
科 学校名 実施日・時間 主な内容 連絡・要望事項等

令和２年11月５日（木） ・学校説明 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・授業見学、施設見学、個別質問受付等 　・体育館シューズ（上履き）・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ① 13:00～14:10(受付12:30～) ・部活動紹介ビデオ（希望者） ※受付時間①,②は中学校ごとに決定し、本校HPにてお知らせします

FAX: ② 15:00～16:10(受付14:30～) ※公共交通機関を利用して参加願います

令和２年11月５日（木） ・学校説明（生徒による学校紹介もあり） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・国際理学科説明・課題研究ポスター展示 　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・校舎・授業見学 ※詳細は西高HPにて

FAX: ・部活動自由見学・生徒会への質問会（自由参加） ※駐車場：姫路競馬場第３駐車場

令和２年11月５日（木） ・学校説明（学校概要・入試説明等） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・授業見学及び施設見学 　・上履き・下足入れ袋・筆記用具・体育館シューズ

・部活動見学（希望者） ※詳細は南高ＨＰにてご確認ください

・個別質問及び相談（希望者） ※公共交通機関を利用して参加願います

TEL:

FAX:

令和２年11月５日（木） ・学校概要説明（学校生活、部活動、教科、進路、国際交流等） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・歓迎演奏(ビデオ鑑賞) 　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・授業見学、施設見学 ※詳細は網干高HPにて

FAX: ・部活動見学（希望者） ※特色選抜「国際文化交流類型」の説明会：10月24日(土)実施予定

令和２年11月５日（木） ・学校紹介 ※持参物

令和２年11月10日（火） 　・上履き・下足入れ袋・筆記用具

TEL: ※車での来校可

FAX: ・部活動見学（希望者）

令和２年11月５日（木） ・学校概要説明 ※持参物

令和２年11月10日（火） 　（学校紹介・コース説明・学校生活紹介等） 　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・校内見学（授業見学・食堂利用等） ※詳細は姫路飾西高ＨＰにて

FAX: ・コースに対する質問会・部活動見学（希望者） ※公共交通機関･自転車を利用して参加願います

令和２年11月５日（木） ・全体概要説明会 ※持参物

令和２年11月10日（火） （学校生活紹介ビデオ、卒業生の体験談、学校説明） 　・体育館シューズ（上履き） ・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・授業見学 ※詳細は福高HPにて

FAX: ・部活動見学（希望者） ※公共交通機関か自転車を利用して下さい

令和２年11月５日（木） ・全体会（紹介ビデオ・授業のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・授業見学 　・体育館シューズ・筆記用具

TEL: ・部活動見学

FAX: ・相談・質問会（希望者）

令和２年11月５日（木） ・学校紹介、施設見学等 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・ミニ体験授業 　・上履き　・筆記用具

TEL: 　11/5（木） １社会　２理科　３国語　４商業 終了後、希望者は自由に部活動を見学できます

FAX: 　11/10（火）１ 社会　２理科　３数学　４英語 ※ミニ体験授業の科目は変更になることがあります

令和２年11月５日（木） ・学校紹介 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・体験授業（航海計器） 　・上履き・筆記用具

TEL: ・授業発表（海の生物・海洋スポーツ・総合的な探究の時間） ※姫路方面からお越しの方は、姫路港11:40発の高福ﾗｲﾅｰに

FAX: ・部活動紹介、授業・施設見学 　乗船してください

令和２年11月5日（木） ・学校紹介 ※持参物　：　筆記用具

令和２年11月10日（火） ・歓迎行事 ※公共交通機関や自転車を利用してご参加ください

TEL: ・校内見学

FAX: ・（希望者）個別相談会／部活動見学

令和２年11月5日（木） ・学校紹介、校内見学（入れ替え制） ※持参物：・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

令和２年11月10日（火） ・生徒会による個別相談会 ※部活動見学は自由

TEL: ・部活動見学（希望者） ※公共交通機関・自転車を利用して参加願います

FAX:

令和２年11月５日（木） ・学校説明 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・施設見学　　 　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・一部授業見学（健康福祉コース等） ※公共交通機関・自転車を利用して参加願います

