令和４年度

県立高等学校学校説明会、体験入学等の日程

2022/09/05現在

※学校・地域における新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては日程等の変更もありますので、詳細については、各高等学校
ホームページ等をご覧ください。

学校番号

1

学校名

辺土名

学校説明会、体験学習等日程
①学校説明会（中学生・保護者・中学校教諭）
７月15日（金）
受付 13：30～14：00
学校紹介（学科、学校行事、進路等） 14:00～14:15
学校施設紹介（学校施設、寮案内）
14:15～14:50
授業体験(普通科授業体験)
15:00～15:30
授業体験（環境科授業体験）
15:50～16:40

備考（中学校への連絡事項等）
・所定の申込み用紙あり。本校ホームベー
ジにて６月下旬掲載予定。
・質問等があればお気軽に担当（①城間②
村口）までお問い合わせください。

②各中学校からの依頼があれば、進路学習会等にて本校の学校紹介
を行います。

2

北山

・学校説明会
期日：９月30日（金）
予備日10月５日(水)
場所:北山高校（体育館、各教室 等）
対象：中学3年生、中学校教諭、保護者
会場：14:30
全体会：15:00～
（入試に関する説明、教育課程、学校紹介、部活紹介、
質疑応答 等）
体験授業：15:40～16:00

・所定の申し込み用紙あり
・駐車スペースに限りがありますので、で
きるだけ乗り合わせでの来校をお願いしま
す。
・体験授業、部活見学、学寮見学もありま
す。

学寮の見学、部活動見学：16:00～
実施要項、申し込み書等は北山高校ホームページに掲載予定
※中学校訪問
依頼があった中学校へ直接訪問して学校紹介を行います。
１．学校説明会（入試説明会）・体験入学
・期日：10月12日(水)13:30～16:00
・場所：本部高等学校
・対象：中学３年生、中学校教諭、保護者

3

本部

２．本部高校体験ツアー
・期日：令和５年２月14日(火)13:30～16:00
・場所：本部高等学校
・対象：本部町内連携中学校２年生、中学校教諭、保護者
３．中学校主催進路学習会等への参加について
上記日程以外で中学校主催の進路学習会、学校説明会への参加依頼
があった場合は、直接訪問をして学校説明を行います。

4

名護

（１）入試説明会：中学校教諭 10月14日(金) 14:30～15:30
（２）学校説明会：中学生及び保護者 10月20日(木)14:00～16:00
※16:00以降は部活動見学（自由参加）となります。また、寮の見学
も可能です。
（３）オープンスクール（昨年度はオンデマンド配信）は
現在検討中
上記日程以外でも要望があれば中学校へ出向き、学校説明会を行い
ます。
・学校説明会・オープンスクール（中学生・保護者対象）
10月18日(火)13:00～ 受付
13:30～ 学校説明会
15:00～ オープンスクール（授業見学等）
16:05～ 部活動見学、寮見学（希望者）

5

宜野座

・入試説明会（中学校教諭対象）
10月18日(火)15:10～
・各中学校からご依頼をいただければ、可能な限り調整してご説明
にうかがいます。

①所定の申込用紙有り。８月以降本部高校
HPよりダウンロードできます。
②駐車スペースに限りがあります。公共交
通機関の利用または、乗り合わせでの来校
をお願いします。
③部活動の見学を希望される場合は、申込
時に連絡下さい。
④不明な点があれば、本部高校入試担当
（松千）まで連絡下さい。
※開催に際して、新型コロナウイルス感染
症対策への協力をお願いします。（マスク
着用、検温、手指消毒等）
※当日の体温が37.5℃以上の方は来校をご
遠慮ください。
⑴⑵参加申し込みの案内を各中学校へ送付
します。

・学校説明会の申し込み方法等について
は、改めて中学校宛てに公文を発送いたし
ます。
・ご要望等がありましたら、遠慮なく教務
部の担当者（西銘）までご連絡ください。

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
①生徒向け学校説明会・中学生体験入学
９月14日（水） 14:20 受付
14:30 第Ⅰ部 学校説明会（視聴覚室）
15:30 第Ⅱ部 部活動実践発表（体育館）
16:20 部活動体験及び見学（希望者）

6

前原

◆募集要項説明会(中学校進路指導者対象)◆
10月27日(木) 16:00～17:00(予定)
◆出前学校説明会◆
随時(中学校からの依頼に応じて、日程を調整した上で実施
①オープンスクール ７月14日(木)
14:00～16:00（予定）
放課後に部活動見学・体験（自由参加）16:00～17:00
＊第２回

8

与勝

９月21日（水） 14:00～15:30
放課後に部活動見学・体験（自由参加）～16:30

②募集要項説明会（中学校教諭） 10月19日(水) 16:00～17:00
③各中学校への訪問説明会は随時受け付けています。
（依頼に応じて日程調整し実施）
・学校説明会・授業見学（中学生・保護者）
・学校説明会・募集要項説明会（中学校教諭）
10月20日(木)14:00～16:00（予定）
部活動見学（自由参加）16:10～17:00（予定）
9

読谷

＊各中学校からの依頼に応じ、本校から中学校における進路学習会
等へ職員を派遣し、学校紹介を行います。
＊新型コロナ感染状況により、上記日程および内容に変更が生じる
可能性もあります。随時、本校ＨＰをご覧になり、ご確認をよろ
しくお願い致します。
①オープンスクール（中学生、保護者、中学校職員）
学校説明（総合学科、授業の説明）
授業体験（総合学科の特色ある授業を体験 ブース形式）
保護者・中学校職員向け説明会（授業体験と並行して行う）
第１回 ９月14日(水) 13～16時
第２回 ９月28日(水) 13～16時

