
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6日（金） ・開会行事（歓迎演奏等）　・全体会（学校紹介など） ※持参物　・上履き　　・体育館シューズ

令和２年11月10日（火） ・授業及び施設見学　・部活動見学 　　　　　・筆記用具　・下足入れ袋

TEL: （注意：今年度は体験授業を実施しません） ※食堂体験は、密を避けるため先着40名とします。

FAX: ・食堂体験あり（詳細は本校HPを参照してください） ※11月14日(土)に中学1・2年生対象学校説明会を予定しています。

令和２年11月６日（金） ・吹奏楽部歓迎演奏 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・学校紹介（学びと進路、学校生活等） 　・体育館シューズ ・下足入れ袋 ・筆記用具 ・飲み物

TEL: ・校内見学（学校施設) ※詳細は相高ＨＰを参照してください

FAX: ・体験授業（1 国語・2 社会・3 数学・4 理科・5 体育・6
英語・7 情報より選択）

・部活動見学、質問会

令和２年11月６日（金） ・歓迎演奏（吹奏楽部・音楽部） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・学校紹介、学校概要説明 ・上履き、下足入れ袋　・筆記用具　・飲み物等

TEL: ・校内見学、部活動見学 ※荷物を持っての移動となります

FAX: ※駐車、駐輪は所定の場所へお願いします。

令和２年11月６日（金） ・学校紹介、健康科学類型紹介 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・体験授業 　・上履き　・体育館シューズ　・筆記用具

TEL: (1国語 2英語 3数学 4社会 5理科 6情報 7健康科学類型) 　・下足入れ袋　・飲み物

FAX: ・部活動見学

令和２年11月６日（金） ・学校及び学科説明 ※持参物

令和２年11月10日（火） ・施設見学 　・体育館シューズ　・下足入れ袋

　・筆記用具　・お茶等

TEL:

FAX: ・部活動見学（希望者）

令和２年11月6日（金） ・歓迎演奏（吹奏楽部） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・学校紹介（類型・学校生活等） 　・体育館シューズ　・下足入れ袋

TEL: 13：30～15：30 ・体験授業（1 国語・2 社会・3 数学・4 理科・5 英語） 　・筆記用具　・お茶等

FAX: （受付13:00～） ・学校施設案内、部活動見学

令和２年11月 6日（金） ・学校紹介、特色選抜生活動報告 ※持参物　  

令和２年11月10日（火） ・授業見学　 　・上履き ・体育館シューズ ・下足入れ袋 

TEL: ・学校施設案内、部活動見学 　・筆記用具

FAX: ※駐輪場は体育館南側

令和２年11月6日（金） ・全体会（学校説明、生徒による学習成果発表） ※持参物

令和２年11月10日（火） ・体験授業 　・体育館シューズ　・下足入れ袋　・筆記用具

１国語　２社会　３数学　４理科　５書道　６英語 ※ 体験授業・部活動見学の詳細はHPをご覧ください

TEL: ７中国語　８ハングル　９家庭　10音楽　11体育 ※できるだけ公共交通機関を利用して参加願います

FAX: 12商業　13産業社会と人間　　　　・部活動見学

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7日（土） ・学校紹介、体験授業、部活動見学（体験）、進路等教育相談 ※持参物

