
平成 28年 8月 26日 

中学校長 様 

中越高等学校長  

八田 元史 

 

平成 28年度中越高等学校「第２回 オープンスクール」の開催について(ご案内) 

 

 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本校の教育活動に対し、 

ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記のとおり第２回オープンスクールを下記のように開催いたします。ご多用中誠

に恐縮に存じますが、貴校生徒さんや保護者のみなさんの参加についてご配慮いただきたく、

ご案内かたがたお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日   時   平成 28年 9月 22日 (木)  8:50～ 12:30 

        

２ 内  容    8:30～ 8:50   受付(体育館) 

8:50～ 9:00  吹奏楽部・チアリーディング部歓迎パフォーマンス 

9:00～ 9:55   学校紹介・サテライン紹介 

Aコース 

模擬授業参加 

10:05～10:50模擬授業参加  

11:00～11:30 校舎見学  

Bコース 

部活動体験 

10:05～10:25校舎見学 

10:25～11:50部活動体験 

11:30～12:30  昼食(カレーライス)・アンケート記入後解散  

12:00～12:30  入試相談(希望者) 

 

３ 参加申込    準備の都合上  9月 15日(木) までに、同封のFAX 用紙にて、参加人数を

お知らせください。 

 

４ その他  (1)引率者をつけていただく必要はございませんが、安全面につきましては、生

徒さんへのご指導をよろしくお願いいたします。また、自転車での来校は

ご遠慮願います。 

(2)越後交通臨時バスのご案内（9／22のみ運行） 

行き 長岡駅東口 5番線 8:20発 → 中越高校 8:30着 運賃 190円 

帰り 中越高校 12:10発 →   長岡駅東口 12 :20着 運賃 190円 

帰り 中越高校 12:30発 →   長岡駅東口 12 :40着 運賃 190円 

(3)筆記用具・内履きをご用意ください。 

(4)A・Bの各コースは同時に参加できません。 

(5)部活動体験希望の生徒さんは参加同意書(別紙)が必要となります。 

(6)不明な点は担当者にお問い合わせください。  

 

 

 

担当 : 教頭 石橋 容子  

電話：0258－24－0203 



中越高等学校　オープンスクール　模擬授業

9月22日(木)　　10：05～10：50

授業実施者 苅部　睦美　先生

会　場 普通教室

教　科 国語

テーマ J－POPで学ぶ古文　～高校初級編～

内　　容
J-POPの歌詞を用いて、高校1年生レベルの課題に取り組みます。古文を味方
につけたい人向け。

授業実施者 丸山　剛　先生

会　場 普通教室

教　科 数学

テーマ 数学はどんなところで役に立つ？

内　　容

数学って何に使うんだろうか？こんなのやって意味があるのかな？と考えた
ことはありませんか？身近なところで使われている数学にふれて、少しでも
学習する意欲につなげてもらえればと思います。一緒に考え、学びましょ
う。

授業実施者 関　愛　先生

会　場 普通教室

教　科 英語

テーマ 英語で学ぶ異文化～自分の中の異文化に出会う～

内　　容
英文を読んだり、英語で文を書いたり、といった活動の中で多文化共生や異
文化についても理解を深めることをねらいとした授業です。グループ活動を
中心にしてみんなで学び合います。

授業実施者 松田　浩明　先生

会　場 第一理科室

教　科 理科

テーマ 高校理科の実験を体験

内　　容
中学と高校では、設備や授業の幅も大きく変わってきます。中学と高校の違
いを実験で体験してみませんか？

授業実施者 渡辺　健介　先生
会　場 普通教室
教　科 社会
テーマ 社会科は暗記科目なのか！？

内　　容
社会科の苦手な人は、暗記が苦手と言います。でも本当に社会科は暗記が苦
手だとできないのか？社会科が得意な人も苦手な人も一緒に考えてみましょ
う。

授業実施者 高澤　晃　先生
会　場 第１コンピューター室
教　科 情報
テーマ パソコンを使って、あっと言う間にお仕事終了！？

内　　容
人間の手作業で2時間も3時間かかる作業を、パソコンを使ったら、わずか数
分で終わらせることが出来るとしたら？表計算ソフト「Excel」を使って、
データ処理の入門を体験します。



第２回　オープンスクール（9/22）　参加可能部活動　一覧表

運動部 A.M 内　容　等 活動場所
（晴天）

活動場所
（雨天） 用意してほしい物

陸　上 ○ 練　習 グランド １階廊下 体操着、シューズ

水　泳 ○ 説明会 教室 教室 特になし

野　球（男子のみ） ○ 練　習 グランド 雨天練習場
ユニホーム、スパイク、グローブ、アップ
シューズ

バドミントン ○ 練　習 体育館 体育館 体操着、ラケット、シューズ等

バスケットボール ○ 練　習 体育館 体育館 体操着、シューズ

バレーボール ○ 練　習 体育館 体育館 体操着、シューズ

テニス ○ 練　習
テニス
コート

４階廊下 体操着、ラケット、シューズ等

ソフトテニス ○ 練　習 校外コート 校外コート 体操着、ラケット、シューズ等

卓　球 × 大会のため、不在

ソフトボール ○ 練　習 グランド ピロティ 体操着、シューズ

サッカー ○ 練　習 グランド グランド 体操着、スパイク、すね当て等

ハンドボール ○ 練  習 グランド ３階廊下 体操着、シューズ

柔　道 ○ 練  習 武道場 武道場 柔道着（無ければ体操着）

剣　道 ○ 練　習 武道場 武道場 体操着

チアリーディング ○ 練　習 生徒玄関 生徒玄関 体操着、シューズ

文化部

美　術 × 校外活動のため、不在

書　道 ○ 練　習 書道室 書道室 特になし

吹奏楽 ○ 練　習 音楽室他 音楽室他 特になし

写　真 ○ 作品づくり 理科室 理科室 写したい物があればその物

演　劇 ○ 練　習 被服室 被服室 特になし

英　語 ○ 練　習 図書室 図書室 特になし

放　送 ○ アフレコにチャレンジ 放送室 放送室 特になし

茶　道 × 校外活動のため、不在

中越高等学校



①　生 　徒　　　　　　        　　名

②　教   員　　　   　　　　　　 　名

③　保護者　　 　 　　　    　　　名
※長岡駅中越高校間

バス利用予定者数 名

　　模擬授業の参加希望者数(教室の定員を超えた場合、当日に変更していただく場合があります。)