10

嘉手納

【学校説明会・体験入学】
所定の申込み用紙あり。参加人数を記入の
上、FAXまたはメールにて報告お願いしま
す。
【入試担当者説明会】
参加希望校はFAXにて報告お願いします。
FAX:098-965-4092

石川

◆学校説明会(中学生・保護者・中学校教諭対象)◆
・第１回目⇒10月13日(木)14:00～16:00(予定)
・第２回目⇒10月21日(金)14:00～16:00(予定)
・第３回目⇒10月25日(火)14:00～16:00(予定)
＊いずれの回も放課後に部活動見学・体験が可能
7

備考（中学校への連絡事項等）

②中２向けオープンスクール（中学２年生、保護者、中学校職員）
学校説明（総合学科、授業の説明）
授業体験（総合学科の特色ある授業を体験 ブース形式）
保護者・中学校職員向け説明会（授業体験と並行して行う）
12月７日(水) 13～16時

≪学校説明会に関して≫
●所定の申込用紙あり
●マスク着用をお願いします
●説明会終了後、部活動体験を予定してい
ますので希望する者はユニフォームや用
具、体育着等を準備してください
●駐車スペースに限りがありますので、乗
り合わせで来校お願いします。
●新型コロナウイルス感染症対策に伴っ
て、参加者数が特定の日に偏ることがない
よう近隣の大規模校へは事前に参加日時の
日程調整(８月上旬頃依頼)を再度実施する
予定です。
①所定の参加申込用紙あり。部活動体験希
望調査あり。
※第２回目を９月に実施。
②９月末頃までに案内を送付します。参加
可否をＦＡＸでお願いします。
その他質問等があればお気軽にお問い合わ
せください。
①所定の申込用紙があります。
②駐車スペースに限りがあります。公共交
通通機関を利用するか、乗り合わせでの来
校をお願い致します。
③放課後、希望者を対象とした部活動見学
を予定しています。

・実施要項・所定の申込用紙HPにも掲載し
ます。
・授業体験があるので、体育着で参加して
下さい。
・授業体験終了後、部活動体験がありま
す。参加する場合は、シューズを持ってき
て下さい。

※各中学校への訪問説明会（生徒、保護者、職員対象）は随時、受
け付けます。
【学校説明会（中学校教諭対象）】
・10月６日(木)14:30～15:30（視聴覚教室）
11

具志川

【学校説明会（中学生対象）】
・10月６日(木)
【学校説明会（中学校訪問）】
・各中学校からの依頼に応じ、生徒または教諭を派遣いたします。

・所定の申込用紙あり。
・感染症対策を行って来校ください。
・安全のため、中学生の送迎のための駐車
場の開放は致しませんので、ご了承くださ
い。

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
①入試説明会（中学校教諭）
９月13日(火)16:00

12

美里

②学校説明会
10月11日(火)
21日(金)
● 時間
午後３時10分から受付(午後４時30分頃終了予定)
● 対象
生徒・保護者及び中学校教職員
● 内容（1）学校紹介

備考（中学校への連絡事項等）
・参加日に関する相談も承ります。本校に
ご連絡ください。
・参加を希望される、生徒・保護者・引率
教諭の皆さんは、マスクの着用をお願いし
ます。

（2）授業及び施設見学
（3）高校入試に関すること
（4）部活動見学（希望者のみ）
（5）質疑応答

13

コザ

・学校説明会（入試担当者対象） ９月30日(金)14時半～16時半
・第1回学校説明会・体験入部（受検生対象）10月13日(木)
・第2回学校説明会・体験入部（受検生対象）10月14日(金)

①入試説明会（中学校職員対象）
９月22日(木)15:00～16:00 （時刻は予定）

14

球陽

本校にて

②学校説明会（中学生、保護者対象）
９月24日(土)11:00～12:30 （時刻は予定） 沖縄市民会館にて
※学校説明会後に本校にて授業見学ができます。

・学校説明会 10月６日（木）15:00～17:00（受付15:00～）

15

16

17

18

北谷

・学校説明会終了後、部活動見学（希望者のみ）を行う。
・中学校側からの依頼に応じて、各中学校での学校説明会および学
校紹介も行っています。

・所定の申込用紙有り。
・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせで来校お願い致します。
・体験入部希望者は部着，練習着やシュー
ズ等必要なものを持参すること。
①（入試説明会）本校にて駐車スペースを
確保しております。
※所定の申込用紙あり。各中学校にFAX予
定。
②（学校説明会）（本校での授業見学）駐
車場に限りがあります。乗り合わせ、もし
くは公共交通機関をご利用ください。
・説明会終了後、希望者は部活動を見学で
きます。
・所定の申込用紙有り。
・参加者は、中学生と中学校職員のみ。
保護者の参加は、ありません。（新型コ
ロナウイルス感染対策のため）
・送迎のための駐車スペースは、ありま
せん。

北中城

・部活動体験 ９月８日
※参加部活動、時間等は現在調整中です。
詳細は本校ホームページで公開します。
・学校説明会（中学生、保護者対象） 10月20日(木)14:00～16:00
・学校説明会（中学生、保護者対象） 10月25日(火)14:00～16:00
※学校説明会後、希望者は部活動見学ができます。
・学校説明会（中学校教諭対象）
10月25日(火)16:00～17:00
中学校への学校説明会は随時中学校からの依頼に応じ、日程調整し
て実施します。

・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせて来校お願いします。
・感染症拡大状況によって、日程・実施方
法等を変更する可能性があります。
・感染症拡大防止のため、マスクの着用を
お願いいたします。

