試や学校生活に関する

ご不明な点などお気軽にご相談ください。 

○ 保護者・引率者の方は自由に体験授業を見学いただけます。 

9. 申込方法 

参加申込書の様式（Excel ファイル）を本校ホームページ（http://www.nobeokagakuen-ed.jp）

からダウンロードし、必要事項を入力後下記メールアドレスまでご送信下さい。 

メールアドレス：planning@nobeokagakuen-ed.jp 

 

 

10. 返信について 

体験授業や送迎バスの運行計画（時間・場所等）については、10 月 28（月）までに各中学校にご

連絡いたします。 

11. 申込締切期日 2019 年 10 月 17 日（木） 

 

※送迎バス運行予定 

延岡地区 

延岡駅（東口広場）／延岡中学校／恒富中学校／岡富中学校／旭中学校／西階中学校 

南中学校／東海中学校／土々呂中学校／北浦中学校／北川中学校／南浦中学校 

黒岩小中学校／北方学園／三川内小中学校／上南方小中学校 

日向地区 

日向駅（東口）／門川中学校／富島中学校／日向中学校／財光寺中学校／大王谷学園 

平岩小中学校／美々津中学校 

佐伯地区 

 佐伯城南中学校／佐伯南中学校／鶴谷中学校／鶴見中学校（ローソン佐伯長谷店） 

直川中学校／蒲江翔南中学校（ かまえインターパーク）／宇目緑豊中学校 

担当 延岡学園高等学校 

企画部 鈴野 貴教 

TEL：０９８２－３３－３２２７ 

FAX：０９８２－３５－１０２５ 

E-mail：planning@nobeokagakuen-ed.jp 

※『別紙③』のアンケート用紙をご活用ください。『別紙③』のアンケート用紙は提出不要です。アンケート

をもとに Excel ファイルに取りまとめて頂き、メールにてお申込みください。 



科・

コース
科目 授業名 内容 準備物 場所

1時間

定員

A 調理科 調理 フランス菓子に挑戦！
伝統的なフランス菓子の「カトルカー」に挑戦します。現役調理科生による「かつらむ

き」などのデモンストレーションもあります。

エプロン

三角巾

調理室

2-1教室
36名

B 普通科 工業 延長コードを作ろう！
工業実習で使うケーブルストリッパーなどの工具を使って、延長コードを作つくりま

す。作った延長コードはお土産として持って帰れます。
タオル 東館学習室 25名

C 普通科 商業
ビジネス文書検定にチャレンジして

みよう！
実際の全商ビジネス文書実務検定の２つの部門に挑戦してもらいます。 筆記用具 第1パソコン室 30名

D 普通科 国語
舟を編む

～言葉のための言葉を紡ぐ～

広辞苑を用いて、表現活動を通したグループ対抗のゲームを行います。仲間や先輩と協

力し知恵を絞りましょう。
筆記用具 1-2教室 30名

E 普通科 数学 ”ハノイの塔の伝説”に挑戦！
今から5000年前、インドの神ブラーマが僧侶たちに与えた修行である「ハノイの塔の伝

説」を使って数の規則性を楽しく学べる授業です。
筆記用具 1-3教室 30名

F 普通科 英語
何か当ててみよう！

～Make a guess！

先輩と一緒にグループをつくってもらい、お題の「物」や「人」のクイズを考えて、他

のグループに当ててもらうゲームをします。
筆記用具 1-4教室 30名

G 普通科 社会 卓上旅行 Google Earthを使って日本中の有名な場所を50分で巡る卓上旅行を行います。 筆記用具 第2パソコン室 30名

H 普通科 理科 落ちないシャボン玉！？ いつまでも落ちてこない不思議なシャボン玉の実験を行います。 筆記用具 化学室 36名

I 普通科 体育 ボールを使った体づくり運動 ボールなどを使って体を動かしながら、身体機能を向上させる運動の体験をします。
体操服

シューズ
体育館 60名

J 普通科 音楽
楽力レヴェルアップ講座～楽譜が読

める。音楽がわかる～

ソルフェージュやリトミック指導を通して、音楽力がグーンとアップする楽しい50分で

す。
筆記用具 音楽室 30名

K 普通科 美術 折り紙で面白い形をつくろう 折り紙を使った感性や造形感覚を高める「折り紙遊び」に挑戦します。 筆記用具 美術室 30名

L 特進コース 国語
言葉スケッチ

 ～絵を言葉で表現する～

図形や絵画を言葉で説明する表現活動を行います。普段の「読む」・「書く」・「話

す」がいかに高度な行為であるかを一緒に体験しましょう。
筆記用具 2-6教室 30名

M 特進コース 数学 関数 ～高校入試講座～
高校入試でよく出題され、中学生のみなさんが苦手としている”関数”について詳しく説

明します。
筆記用具 3-6教室 30名

N 特進コース 英語 ESS ”Let’s introduce your friend”
特進コースの先輩たちと一緒に、ネイティブの先生によるEnglish onlyの授業を体験し