FAX: ・進路相談、部活動見学（～16:00）【希望者】

令和２年11月５日（木） ・歓迎演奏、学校紹介、学校生活紹介 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・キャリプラ・探究活動成果発表 　・下足入れ袋　・体育館シューズ

・体験授業:1.国語 2.社会 3.数学 4.理科 5.体育 6.音楽 　・筆記用具

TEL: 　7.美術 8.英語 9.家庭 10.商業 11.情報 

FAX: ・部活動見学、進路相談（希望者） ※公共交通機関を利用して参加願います

※お願い：オープン・ハイスクールには必ずマスクを着用のうえ参加願います。

姫路南

兼松　由佳子

13:30～16:30
（受付13:00～） ・特色類型〔音楽・スポーツ類型〕説明会（希望者）

※参加希望者は「体験授業等（第１希望）」の欄に、音楽
類型は体験１、スポーツ類型は体験２と入力

※web申込み画面には、「参加の場合は第３希望まで必ず選択
してください」とありますが、「体験授業等（第２希望）」「体験授
業等（第３希望）」への入力は不要です。079-236-3186

１　複数志願選抜を実施する高等学校のオープン・ハイスクール

079-253-0726

13:30～15:30
（受付13:00～）079-274-2015

家島

福崎

圓尾　昌博

0790-22-1200 13：35～15:05
(部活動見学は16:00まで)

（受付13：20～）0790-22-1201

夢前

前田　幸生

堀　紳二

宅見　勇

079-265-2070

市飾磨

香寺

079-292-4925

079-232-0048

079-336-0039

079-336-0585

神崎

山本　識人

藤井　陽一

079-325-0165

令和２年度　第４学区公立高等学校オープン・ハイスクール実施計画一覧表

磯合　幹男

13:30～15:00
（受付13:00～）

姫路飾西
079-266-5355

普
通
科

姫路西
079-281-6621 14：15～16:30

（受付13:30～）079-281-6623

【　中播地区　】

担当者・電話

姫路東
（単位制）

肥塚　直樹

079-285-1166

13:15～15:00
（受付12:45～）

13:30～15:30
（受付13:00～）

・体験授業（１国・２社・３数・４英・５音・６書　７福祉（家
庭）８医療とホスピタリティ・９情報　10商業）13:00～16:10

（受付12:30～）

姫路別所

079-285-1167

小林　潔志

079-266-5354

上田　貴哉

13:00～16:30
（受付12：30～）

総
合
学
科

市琴丘

市姫路

有馬　幸子

079-297-2753 13:30～15:30
（受付13:00～）079-297-2755

079-236-1835

13:30～16:00
（受付13:00～）

079-245-1121

079-292-4927

網干

079-253-0755

槌賀　真澄美

079-325-1188

079-245-1138

宮﨑　みゆき

0790-32-0209 13:10～15:40
（受付12：50～）

079-274-2012

13:30～16:00
（受付13:00～）

0790-32-0349

◇警報発令時の対応について【当日午前７時現在（以降）】◇
※高等学校→ 所在市町に警報発令 → 中止 （各高等学校ホームページにも掲載） ※中学校→ 生徒居住市町に警報発令 → 参加の中止



科 学校名 実施日・時間 主な内容 連絡・要望事項等
令和２年10月30日（金） ・学校概要説明 ※持参物　（筆記用具）

令和２年11月27日（金） 　（学習、進路、奨学金等について） ※申込については別途案内送付

TEL: ・レポート体験学習（数学科）

FAX: ・個別相談、入試説明会

令和２年10月９日（金） ・学校概要説明（学校生活について等） ※持参物（上履き、筆記用具）

令和３年１月15日（金） ・生徒生活体験発表 ※申込は各中学校に送付

TEL: ・生徒会役員作成映像視聴 ※公共交通機関を利用して参加願います

FAX: ・授業見学

・ガイダンス（学校紹介） ※持参物

・情報活用講座 　　・筆記用具　・上履き　・下足入れ袋

(商業科） （商業科：ワード・エクセル実習、情報科学科：画像処理の学習） ※申込締切　令和２年10月23日（金）

（情報科学科）TEL: 9:00～12:00 ・簿記の学習（簡単簿記の学習） 　（別紙参加申込書に記入し、メールまたはFAXで送信）

FAX: （受付8:30～） ・部活動見学及び個別進路相談（12:00～希望者） ※公共交通機関を利用して参加願います

・学校の魅力紹介（各科説明） ※持参物

・授業参観・施設見学 　・筆記用具　・体育館シューズ　・タオル

TEL: 9:40～12:30 ※公共交通機関を利用して参加願います

FAX: （受付9:00～） ※詳細は姫工ホームページで

・学校概要説明 ※持参物

・施設見学 　・筆記用具

TEL: 10：00～12:30 ・個別相談（希望者のみ） ※公共交通機関を利用して参加願います

FAX: （受付９：30～）

TEL:

FAX:

TEL:
FAX:

TEL:

FAX:

＊令和２年10月５日(月）～

　令和２年10月６日(火)

TEL: ＊令和２年９月下旬～

FAX: 　12月上旬の火曜・木曜

姫路
しらさぎ

青木　香積
　高等部見学会
　　※中学２年生の保護者、生徒及び担任対象

　体験･見学
　　※中学３年生の保護者、生徒及び担任対象（要 事前申し込み）
　　※教育相談・学校見学は随時受け付けております

079-295-2200

079-298-1060

志賀　泰三郎

079-285-3765

飾磨工業
（全日）

（多部制）

２　各学校の案内等を参照して申し込む学校のオープン・ハイスクール

令和２年10月24日（土）

姫路商業

普
通
科

※２のオープン・ハイスクールに加え、各校独自で行われるオープン・ハイスクールについては、別途案内がありますので、各高等学校等のホームページでご確認いただくか、直接各高等学校等にお問い合わせください。

079-235-1951

宮田　真裕

079-284-0111

藤田　伸之 令和２年11月15日（日）

川添　雅史

姫路聴覚

079-284-0331

姫路
（分教室）

079-253-0804

079-222-5237

079-253-0790

専
門
学
科

姫路
（本校）

079-284-0112

田中　博之

特
別
支
援
学
校

　令和2年９月 23日（水）
　　　　　　　     30日（水）
　　　　   10月　７日（水）
　　　　　　　     14日（水）
　　　　　　　     21日（水）
　　　　　　　     28日（水）

担当者・電話

079-298-0439

姫路工業
（工業科）

網干
（通信）

（単位制）

相賀　勇人

079-274-2014 10:00～12:00
（受付９：30～）079-271-2521

姫路北
（定時制）

佐々木　了悟

079-281-0118 16:00～18：00
（受付15:45～）

　令和２年10月15日（木）
　　　　　　　　    22日（木）
　　　　　　　　    29日（木）
　　　　　   11月　5日（木）
　　　　　　    　　12日（木）

　分教室入学相談及び体験入学
　　対象：姫路市全域および、市川町、福崎町、神河町　の
　　　　　　中学３年生（義務教育学校９年生）
　　時間: ８:４５(受付）～１２:００
　　内容: 個別面談、体験授業

＜持 参 物＞　筆記用具、上履き、靴を入れる袋、
＜参加申込＞　各中学校を通じて９月１８日締切
＜参 加 者＞  生徒、保護者、担任
＜そ の 他＞  当日、マスク着用で参加ください。

中止 毎年８月に実施していたオープンハイスクールは、今年度は実施しませんでした。
延期の予定もありませんが、教育相談は随時受け付けております。

079-281-0131

令和２年11月７日（土）

079-285-2039

079-235-1952

079-298-0437

中塚　雄介

　高等部入学希望者　体験入学
　　対象：本校校区の中学３年生（義務教育学校９年
生）
　　時間：９：０５（受付）～１２：００
　　内容：「高等部の生活」「本校入学までの流れ」の説明
　　　　　体験授業（生徒）
　　　　　個別相談（保護者、担任）

＜持 参 物＞　筆記用具、上履き、靴を入れる袋、体操服、水筒
              療育手帳（所有している人）
　　　　　　　身障者手帳（所有している人）
＜参加申込＞　各中学校を通じて７月末締切
＜参 加 者＞  生徒、保護者、担任
＜そ の 他＞  当日、マスク着用で参加ください。
　　　　　　　朝、発熱、体調不良の場合は、無理して参加せず
　　　　　　　欠席連絡をお願いします。
              （相談の上、別日を設定します。）