・駐車スペースが少ないので、有料駐車場
を案内することもあります（中学校教諭）

普天間

９月30日（金）
◎学校説明会（中学生・保護者対象）14:30～16:00
◎入試説明会（中学校教諭対象）
14:45～15:45
※学校施設案内や部活動見学はコロナの感染状況をみて実施を検討
する。
●学校説明会（中学３年生・中学校教諭のみ）
９月28日(水)実施。時間帯を２回に分けます。
①12:45～14:00 ②14:45～16:00
→申込み〆切後、参加校単位で上記時間帯の①または②
に分け各学校へ案内いたします。
内容： 学校説明・質疑応答
（校内施設、部活動見学は中止とします）

・所定の申込み用紙があります。（ＨＰに
要項および申込用紙を掲載予定）

宜野湾

●入試説明会（中学校教諭対象）
９月28日(水)実施。時間帯を２回に分けます。
①14:10～14:50 ②16:10～16:50
→参加時間帯については、上記の「学校説明会」に同じ
※新型コロナ感染レベルに応じて、中止または内容を一部変更して
開催する場合もあります。
※説明会参加希望生徒の申込みは、中学校単位で取りまとめて提出
していただきます。
※詳細は本校ＨＰをご確認ください。

・保護者は校内には駐車できません。

・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせで来校お願い致します。満車の場合
は、近隣の有料駐車場をご利用いただくこ
とになります。

学校番号

19

20

学校名

西原

浦添

学校説明会、体験学習等日程
・学校説明会･部活動見学・先輩と語ろう
（対象：中学生・中学校教諭）
：10月13日(木) 14時～16時(終了後に部活動見学）
・入試説明会(対象：中学校教諭）
：10月13日(木)16時25分～17時
・各中学校の要望に応じた学校訪問・説明会
(対象：中学生・中学校教諭)
：随時受付・実施

・時間設定は予定ですので,正式な日程は
公文にてお知らせします。申し込み方法も
その際にお知らせいたします。
・また、本校HPにも掲載いたします。
・駐車ｽﾍﾟｰｽに限りがありますので、乗り
合わせにてご来校をお願いいたします。
・保護者用の駐車場はありません

【学校説明会（中学生・引率者のみ）】
日時：１０月14日(金) 1５：00～15：５０

【学校説明会】
・所定申込FAX用紙有り。
・説明会後、部活動及び学校施設見学可
（自由参加）

場所：本校体育館

※新型コロナウィルス感染症の状況によっては、開催の形を変更、また
は中止の場合もあります。その際は、本校HP（http://www.urasoeh.open.ed.jp）に掲載します。
【中学校進路担当者との連絡会】
日時：１０月14日(金) 16：１０～17：００ 場所：本校視聴覚教室

21

22

23

那覇国際

陽明

首里

・中学校職員の駐車場を準備しますが、満
車の場合は入構をご遠慮ください。

①学校説明会(中学生)７月26日(火)９:00～10:30(於)体育館
②染織デザイン科体験学習(中学生)７月26日(火)10:30～12:00
③学校説明会(中学校教諭）10月19日(水)16:00～16:45
(於)視聴覚教室
④上級学校訪問及び中学校に出向いての説明会は、中学校からの依
頼に応じて日程を調整しますが、人数制限等もありますので、事前
お問い合わせ下さい。

＊駐車スペースはございません。公共交通
機関をご利用下さい。
＊③の学校説明会は募集要項についての説
明会となります。
＊新型コロナウイルス感染症の状況によっ
ては、開催方法や日程等の変更もあります
ので、本校ホームページでの確認をお願い
します。
・駐車スペースがございません。公共交通
機関をご利用下さいますよう、ご協力お願
いします。

・オープンスクールおよび学校説明会実施
要項は県内全中学校へ発送します。
・申込は本校HPよりダウンロードし必要事
項を記入の上、メールにて報告をお願いし
ます。
②学校説明会・入試説明会（中学校３年生・保護者対象）
・校舎改築中のため駐車スペースがありま
日時：10月７日（金） 説明会14:30～15:30 部活動見学16:15～ せん。公共交通機関をご利用下さい。中学
校職員の駐車スペースは確保します。
③募集要項説明会（中学校教諭対象）
・新型コロナ感染状況により日程や開催方
日時：10月７日（金）16:00～17:00
法などの変更があります。常に本校HPでの
確認をお願いします。
※各中学校からの依頼に応じて積極的に対応します。

②入試説明会（中学校教諭）10月28日(金)16～17時

25

首里東

開邦

【中学校進路担当者連絡会】
・所定申込FAX用紙有り。本校ＨＰより、
連絡会の公文及び申込用紙等がダウンロー
ドできます。

①学校説明会（中学３年生とその保護者・中学校教諭）
昨年と同様に，各中学校へ資料配付（DVD・資料冊子）の対応を取
らせていただきます。資料の公開や配布方法については，８月29日
以降に本校HPにて掲載を予定しています。
②入学者募集要項説明会（中学校教諭）
日時：10月21日（金）15:30～16:40
８月29日以降に本校ＨＰにて「お知らせ」と「申込方法」の掲載を
予定しています。
③学校訪問については，中学校からの依頼に応じ日程を調整して
行っています。詳しい留意事項等は本校HPの「高校入試情報」をご
覧下さい。
①オープンスクール（中学生・保護者・中学校教諭対象）
日時：７月25日（月）12:00～17:00予定
内容：説明会・体験授業・在校生による相談会・部活動体験 他
※新型コロナの感染状況により延期または中止の場合もある。

①学校説明会（中学生・保護者）10月18日(火)14～15時
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備考（中学校への連絡事項等）