てもらいます。
筆記用具 1-5教室 30名

2019年度　延岡学園高等学校　第3回オープンスクール　体験授業詳細一覧
別

紙
①



部活名 見学 場所 備考

体育部

野球部 〇 野球場

男子バスケットボール部 〇 体育館

女子バスケットボール部 〇 体育館

女子バレーボール部 〇 体育館

女子ソフトボール部 〇 グランド

男子柔道部 〇 柔道場

男子弓道部 △ 弓道場

女子弓道部 △ 弓道場

男子ソフトテニス部 × 西階運動公園

女子ソフトテニス部 × 西階運動公園

男子サッカー部 △ サッカー場

自転車同好会 〇 学校前道路

ダンス同好会 〇 中庭

文化部

吹奏楽部 〇 吹奏楽練習場

パソコン部 〇 第一パソコン室

茶道部 〇 茶道室

美術部 〇 美術室

軽音楽同好会 〇 音楽室

日時：11月2日(土)　13：00～15：00

2019年度　延岡学園高等学校　第3回オープンスクール見学可能部活動

別紙 ②



質問１

質問２

・送迎バス乗車人数（保護者含む）

質問３

希望 科・コース 科目

A 調理科 調理

B 普通科 工業

C 普通科 商業

D 普通科 国語

E 普通科 数学

F 普通科 英語

G 普通科 社会

H 普通科 理科

I 普通科 体育

J 普通科 音楽

K 普通科 美術

L 特進コース 国語

M 特進コース 数学

N 特進コース 英語

質問４

質問５

人

質問６

延岡学園高等学校　第3回オープンスクール　アンケート

〔　　〕年〔　　〕組〔　　〕番　氏名〔　　　　　　　　　　〕

① 行きのみ利用します。

⑥ 送迎バスは利用しません。

⑤ 帰り（送迎バス② 15：00学校発）のみ利用します。

④ 帰り（送迎バス① 12：30学校発）のみ利用します。

③ 行きと帰り（送迎バス② 15：00学校発）を利用します。

② 行きと帰り（送迎バス① 12：30学校発）を利用します。

送迎バスは利用しますか。あてはまるもの１つに○を付けてください。

次の体験授業の中から第1希望～第5希望まで選んでください。※希望欄に１～５の数字を記入してください。

学食を利用しますか。あてはまるもの１つに○を付けてください。※メニューはカツカレー定食です。

「① 利用します。」に○を付けた人だけ答えてください。

学食の利用人数を答えてください。

　　　（ 例：自分と母の場合⇒　　２　　人 ）

「① ～⑤」に○を付けた人（バスを利用する人）だけ答えてください。

乗車場所を選び、乗車人数をご記入ください。※基本的にはご自分の中学校から乗車してください。保護者の方も

利用可能です。

延岡地区

① 延岡駅（東口広場）　② 延岡中学校　③ 恒富中学校　④ 岡富中学校　⑤ 旭中学校　⑥ 西階中学校　⑦ 南中学校　⑧ 東海中学校

⑨ 土々呂中学校　⑩ 北浦中学校　⑪ 北川中学校　⑫ 南浦中学校　⑬ 黒岩小中学校　⑭ 北方学園　⑮ 三川内小中学校　⑯ 南方中学校

日向地区

⑰ 日向駅（東口）　⑱ 門川中学校　⑲ 富島中学校　⑳ 日向中学校　㉑ 財光寺中学校　㉒ 大王谷学園　㉓岩脇中学校　㉔ 美々津中学校

佐伯地区

㉕ 佐伯城南中学校　㉖ 佐伯南中学校　㉗ 鶴谷中学校　㉘ 鶴見中学校（ローソン佐伯長谷店）　㉙ 直川中学校

㉚ 蒲江翔南中学校（ かまえインターパーク）　㉛ 宇目緑豊中学校

① 利用します。

② 利用しません。

ESS ”Let’s introduce your friend”

関数 ～高校入試講座～

　　・送迎バス乗車場所

授業名

延長コードを作ろう！

フランス菓子に挑戦！

舟を編む

ビジネス文書検定にチャレンジしてみよう！

何か当ててみよう！

”ハノイの塔の伝説”に挑戦！

言葉スケッチ

折り紙で面白い形をつくろう

楽力レヴェルアップ講座～楽譜が読める。音楽がわかる～

ボールを使った体づくり運動

落ちないシャボン玉！？

あなたの興味がある部活動を選んでください。（複数回答可）

① 野球部　② 男子バスケットボール部　③ 女子バスケットボール部　④ 女子バレーボール部　⑤ 女子ソフトボール部

⑥ 男子柔道部　⑦ 男子弓道部　⑧ 女子弓道部　　⑨ 男子ソフトテニス部　　⑩ 女子ソフトテニス部　　⑪ 男子サッカー部

⑫ 自転車同好会　⑬ ダンス同好会　⑭ 吹奏楽部　⑮ パソコン部　⑯ 茶道部　⑰ 美術部　⑱ 軽音楽同好会　⑲ 特になし

食物アレルギーがある場合はご記入ください。

卓上旅行

別紙 ③


