
令和２年９月 14 日  

 

各中学校長 様 

 

太田市立太田高等学校   

校長 城 代 貴 浩  

 

令和２年度「オープンスクール」の実施について（ご案内）  

秋晴の候 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

また、日頃から本校の教育活動に対しご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、このたび下記のとおり「オープンスクール」を開催いたします。部活動体験も実施す

る予定です。 

つきましては、貴校生徒・保護者の皆さま及び先生方の参加について、ご配慮くださいます

ようお願いいたします。 

 

記  

１ 期 日  令和２年 10 月 10 日（土） 

 

２ 日 程  12：00～12：25 受付（文化棟ホールロビー） 

       12：30～13：20 学校・入試説明（ホール）、公開授業（各教室) 

       13：30～14：20 学校・入試説明（ホール）、公開授業（各教室 ) 

       14：50～16：30 部活動体験・見学（自由見学） 

 

３ 持参品  筆記用具・上履き・下足袋 ※部活動体験希望者は体操着等  

 

４ 申込先  〒373-0842  太田市細谷町 1510 

  太田市立太田高等学校  教務部 大塚・中西 

  TEL 0276-31-3321 FAX 0276-32-3004 

※部活動体験を希望する場合は、部活動用１日保険に加入しますので、生徒氏名・ふりがな・

生年月日をもれなく記入して下さい。保険の手続きと費用負担は本校で行います。オープ

ンスクール・部活動見学のみに参加する場合は、氏名の記入は必要ありません。なお、申

し込みの〆切は 10 月６日(火)ですのでよろしくお願いします。  

 

５ その他 

 ① お手数ですが、保護者あて文書と健康観察用紙、地図を希望生徒に印刷し、配付くださ

いますようお願いします。なお、本校の Web ページにも同じ文書がアップロードしてあり

ますので、ご利用ください。  

 ② 参加希望生徒に次の内容について事前にご指導ください。  

  ・駐輪場は正門を入った東駐車場です。必ず施錠をお願いします。  

  ・駐車は関東学園大学第４駐車場にお願いします。  

・当日は必ず受付で「健康観察用紙」を提出してください。 

 ※なお、体調不良や体温が 37.0 度以上の方は参加を見合わせてください。  

  ・実施する授業や見学可能な部活動などの詳細は、当日受付で配付します。また、実施日

が近づきましたら本校の Web ページにもアップロードしますので、確認してください。                 

 ③ 密を避けるため、保護者の参加がある場合、生徒一人に対し保護者一人の参加でお願い

します。     



 

令和２年９月 14 日  

 

 各中学校保護者 様 

 

太田市立太田高等学校   

校長 城 代 貴 浩  

 

   令和２年度「オープンスクール」の実施について（ご案内） 
秋晴の候 保護者の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げ

ます。 

さて、このたび下記のとおり「オープンスクール」を開催いたします。部活動体験も実

施予定ですので、ご参加くださいますようお願いいたします。 

 

記 

１ 期 日  令和２年 10 月 10 日（土） 

 
 

２ 日 程  12：00～12：25 受付（文化棟ホールロビー） 

       12：30～13：20 学校・入試説明（ホール）、公開授業（各教室) 

       13：30～14：20 学校・入試説明（ホール）、公開授業（各教室) 

       14：50～16：30 部活動体験・見学（自由見学） 

 

３ 持参品  筆記用具・上履き・下足袋 ※部活動体験希望者は体操着等 

 

４ その他 
① 自転車は、正門を入った東駐車場に駐輪してください。必ず施錠をお願いします。

場所につきましては、地図をご参照ください。 
② 駐車は、関東学園大学第４駐車場をご利用ください。場所につきましては、地図を

ご参照ください。 
③ オープンスクール・部活動体験への参加を希望する場合は、中学校の先生に参加す

ることをお伝え下さい。また、当日は必ず受付をしてください。 

④ 部活動体験を希望する場合は、各中学校からの申し込みになりますので、先生の指

示にしたがってください。なお、本校の費用負担で部活動用１日保険に加入します。 

 ⑤ 実施する授業の詳細は当日受付で配付します。また、実施日が近づきましたら本校

の Web ページにもアップしますので、ご確認ください。 
 ⑥密を避けるため、保護者の参加がある場合、生徒一人に対し保護者一人の参加でお願

いします。 

 