中学校からの依頼に応じ、中学校における進路学習会等へ本校職員
を派遣するなど、日程調整した上で可能な限り実施したいと考えて
おります。
①学校訪問・施設見学・授業参観（中学生・保護者）
各中学校からの依頼を受けて、日程調整をして実施する。
②学校説明会・中学校教諭への入学者募集要項説明
（中学３年生・保護者・中学校教諭対象）
９月29日(木) 午後（予定） 場所：本校体育館
→新型コロナ感染状況等によっては、学校説明会を中止し、学
校説明会に関する内容を情報提供（オンデマンドを予定）す
る。学校説明会中止の場合も、中学校教諭への入学者募集要
項説明は原則実施する。
③オープンスクール
実施しない。

・公共交通機関等をご利用くださいますよ
う、ご協力をお願いします。

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
①学校説明会（中学生・保護者対象）については、実施予定はあり
ません。上級学校訪問をご活用下さい。
②学校説明会（中学校進路担当教諭対象）に関しては、10月５日
(水)に開催予定です。時間帯については本校HPにて掲載します。
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27

28

29

30

那覇

真和志

小禄

那覇西

豊見城

※上級学校訪問については、中学校からの依頼に応じて日程調整し
て実施します。
※先輩による進路講話への生徒の派遣に関しては、保護者の同意が
ある場合のみ実施予定です。
※中学校への職員の派遣に関しては、可能な限り実施予定です。
●オープンスクール及び学校説明会（中３生･保護者･中学校教諭）
→９月22日(木)13:10～16:10（予定） 部活動見学 16:30～
※１．オープンスクールでは授業体験を予定しています。授業体験
においては、希望に添えないこともございます。ご理解上、参加を
お願いします。
※2．新型コロナ感染症の状況によっては、日程及び内容を変更する
場合もございます。
●上級学校訪問および進路学習会への講師派遣等については、中学
校からの依頼に応じ、日程調整をした上で可能な限り実施していま
す。
・10月３日(月)那覇市立中学校（安岡・首里・真和志・石田・那
覇・上山・神原・寄宮・古蔵・小禄・松島・城北・鏡原・松城・仲
井間・金城・石嶺）
・10月４日(火)那覇市立中学校以外（離島含む）
①学校説明会（中学生向け）
15:00～16:00
②募集要項説明(中学校教諭向け） 15:10～16:00
③部活動見学(中学生・中学校教諭向け)16:20～18:00
※本校への上級学校訪問や中学校での進路学習会は、中学校からの
依頼に応じ、日程調整の上で実施します。
※新型コロナ感染状況によっては、変更の可能性もあります。日程
の変更がある場合は本校HPでお知らせします。
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豊見城南

南風原

①上級学校訪問は人数に制限があります。
②所定の申込用紙あり。募集は９月を予定
しています。
・駐車場は確保できません。公共交通期間
をご利用の上来校願います。
・HPに各種情報を掲載致しますので、ご覧
ください。

・所定の申し込み用紙があります。
申込締切日厳守のご協力をお願いいたし
ます。
→８月26日(金)〆切り
・駐車スペースには限りがあります。乗り
合わせまたは公共交通機関のご利用をお願
いいたします。
・本校HPでも案内予定です。

･所定の申込用紙があります。
・駐車スペースはありません。公共交通機関
をご利用下さい。
・保護者の参加はありません。
・生徒・引率者は健康状態申告書の提出と校
内でのマスクの着用をお願いします。

学校説明・入試説明会
10月25日(火) 受付14:00
学校説明（中学生・保護者対象）
14:30～15:30
募集要項説明会（中学校教諭対象） 15:45～16:30
部活見学・体験
15:30～17:00
学校訪問（見学）の場合は、中学校からの依頼に応じて、日程を調
整して個別に実施します。

・所定の申込用紙有り。９月中に公文にて
案内します。
・公共交通機関での来校をお願いします。
・コロナ感染拡大防止対策のため、予定を
変更する場合があります。

・入学選抜試験説明会（中学校職員対象）
日時： ９月30日(金) 16時～16時30分
場所： 視聴覚教室第１

・10月19日(水)の学校説明会は、所定の申
し込み用紙があります。９月に那覇教育事
務所学区、島尻教育事務所学区の中学校へ
案内状を送付致します。豊見城高校HPから
確認することもできます。
・駐車ｽﾍﾟｰｽに限りがあります。乗り合わ
せや、公共交通機関ご利用での来校をお願
いします。近隣の商業施設や、学校周辺へ
の駐車は、大変申し訳ございませんが、固
くご遠慮願います。

・学校説明会（受検生・保護者・引率職員対象）
日時： 10月19日(水) 14時～17時
場所： 本校体育館
※実施方法については、現在調整中です。
【中学校主催】
「学校説明会」や「上級学校訪問」などは、中学校の依頼に応じ日
程を調整し職員を派遣致します。また、生徒の派遣を依頼するに
は、事前に本校教頭（遠藤）へ連絡をお願いします。派遣に問題が
無いと確認された生徒において、中学校側で派遣生徒、保護者の同
意確認をお願いします。
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備考（中学校への連絡事項等）

◎学校説明会
・日時：10月21日 14時30分～17時（予定）
・対象：中学生、保護者、中学校職員
・内容：学校説明、体験学習
◎その他
・本校職員による個別訪問の学校説明等は、中学校からの依頼に応
じ、日程調整した上で可能な限り実施しています。

・当日の日程、内容等の詳細は、本校ホー
ムページに掲載いたします。
・新型コロナウィルス感染状況によって
は、日程を変更することもあります。

・学校説明会・授業見学・体験学習
（中学生・中学校教諭・保護者）

・駐車場に限りがあります。乗り合わせで
来校お願いします。

10月20日（木）13時30分～16時
・部活動見学

16時30分

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
・学校説明会（中学生・保護者）10月６日(木)14時～15時30分
・授業見学（中学生・保護者） 10月６日(木)15時40分～16時30分
・学校説明会（中学校教諭）
10月６日(木)15時40分～16時30分
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向陽