13:00～16:30（受付12:30～）   体験授業は（国・地歴・数・理・体・英・情・ｱｸﾃｨﾌﾞ） 　・上履き　・体育館シューズ　・下足入れ袋

　より１講座を選択 ※要：事前申込 　・筆記用具　・お茶等

TEL: 令和２年11月25日（水）～27日（金） ・授業見学、部活動見学、個別相談 　・体操服等（体験授業の科目、部活動体験の有無による）

FAX: ８:35～16:30（受付8:20～） 　随時受付けます。授業、部活動等をご覧下さい。 　

令和２年11月20日（金） ・学校生活紹介 ※持参物

令和３年１月15日（金） ・学校説明　 　・上履き　・筆記用具

TEL: ・授業見学

FAX: ・質疑応答

第１回　令和２年９月22日（火） ・学校説明 ※持参物

第２回　令和２年11月3日（火） ・第１回は、模擬授業（下記より１講座を選択） 　・体育館シューズ　・下足入れ袋

TEL: 　（国・地歴公民・数・理・英） 　・筆記用具

FAX: ・校内見学、寄宿舎見学（希望者） ※模擬授業については事前に調整し、メールでやり取りします

※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。

田中　昌宏

※11月７日（土）に同様の内容で相生高校独自の学校説明
会を実施します。

佐用
13:20～16:00

（受付13:00～）
0790-82-2434

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

【　西播地区　】
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

担当者・電話

普
通
科

龍野

船積  慶原

0791-62-0886 13:10～16:30
（受付12:30）0791-62-0493

上郡

中嶋　明

0791-52-0069 13:30～16:30
（受付13:00～）0791-52-0071

相生

岸本　由樹

0791-23-0800

13:30～16:00
（受付13:00～）

赤穂

・体験授業：１英語　２数学　３国語　４社会
　　　　　  ５理科　６美術　７情報

山根　一郎

0791-43-2153

0790-82-2719

志田　守

普
通
科

赤穂
（定時制）

上内　伸一郎

尾島　和弘

山崎

北山　新二

0790-62-1730

0790-62-5849

総
合
学
科

太子

079-277-0124

伊和

小坂　郁也

0790-72-0240

0790-72-0241

079-277-0123

0791-23-0801

0791-43-2151

0791-43-2151 13:20～16:00
（受付12:50～）

13：30～16:30
（受付13:00～）

16:40～18:30
（受付16:15～）0791-43-2153

13:30～16:30
（受付13:00～）

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

担当者・電話

千種

0790-76-2033

0790-76-2233

県立大学附属

長尾　満也

0791-58-0722

連
携
型
中
・
高

総
合
科
学
科

10:00～12:20
（受付９:30～）0791-58-0723

◇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

・学校紹介、進路説明 ※持参物

・班別実習（中学生） 　・上履き　・体育館シューズ　・筆記用具

TEL: 12:30～15:20 ・実習見学会（保護者・引率教員） 　・下足入れ袋　・お茶等

FAX: (受付12:10) ・部活動自由見学

令和２年11月27日（金） ・学校紹介 ※持参物

令和３年１月21日（木） ・授業見学（教室での授業・実習） 　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具

TEL: ・施設見学 　・お茶等

FAX: ・質疑応答

令和２年10月31日（土） ・全体会（学校紹介・学科説明、進路について） ※持参物

予備日：令和２年11月1日（日） ・体験学習 　・体育館シューズ　・筆記用具

　（1農業生産科：トラクター運転実習・羽山農場見学等） 　・下足入れ袋　・飲み物　・帽子

TEL: 　（2地域環境科：果樹糖度測定・ミニガーデン作り 　・体操服　・軍手　・タオル

FAX: 　　ドローン操縦･測量 等）

【午前・午後：地区指定あり】 ・オリエンテーション ※持参物

令和２年11月７日（土） ・科別施設見学 　・体育館シューズ　・上履き

TEL: ９:00～11:30 ・体験学習（科別）　 　・筆記用具　・タオル　・飲み物

FAX: （受付８:30～） 　【総合デザイン、総合福祉科：体操服上下】

【午前・午後：地区指定あり】 【午前・午後の地区指定について】

令和２年11月７日（土）

TEL: 13:45～16:15

FAX: （受付13:15～）

・学校説明（概要説明） ※持参物

・質疑応答及び個別相談 　・上履き　・下足入れ袋

TEL: ・授業参観 　・筆記用具

FAX: ・部活動見学（希望者）

・生徒体験活動発表会参観 ※持参物

・学校説明（概要説明） 　・上履き　・下足入れ袋

TEL: ・質疑応答及び個別相談 　・筆記用具

FAX: ・部活動見学（希望者）

・全体会（学校紹介及び総合自然科学科紹介など） ※持参物　・上履き　　・体育館シューズ

・体験授業（数・理科実験） 　　　　　・筆記用具　・下足入れ袋

TEL: ・相談会、部活動見学 ※熱中症対策（水分補給等）は各自でお願いします。

FAX: 　※体験授業は、数学・理科　両教科受講

・学校説明 ※持参物

・学科説明 　・体育館シューズ　・下足入れ袋　・筆記用具　・帽子　

TEL: ・体験学習：１栽培　２飼育　３環境 　・体操服（上下）　・タオル　・軍手　・お茶等

FAX: ・農場見学

・学校説明 ※持参物

・学科説明 　・体育館シューズ　・下足入れ袋　・筆記用具　

TEL: ・体験学習：１製菓実習　２小物作り 　・エプロン　・三角巾　・タオル　・お茶等

FAX:

・歓迎演奏（吹奏楽部） ※持参物

・学校説明　・学科説明 　・体育館シューズ　・下足入れ袋

・体験授業（調理体験） 　・筆記用具　・エプロン　・三角巾　・タオル

TEL: ９：00～13：20 ・体験授業（農産物の収穫体験、木工体験） 　・軍手　・お茶等

FAX: （受付8:30～） ・学校施設案内　・部活動見学

TEL: 10:00～11:30

FAX: （受付9:45～）

・中学３年以上対象

・授業見学、学校概要、入学案内
（中止）

令和２年12月８日（火）～10日（木） ・中学２年生以下対象

TEL: 令和２年12月14日（月）15日（火） ・授業見学、学校概要

FAX: 令和３年１月14日(木)15日(金)

　令和２年７月９日（木）

15:30～16:30

（受付15:10～）

TEL: 　令和２年９月３日（木）

FAX:

0790-62-5849

北山　新二 令和２年11月1日（日）

令和２年10月24日（土）

令和２年10月24日（土）

令和２年11月９日（月）

中嶋　明

0790-82-2719

船積　慶原

0791-62-0886

福井　健二

0791-75-2900

山本　芳久

0791-75-2900 17:30～20:50
（受付17:00～）

担当者・電話

池田　晃敏

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

専
門
学
科

相生産業
（定時制）

都倉　宏之

0791-22-1626

0790-62-1730

17:25～20:00
（受付17:00）0791-22-1627

上郡
農業生産科
地域環境科 ９:30～12:30

（受付９:00～）
0791-52-0069

0791-52-0071

0791-22-0595

龍野
総合自然科

学
学科

佐用
農業科学

0791-75-2296

９:00～12:30
（受付８:30）

鎌内　威至

令和２年10月24日(土)

龍野北
（定時制）

0790-82-2434 ９:00～12:30
（受付８:40～）

相生産業
（全日制）

※ ７月９日　高等部入学説明会
　　　　　    通学区域内の中学校特別支援学級担任対象
     　 　　　学校概要、高等部の説明、高等部卒業後の進路等
※ ９月３日  学校見学会　生徒・保護者・担任対象
※ 高等部体験入学 ９月～10月　※ 教育相談・学校見学は随時受付

0791-59-8277

0791-58-1510

佐用
家政

岩﨑　由香子

0790-82-2434

山崎
森と食科

９:00～12:30
（受付８:40～）0790-82-2719

0791-75-2296

福井　健二

0791-75-2296

山本　芳久

0791-75-2900 13:00～16:10
（受付12:30～）

※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。

0791-43-9266

0791-43-9527

播磨
特別支援

特
別
支
援

赤穂
特別支援

山口　了

西はりま
特別支援

上田　亜紗子

0791-66-0092

0791-66-0091

令和２年５月25日（月）～29日（金） ※持参物
　・上履き　・下足入れ袋　・筆記用具
※事前申し込み必要
※これとは別に教育相談、学校見学を随時受け付けています。
※学校ホームページにて告知します。その旨を、教育事務所を通じ
て、市町教委・各中学校に告知します。

藤田　秀則

※ ７月９日　高等部入学説明会　(中３生対象）
　　　　　  　    通学区域内の中学校特別支援学級担任対象
     　 　　　     【内容】　　学校概要、高等部の説明、高等部卒業後の進路等
＊高等部体験入学　10月7日（水）21日（水）要予約　　　＊教育相談・学校見学は随時受付

　令和２年７月９日（木）

　※便宜上、地区指定しますが、複数学科にまたがる体験希望がある場合や不都合な場合は指定外でも可。

0791-75-2900

0791-75-2296

0791-62-0493

令和２年9月19日（土）

令和３年２月６日（土）

0791-22-1627

龍野北
（全日制）