問合せ先：教務部 大塚・中西 

TEL 0276-31-3321 

FAX 0276-32-3004 



太田市立太田高等学校 オープンスクール 

駐車場・駐輪・受付のご案内 
駐車場について 

当日は、関東学園大学の駐車場をご利用ください。混雑が予想されますので、乗り合いまたは公共交

通機関を利用してください。       ※＜最寄り駅＞ 東武伊勢崎線細谷駅 徒歩 5分 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ＜最寄り駅＞ 東武伊勢崎線細谷駅 徒歩 5分 
 
駐輪場・受付について 

・自転車は正門（東門）から入り、係の指示に従って駐輪場にとめてください。 
・盗難防止のため、駐輪の際は必ず鍵をかけるようお願いします。 
・受付は、文化棟ホールです。 
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 群馬県太田市細谷町 1510番地 

 TEL 0276-31-3321 

 

事
務
室 

関東学園大学駐車場 

受付 

 駐輪場    

 ⇐ 細谷駅  

徒 歩 

自転車 



体験できる部活動
申込
番号

部活動名 活動場所 活動時間 備考

1 野球 野球場 14:50～16:30 体操着・シューズ・野球道具等(ある人)

2 男子バスケット 第２体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ

3 女子バスケット 第２体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ

4 女子バレーボール 第１体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ

5 男子卓球 第１体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ

6 女子卓球 第１体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ

7 男子サッカー 第２グラウンド 14:50～16:30

体操着・シューズ
※10/3(土)の試合結果によって体験･見学ができなくなります。
※10/5(月)に中学校を通して体験･見学の有無をお知らせします。
　本校のWebページでもお知らせします。

8 女子サッカー 第２グラウンド 14:50～16:30 体操着・シューズ

9 ソフトボール ソフトグラウンド 14:50～16:30 体操着・シューズ・道具等(ある人)

10 男子バドミントン 第２体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ・ラケット等(ある人)

11 女子バドミントン 第２体育館 14:50～16:30 体操着・シューズ・ラケット等(ある人)

12 剣道 剣道場 14:50～16:30 剣道着･袴･防具一式

13 レスリング レスリング場 14:50～16:30 体操着・靴下

14 男子テニス テニスコート 14:50～16:30 体操着・シューズ

15 女子テニス テニスコート 14:50～16:30 体操着・シューズ

16 空手道 選択３教室 14:50～16:30 体操着

17 ワープロ ＰＣ室２Ａ 14:50～16:30 特に準備するものはありません

18 美術 芸術文化準備室 14:50～16:30 特に準備するものはありません

19 吹奏楽 ４Ｆプレゼン室等 14:50～16:30
楽器やリード、マウスピースなど持っている人は持参
スワブなどの手入れ品もあれば持参

20 演劇 文化棟ホール 14:50～16:30 特に準備するものはありません

見学のみできる部活動
－ 男子バレーボール 第１体育館 14:50～16:30

－ 弓道 弓道場 14:50～16:30

－ 空手道 選択３教室 14:50～16:30

－ 珠算 選択２教室 14:50～16:00

－ 簿記 ＰＣ室３Ａ 14:50～16:00

－ ワープロ ＰＣ室２Ａ 14:50～16:30

－ 美術 芸術文化準備室 14:50～16:30

－ 料理 調理室 14:50～16:30

－ 競技かるた 芸術文化室 15:20～16:30

当日活動しない部活動
－ 陸上競技 大会出場のため

－ コンピュータ

－ 料理

－ 英語

－ 水泳

－ 科学

－ 茶道

－ 華道

－ インターアクト･ＪＲＣ

文化部

運動部

オープンスクール(10月10日）

部活動　実施場所と活動時間
※部活動見学は午後２時50分頃からとなります



No.

太田市立太田高等学校長　城代　貴浩　様

校長

２．うち部活動体験参加希望者

ふりがな
生徒氏名
生年月日

部活動
申込番号

保護者
参加

ふりがな
生徒氏名
生年月日

部活動
申込番号

保護者
参加

1

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし 8

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし

2

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 9

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

3

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 10

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

4

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 11

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

5

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 12

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

6

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 13

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

7

平成　　 年　 　月 　　日

あり・なし 14

平成　　 年 　　月 　　日

あり・なし

申込担当教諭

氏　　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話

令和２年度 　オープンスクール　申込書

※県外中学校は学校メールアドレスを記入してください

中学校

※部活動体験を希望する場合には、部活動欄に「部活動申込番号（1～20）」を記入し、
  生徒氏名欄に必要事項を記入してください。保険加入のため必要となります。

１．オープンスクール参加希望者の人数をご記入下さい。(部活動体験参加希望者を含む)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生徒： 名 保護者： 名