その他、中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施しています。

10月19日(水)
・15時～16時30分
・16時30分～17時
34

知念

学校説明会（中学生･保護者･中学校教諭）
部活動見学（中学生）
情報交換・質疑応答（中学校教諭）

備考（中学校への連絡事項等）
・申込書を９月中旬までに各中学校へ発送
します。
・授業、部活動の見学ができます。
・寮の見学ができます。
・雨天時の駐車スペースには限りがありま
す。乗り合わせまたは公共交通機関での来
校をお願いします。
・駐車スペースに限りがあるため、公共交
通機関のご利用をお願いします。乗り合わ
せの場合は各中学校１台程度での来校をお
願いします。

本校職員による個別訪問の学校説明会等は、中学校からの依頼に応
じ、日程調整した上で可能な限り実施しています。
・学校説明会、部活見学（中学生・保護者対象）
10月20日(木) 午後 ＊時間は調整中
・入試募集要項説明会（中学校教諭等対象）
10月20日(木) ＊学校説明会終了後
35

糸満

※新型コロナ感染症の状況によっては予定を変更する場合がござい
ます。

・所定の申込用紙があります。
９月下旬ごろ島尻地区の中学校に郵送・HP
へ掲載予定です。
・駐車スペースがありませんので、公共交
通機関での来校をお願い致します。
・当日マスクの着用をお願いします。風邪
症状や体調不良の場合は来校をご遠慮下さ
い。

【島内中学生対象】
・学校説明会 ※時間は各中学校と調整
６月14日(火)場所：久米島西中学校
【対象：教員・生徒・保護者】
６月15日(水)場所：球美中学校【対象：教員・生徒・保護者】
・オープンスクール
９月８日(木)場所：久米島高校【対象：久米島地区中学３年生】
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久米島

宮古

【島外中学生対象】
・ミニオープンスクール（島外生向けオープンスクール）
第１回８月５日(金)10:30～12:00場所：久米島高校学校説明会
14:00～16:00場所：じんぶん館（町営寮）見学
※希望者のみ
第2回10月14日(金)10:30～12:00場所：久米島高校学校説明会
14:00～16:00場所：じんぶん館（町営寮）見学
※希望者のみ
学校HＰへ掲載します。
※上記日程等に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響等によ
り変更または中止となる場合があります。中止の際は、オンライン
での実施を検討します。
（学校HPへ掲載します）
・学校説明会(中学生・保護者向け)
日時:10月26日(水) 15:00～16:30
場所:宮古高校体育館
※ 終了後に希望者は部活動の見学ができます。
(感染状況を踏まえて実施しない可能性あり)
・学校説明会(中学校教諭向け)
日時:10月26日(水) 16:00～17:00
場所:宮古高校会議室

・島外生向けオープンスクールは所定の申
込用紙有り。（学校HPへ掲載します）
・じんぶん館（町営寮）の見学に関しては
久米島町へお問い合わせ下さい。
・参加者はマスク着用等の感染症対策へ
のご協力をお願いします。

・所定の申込用紙あり。申込用紙は９月中
に宮古地区の各学校に郵送予定です。
・駐車スペースに限りがあるため、乗り合
わせ等での来校をお願いします。

＊上記日程については新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、変
更や中止となる場合があります。
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八重山

・学校説明会
⇒９月20日（火）、９月30日（金）両日とも14：00～の予定
時間帯や場所、参加者などの詳細については後日、申込用紙を送付
させていただいた中学校に連絡します。

・８月に申込用紙を送付させていただいた
中学校へ９月中に再度、所定の申込用紙を
送らせていただきます。

学校番号
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学校名

北部農林

学校説明会、体験学習等日程
・中学3年生対象体験入学
１回目 ８月５日(金)12:30～16:30
２回目 10月14日(金)12:30～16:30
・学校説明会（中学校教諭対象）
10月14日(金)の体験入学で行う。
・中学１・２年生対象体験入学
令和５年２月22日(水) 12:30～15:45

備考（中学校への連絡事項等）
・所定の申込様式が有ります。
・第２希望までの２学科の体験を行いま
す。
・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせで来校お願い致します。
※新型コロナウィルス感染症の影響により
日程を変更する可能性があります。本校、
HPをご確認ください。

・中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
・中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣
・学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調整）
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中部農林

①3年生対象 体験入学（中学生・保護者・中学校教諭）
８月18日(木)、10月19日(水)13:30～16:30
②２年生対象 体験入学（中学生・保護者・中学校教諭）
令和５年１月27日(金)13:30～16:30
③進路指導担当者 学校・入試説明会（中学校教諭）
10月５日(水)14:30～16:30
④中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
⑤中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣
⑥学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調整）
・中学校３年生対象体験入学（生徒・保護者）
９月７日(水)13:00～16:10
・中学１・２年生対象体験入学
10月５日(水)13:00～16:10
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44

南部農林

美里工業

１．事前に申し込み・質問受け付けありま
す。
２．事前に、日程調整と参加希望生徒の申
込が必要です。
３．寮の見学もあります。

１．本校主催
（１）中学校職員対象 学校説明会 ：６月10日(金)13:30～16:30
（２）第１回体験入学 ：７月７日(木)12:30～15:45
（３）第２回体験入学 ：10月４日(火)12:30～15:45
※新型コロナウイルス感染･発生状況により日程、実施
方法の変更中止の可能性もあります
２．中学校主催
（１）中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
（２）中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣
（３）学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ
（要日程調整）