1 J-POPで学ぶ古典（国語） 名

2 数学はどんなところで役立つ？（数学） 名

3
英語で学ぶ異文化理解
～自分の中の異文化に出会う～ 名

4 高校理科の実験を体験（理科） 名

5 社会科は暗記科目なのか（社会） 名

6 パソコンを使ってあっという間にお仕事終了 名

1 陸　　上

2 水　　泳

3 野  球　（男子)

4 バドミントン

5 バスケットボール

6 バレーボール

7 テニス　

8 ソフトテニス

9 ソフトボール

10 サッカー

11 ハンドボール

12 柔　道

13 剣　道

14 チアリーディング

15 書　道

16 吹　奏　楽

17 　写　真　

18 演　劇

19 英　語

20 　放　送　

校   長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

( 担当 : 　　　　　　　　　　　　　先生 )

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名　　　　　　 　　　　　　:　計　　　　　　名

                                      中学校

  　部活動体験の参加希望者数

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

                          　立

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

（引率をつけていただく必要はありません）

バス増発の目安です。概数で結構です。

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

男子　　　　　名、　女子　　　　　名　:　計　　　　　　名

［第２回　オープンスクール　 参加申込書］
「平成28年度 中越高等学校 オープンスクール」 担当  教頭 石橋　容子　宛

 FAX  (０２５８)  ２４－０２０５

中越高等学校長

締め切り9月15日(木)

        八田　元史　様



平成 28年 8月 26日 

「第２回オープンスクール」の 

部活動体験に参加するみなさんへ 

中越高等学校長 

八田 元史 

 

部活動体験参加における同意書提出について(お願い) 

 

 本校では、第２回オープンスクールで部活動体験を下記の内容で実施します。 

 つきましては、参加希望する生徒さんは、保護者の「参加同意書」(この用紙のキリトリ線の

下)を記入・捺印の上、当日、参加する部活動の本校顧問に提出してください。 

尚、野球部の部活動体験に参加希望の生徒さんは、野球部の「参加同意書」(別紙) を提出し

てください。 

 

記 

 

１  日   時   平成 28年 9月 22日 (日) 10:25～11:50 

 

２  内  容  部活動体験 (参加同意書持参者に限る) 

               ＊部活動見学は自由にできます。 

 

３ 体験実施部活動   

陸上、水泳、野球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、テニス、 

ソフトテニス、ソフトボール、サッカー、ハンドボール、柔道、剣道、 

チアリーディング、書道、吹奏楽、写真、演劇、英語、放送 

 

４ その他 (1) 部活動体験に必要な物(別紙参照)を、持参してください。 

(2) 野球部の「参加同意書」は、別紙です。    

(3) 不明な点は担当者にお問い合わせください。 

 

キ リ ト リ 

 

参 加 同 意 書 

 

平成 28年度中越高等学校「第 2回オープンスクール」部活動体験への参加に同意します。 

 

平成 28年 9月 22日 
 
      立         中学校 
 

生徒氏名                 
 

保護者氏名             ㊞  
 

参加する部活動              

担当 : 教頭 石橋 容子 

電話 : 0258－24－0203 

部活動体験をはじめる前に、指導顧問の先生に提出して下さい。 



平成28年8月26日 

「第2回オープンスクール」の 

野球部活動体験に参加するみなさんへ 

中越高等学校      

校  長 八田 元史 

野球部長 柳澤  陽 

部活動体験（野球）について 

 

 第2回オープンスクールの際、下記のような形式で部活動体験を計画しています。本校入学にかか

わらず、高校進学後も野球を続ける意志を持っている人や、高校野球に興味を持っている生徒諸君に

参加いただきたいと思います。 

 尚、参加を希望する生徒さんは、保護者の「参加同意書」を記入・捺印の上、当日グラウンドへ持

参してください。 

 

記 

 

１ 日 時    平成28年9月22日（木） 

 

２ 場 所    中越高等学校グラウンド（雨天時 室内練習場） 

 

３ 内 容    ウォームアップ、キャッチボール、ノック、フリーバッティング、 

         ピッチング、クールダウン 

 

４ 持ち物    ユニホーム（試合着でも練習着でも可）、帽子、スパイク、 

グローブ（硬式用でも軟式用でも可）、内履き または アップシューズ 

５ 指導者 

         柳澤 陽  野球部長  （本校教諭） 

         本田仁哉  野球部監督 （本校教諭） 

         大沼和美  野球部顧問 （本校教諭） 

         根津 一  野球部コーチ（本校教諭） 

         齋藤 治  野球部コーチ（本校職員） 

 

 

 

きりとり 

 

参加同意書 

 

平成28年度中越高等学校「第2回オープンスクール」部活動体験（野球部）への 

参加に同意します。 

平成28年9月22日 

 

      立           中学校 

 

生徒氏名                 名                  

 

保護者名                印 