・実施前月に公文発送、HP掲載
・所定の申込用紙有り

（１）本校主催
①学校説明会（中学校教諭）６月８日(水）13:30～16:00
②第１回オープンキャンパス（体験入学）

・案内は、公文発送、HP掲載
・所定の申込用紙有り

７月14日(木) 13:00～15:40
③第２回オープンキャンパス（体験入学）
45

・中学生対象体験入学はHP上で申込用紙を
ダウンロードし、Ｅｰmail及びＦＡＸにて
申込を行う予定です。郵送と学校HPにて案
内をしています。

・各中学校主催の学校説明会（中学生・保護者対象）
中学校からの依頼に応じ、随時日程を調整して依頼があった中学
校へ直接訪問し、学校説明会を行います。
・学校説明会については、郵送とＦＡＸ、
・中学校進路指導担当者向け学校説明会
学校HPにて案内をしています。
10月５日(水)14:30～（受付14:10～）

１．中高連絡会（中学校職員対象）
期日：５月27日
時間：13:30～16:00
２．中学３年生対象 体験入学
期日：９月15日(木)・９月16日(金)
時間：13:00～15:20 ＊時間は予定です
八重山農林 ３．その他
・中学校主催の進路講話・学校説明会（中学生・保護者対象）
は、依頼に応じて随時職員を派遣します。
・中学校主催の学校見学会は、依頼に応じて随時(日程調整
有り)受け入れ対応します。

美来工科

体験入学のご案内について、各中学校へ
公文を発送致します。本校HPにも掲載致し
ますのでご確認ください。本校HPの申込み
様式をダウンロードし、メールでの申し込
みとなります。
申込みは各中学校を通して行ってくださ
い。

９月22日(木) 13:00～15:40
※①、②両日とも、放課後部活動見学・体験実施予定
※新型コロナウイルス感染・発生状況により日程変更もあり
ます。
(２)中学校主催
①学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
②進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
・第１回オープンキャンパス(６月29日 午後予定）
※対象：中学生・中学校職員
※内容：生徒（授業・実習等の見学）・職員（入試情報交換会）
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浦添工業

・第２回オープンキャンパス（７月27日
※対象：中学生（実習体験）

備考（中学校への連絡事項等）
・各中学校へ公文配布
・本校HPに案内を掲載
・事前の申し込みで、人数を
把握し、各科ごとに班を調整

午前中予定）

・第３回オープンキャンパス（10月22・23日
※対象：中学生（工業祭見学・体験等）

終日予定）

・中学校への学校説明会（中学校側からの依頼に応じて行う）
※５月13日 14:00～ 仲西中学校 Zoomを用いての説明会
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那覇工業

沖縄工業

・学校説明会(中学校進路指導担当者向け)：６月30日(木)14:30～

・所定の申込用紙あり

・体験入学(中学３年生向け)：７月29日(金)９:00～

※上級学校訪問では、各学科の実習見学や
学校説明会を行っています。

※上級学校訪問(中学３年生)および中学校へ訪問しての説明会につ
いては、中学校からの依頼に応じて、随時受け付けています。
○体験入学：７月26日(火) 午前・午後の２部制で実施予定
(台風等による予備日８月２日(火））
中学生やその保護者を対象に、希望学科(１学科)の実習室等にお
いて、学習内容や中学生の興味関心を引く体験学習を行う。
○沖工ツアー（オープンキャンパス）：10月27日(木)12:30～16:00
中学生やその保護者を対象に、希望学科(２学科)の実習室や教室
等において、学習状況や施設の見学を行う。
○学校説明会（入試説明会）：10月27日(木)13:30～15:30
中学校職員を対象に、会議室において６学科の紹介や入試に関す
る説明、質疑応答を行う。
○中学校からの依頼に応じて中学生を対象に受入学校説明会も行っ
ています。
○中学校への訪問説明会も依頼に応じて受け付けています。

・駐車スペースに限りがあるのでできる限
り乗り合わせでの来校をお願い致します。
・所定の申込用紙等もあります。必要に応
じて電話やＦＡＸにて連絡して下さい。
・体験入学、沖工ツアー、学校説明会につ
いては学校ホームページへ掲載予定です。
・工業化学科においては別途親子ものづく
り体験教室（小・中学生対象）も行ってい
ます。日程・内容等についてはホームペー
ジに掲載予定です。

※いずれにおいても状況に応じて日程変更や中止等の可能性もあり
ます。
・学校説明会（中学校教諭対象）
日程：７月６日(水)13:00～15:30予定
49

南部工業

・第１回オープンスクール（中学生・保護者・中学校職員対象）
日程：９月13日(火)13:00～16:30予定
・第２回オープンスクール（中学生・保護者・中学校職員対象）※
日程：11月11日(金)13:00～16:30予定
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宮古工業

・体験入学
所定の申込書有り

・出前授業及び学校説明会
中学校からの依頼に応じ、日程調整を行い実施します。

・出前授業及び学校説明会、授業見学
依頼を受けて随時実施いたします。

・授業見学
中学校からの依頼に応じ、日程調整を行い実施します。

学校HPもご確認下さい。

10月15日(土)予定

○体験入学・学校説明会
９月９日(金)13～16時
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名護商工

※第２回オープンスクールは工業祭のプレ
オープンという形で実施する予定です。

・学校説明会（中学校教諭）及び体験入学（中学生）
９月中頃を予定して調整中

・オープンスクール
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・所定の申込用紙あり。
・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせでの来校をお願いします。
・学校HPでも詳細をご確認ください。

○各中学校での学校説明会は依頼に応じ、職員（生徒）を派遣しま
す。

〇体験入学（中学３年生希望者対象）※所定の申込用紙あり
・７月12日(火)午前または午後（学校による振り分け）
２時間半程度
・部活動体験も別日に実施する予定です。詳細が決まり次第、学校
HPに掲載いたしますのでご覧ください。
八重山商工 〇各中学校単位で行う学校説明会（中学３年生希望者対象）
・ブース形式や出前授業の準備をしています。詳細が決まり次第、
学校HPに掲載いたしますのでご覧ください。
〇学校説明会（中学校教諭対象）
・９月20日(火)
・詳細が決まり次第、学校HPに掲載いたしますのでご覧ください。

○所定の申込用紙あります。
Faxでの申し込みをお願いします。
○７月中旬頃に中学校へ配布予定です。本
校ＨＰからもダウンロードできます。
・何かご質問等ございましたら、八重山商
工の教務部広報係に問い合わせください。

学校番号
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55

学校名

学校説明会、体験学習等日程

・学校説明会（中学校教諭対象）４月22日(金)16:00～17:00
・体験学習（中学生対象）
７月25日(月)９:00～12:00
具志川商業
９月13日(火)14:00～16:30
９月15日(木)14:00～16:30
・中学校からの依頼に応じて、職員（生徒）を派遣します。
中部商業

浦添商業

・学校説明会・体験学習（中学生・保護者）
７月７･８日(木･金)14～16時
・中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施します
・学校説明会（中学校教諭）
７月２６日(火)９:50～11:00
・学校説明会および体験入学（中学生）
８月２日(火)・３日(水)午前
⇒ 延期 【８月23日(火)・24日(水)９:15～12:40】
※詳細については追って、公文およびＨＰにてお知らせします
ので、ご確認をお願いします。

備考（中学校への連絡事項等）
・学校説明会
所定の申込用紙あり
駐車スペースは十分にありますので、案内
板に沿って駐車してください。

※所定の申込書あり
文書発送及びホームページにも掲載
・所定の申込用紙有り。
・教室移動等で靴の履き替えがあるため、
靴袋をご持参ください。
・体験入学においては、校内への駐車は
できませんので、公共交通機関のご利用
をお願いします。

・進路学習会、上級学校訪問等（中学生・保護者）
各中学校からの依頼に応じ、日程調整して行います。
・体験入学（中学生・保護者）
８月29日(月)、30日(火)13時半～16時
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那覇商業

・学校説明会（中学校教諭）
８月１日(月)10時～11時
・進路学習会（職員・生徒派遣）・学校見学等
中学校からの依頼に応じ、実施します。

・体験入学は、本校HPに申込フォームを準
備します。
・進路学習会等は本校HPに専用申込フォー
ムを準備していますので、そちらから申込
み下さい。
・校内には駐車できません。

①学校説明会
中学校からの要望を受けて、日程調整のうえ実施。
(１)本校職員が中学校を訪問し、中学生向けに説明を行う。
(２)中学生が本校へ来校し、授業・施設見学等を行う。
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南部商業

沖縄水産

②体験入学
第1回：７月26日(火)・27日(水) ※時間等は調整中です
第2回：10月18日(火)
※時間等は調整中です
中学校職員向け学校説明会も同時開催予定
１．学校説明会
中学校の要望に応じて実施する。
①本校職員が当該中学校を訪問して説明を行う。
②該当中学生および保護者・引率者が本校に来校して，
学校説明を受け，施設見学を行う。 （個別対応）
③本校生徒が出身中学校を訪問して，活動状況を報告する。
(個別対応)
２．学校説明会（中学校職員対象）
８月２日(火)14:00～15:30
申込受付期間 ６月１日(水)～６月30日(木)
対象：中学校職員
３．体験入学(案)
９月22日(木)12:10～15:40に実施する。
申込受付期間 ７月11日(月）～９月９日(金)
対象：中学３年生

所定の申し込みformより、Ｗｅｂにて受
付。
(学校ＨＰにも掲載予定)
※詳細は公文にてお知らせ
※ｺﾛﾅ関連により変更がある場合はＨＰに
て随時連絡

（寮について）
本校には敷地内に学寮「黒潮寮」がありま
す。離島および本島中北部から来校する中
学生は，見学が可能です。（コロナの影響
で内部へ入っての見学ができないこともあ
ります。事前に電話でご確認ください。黒
潮寮：098-995-7660)
（申し込みについて）
左記２～４の申し込みは，所定の様式を各
申込受付期間に本校HPへ掲載します。
メールでの申込になりますので、ご注意く
ださい。
また，駐車場スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致します。

４．学校見学会(案)
11月８日(火)
申込受付期間 ９月１日(木)～９月30日(金)
対象：中学３年生
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宮古総合
実業

・学校説明体験入学会（中学生）
７月５日(火)午後、12日(火)午後、19日(火)午後
・中学校進路指導者対象学校説明会（中学校教諭） 10月６日(木)
・出前学校説明会（中学生・保護者）
中学校からの依頼に応じて随時実施します。
※学校説明体験入学会は、開催日によって実施される学科・コース
が異なります。
※学校説明体験入学会、中学校進路指導者対象学校説明会について
の詳細な日程は現在調整中です。
※新型コロナウィルス感染・発生状況により日程変更もあります。

・学校説明体験入学会については所定の申
し込み用紙があります。申し込み時期に合
わせて、学校ホームページからもダウン
ロードできるよう、掲載する予定です。
・出前学校説明会については、一度学校ま
でお電話にてお問い合わせください。

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
・学校説明会（入試担当者対象）９月30日(金)14時半～16時半
（全日と合同）
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コザ
（定）

北部農林
（定）

備考（中学校への連絡事項等）
駐車スペースに限りがあります。乗り合わ
せで来校お願いいたします。

・学校説明会：中学校からの依頼に応じて日程調整して実施
・上級学校訪問：中学校からの依頼に応じて日程調整して実施
・先輩による進路講話：中学校の依頼に応じて日程調整して実施
・中学３年生対象体験入学
１回目 ８月５日(金)12:30～16:30
２回目 10月14日(金)12:30～16:30
・学校説明会（中学校教諭対象）
10月14日(金)の体験入学で行う。
・中学１・２年生対象体験入学
２月22日(水)12:30～15:45

・所定の申込様式が有ります。
・第２希望までの２学科の体験を行いま
す。
・駐車スペースに限りがあります。乗り合
わせで来校お願い致します。
※新型コロナウィルス感染症の影響により
日程を変更する可能性があります。本校、
HPをご確認ください。

・中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
・中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣
・学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調整）
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中部農林
（定）

那覇工業
（定）

八重山商工
（定）

①３年生対象 体験入学（中学生・保護者・中学校教諭）
８月18日(木)、10月19日(水)13:30～16:30
②２年生対象 体験入学（中学生・保護者・中学校教諭）
令和５年１月27日(金)13:30～16:30
③進路指導担当者 学校・入試説明会（中学校教諭）
10月５日(水)14:30～16:30
④中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時派遣
⑤中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時派遣
⑥学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調整）

体験入学のご案内について、各中学校へ
公文を発送致します。本校HPにも掲載致し
ますのでご確認ください。本校HPの申込み
様式をダウンロードし、メールでの申し込
みとなります。
申込みは各中学校を通して行ってくださ
い。

・学校説明会（中学校進路指導担当職員向け）は６月30日(木)に
実施予定。
・中学校へ訪問しての説明は中学校からの依頼に応じて、随時受け
付けます。

・学校説明会（中学校進路指導担当職員向
け）は本校全日制課程と併せて説明会を行
います。詳細についても全日制に準じま
す。

・学校説明会・体験授業（中学生・保護者・中学校教諭）

・当日は給食費
（200円×人数）をご準備ください。

第１回９月14日(水)16:30～18:35
①16:30～
受付・検温
②16:40～17:20 授業体験・各科目の説明
③17:30～18:00 給食体験
④18:05～18:35 説明会（学校概要説明など）
アンケート記入

・説明会は保護者の参加も可能です。

第２回11月９日(水)16:30～18:35
※日程は第１回と同じ
・学校説明会(中学生、保護者、中学校教諭)
10月26日(水) 14:30～15:30
※新型コロナウイルスの感染状況等により日程変更の可能性
あり
65

那覇商業
（定）

案内は９月上旬、公文及びＨＰ掲載にてお
知らせします。
・所定の申込用紙を記入の上、メールまた
はＦＡＸにてお申し込みください。
・駐車スペースがありませんので、公共交
通機関をご利用ください。
・中学校教諭の引率をお願い致します。
※新型コロナウイルス感染症対策へのご協
力をお願いします。

学校番号

学校名

学校説明会、体験学習等日程
１．学校説明会①：中学校進路指導担当教諭対象
５月11日(水)：14:00～16:00
２．学校説明会②：本校受験希望者・保護者・引率教諭対象
10月26日(水)14:00～16:00
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68

69

泊
（午前）

泊
（夜間）

泊
（通信）

宜野湾
(通信)

備考（中学校への連絡事項等）
駐車スペースに限りがあります。乗り合わ
せで来校お願い致します。

３．学校訪問：中学生・保護者・中学校教諭等
中学校からの依頼に応じて日程を調整いたします。
授業見学も実施しています。事前連絡をお願いします。
４．体験入学：実施しておりません。
【問い合わせ】随時対応しておりますので、電話にてご連絡
ください。
※問い合わせ時間（月曜日から金曜日9:00～17:00）

１.学校説明会①：中学校進路指導担当教諭対象
駐車スペースに限りがあります。乗り合わ
５月11日(水)14:00～16:00
せで来校お願い致します。
２.学校説明会②：本校受検希望者・保護者・引率教諭対象
10月26日(水)14:00～16:00(説明会及び施設見学)
３. 学校訪問 ：中学生・保護者・中学校教諭等
中学校からの依頼に応じて日程を調整します。
事前連絡をお願いいたします。(訪問時間の目安：14:00～17:00)
４. 体験入学 ：実施しておりません。
【問い合わせ】随時対応しておりますので、電話にてご連絡
ください。
※問い合わせ時間(月曜日から金曜日14:00～17:00)
１．学校説明会①：中学校進路指導担当教諭対象
５月11日(水)14:00～16:00
２．学校説明会②：本校受検希望者・保護者・引率教諭対象
10月26日(水)14:00～16:00（説明会及び施設見学）
３．学校見学・説明会
（スクーリング見学はスクーリングのある日曜日）
※事前に電話予約が必要です。
【問い合わせ】月曜日～木曜日９:00～17:00
４．体験入学：実施しておりません。

駐車スペースに限りがあります。乗り合わ
せで来校お願い致します。

・学校説明会
(中学生・過卒生・保護者・引率教諭)
９月28日(水)、14:00～16:00(全日制説明会同日)

・学校説明会
①所定の申込用紙有り。
②駐車スペースに限りがありますので
乗り合わせで来校をお願いします。

・学校見学会
スクーリング見学は10月２日～12月11日のスクーリングのある
日曜日にできます。
＊事前に電話での予約が必要です。
・体験入学はおこなっていません。

・学校見学
事前予約連絡の際に日程調整をおこな
います。

