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体験入学

ｺｰﾄﾞ
学校
番号

学校名 学科名 主　　な　　内　　容 申込締切日

1 1-1 9/19 (土) 午前 学校説明会（90分程度）、クラブ活動見学、施設見学、個別質問（質問コーナーを設置して行う。）

2 1-2 9/19 (土) 午後 学校説明会（90分程度）、クラブ活動見学、施設見学、個別質問（質問コーナーを設置して行う。）

3 1-3 9/20 (日) 午前 学校説明会（90分程度）、クラブ活動見学、施設見学、個別質問（質問コーナーを設置して行う。）

4 1-4 9/20 (日) 午後 学校説明会（90分程度）、クラブ活動見学、施設見学、個別質問（質問コーナーを設置して行う。）

### 3-1 9/13 (日) 午前
（志賀・真野・伊香立・堅田・仰木中学校対象）
放送と映像による紹介（学校説明、学校の特色、授業風景、在校生の話、部活動・学校行事紹介、校舎案内）、部活動見学

3-2 9/13 (日) 午後
（日吉・唐崎・皇子山・明富、大津市内、高島市内、その他の地域対象）
放送と映像による紹介（学校説明、学校の特色、授業風景、在校生の話、部活動・学校行事紹介、校舎案内）、部活動見学

### 3-3 11/7 (土) 午後
（県内外中学校対象）
放送と映像による紹介（学校説明、学校の特色、授業風景、在校生の話、部活動・学校行事紹介、校舎案内）、部活動見学

１０月１９日（月）

### 4-1 9/19 (土) 午前 学習内容、進路状況の説明、在校生による学校紹介、映像による学校紹介

### 4-2 9/19 (土) 午後 学習内容、進路状況の説明、在校生による学校紹介、映像による学校紹介

### 4-3 11/7 (土) 午前 映像による学校紹介、校舎見学、部活動見学

### 4-4 11/7 (土) 午後 映像による学校紹介、校舎見学、部活動見学

5-1 9/27 (日) 午前① （9:00～）  学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、校舎・授業見学、在校生からのﾒｯｾｰｼﾞ、部活動見学

5-2 9/27 (日) 午前② （11:00～） 学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、校舎・授業見学、在校生からのﾒｯｾｰｼﾞ、部活動見学

5-3 11/15 (日) 午前① （9:00～）  学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、校舎・授業見学、在校生からのﾒｯｾｰｼﾞ、部活動見学

### 5-4 11/15 (日) 午前② （11:00～） 学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、校舎・授業見学、在校生からのﾒｯｾｰｼﾞ、部活動見学

### 6-1 9/27 (日) 午前① （9:00～） 学校概要説明、学校生活・生徒会活動について、在校生の体験発表、部活動発表、施設・部活動見学

### 6-2 9/27 (日) 午前② （11:00～）学校概要説明、学校生活・生徒会活動について、在校生の体験発表、部活動発表、施設・部活動見学

### 6-3 9/27 (日) 午後① （13:00～）学校概要説明、学校生活・生徒会活動について、在校生の体験発表、部活動発表、施設・部活動見学

6-4 9/27 (日) 午後② （15:00～）学校概要説明、学校生活・生徒会活動について、在校生の体験発表、部活動発表、施設・部活動見学

6-5 11/15 (日) 午前 （9:00～） 《学科別会場》学校・学科紹介、進路状況説明、紹介ビデオ、施設・部活動見学

6-6 11/15 (日) 午後 （13:00～）《学科別会場》学校・学科紹介、進路状況説明、紹介ビデオ、施設・部活動見学

7-1 9/20 (日) 全日 学校概要等説明、学校紹介、部活動見学

### 7-2 9/26 (土) 全日 学校概要等説明、学校紹介、部活動見学

### 7-3 9/27 (日) 全日 学校概要等説明、学校紹介、部活動見学

### 8-1 9/6 (日) 午前① （8:30～） 学校概要・学習内容の説明、工業３科の実習施設・設備見学、各科の特色説明、部活動見学

8-2 9/6 (日) 午前② （10:00～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※20名１グループの分散開催。1回につき100分。

8-3 9/6 (日) 午後① （12:20～）学校概要・学習内容の説明、工業３科の実習施設・設備見学、各科の特色説明、部活動見学

8-4 9/6 (日) 午後② （13:50～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※20名１グループの分散開催。1回につき100分。

8-5 9/27 (日) 午前① （8:30～） 学校概要・学習内容の説明、工業３科の実習施設・設備見学、各科の特色説明、部活動見学

8-6 9/27 (日) 午前② （10:00～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※20名１グループの分散開催。1回につき100分。

8-7 9/27 (日) 午後① （12:20～）学校概要・学習内容の説明、工業３科の実習施設・設備見学、各科の特色説明、部活動見学

8-8 9/27 (日) 午後② （13:50～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※20名１グループの分散開催。1回につき100分。

### 8-9 10/18 (日) 午前① （8:30～） 学校概要・学習内容の説明、工業３科の実習施設・設備見学、各科の特色説明、部活動見学

### 8-10 10/18 (日) 午前② （10:00～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※20名１グループの分散開催。1回につき100分。

### 8-11 化学工業 11/28 (土) 午前 （10:00～）全体説明（20分）、化学工業科の説明、実習施設・設備見学（40分）　※20名１グループのみの分散開催。 １０月２３日（金）

### 9-1 9/13 (日) 午前 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学

9-2 9/13 (日) 午後 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学

### 9-3 9/20 (日) 午前 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学

9-4 9/20 (日) 午後 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学

9-5 10/18 (日) 午前 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学 ９月１１日（金）

### 9-6 11/15 (日) 午前 学校説明、授業説明、生徒会活動説明、部活動紹介および見学 １０月２３日（金）

普通
家庭科学

7 石山高等学校
普通
音楽

4 東大津高等学校 普通

5 北大津高等学校 普通

令和２年度　中学生の高等学校等体験入学　一覧表（学校別）

期　　日

1 膳所高等学校
普通
理数

3 堅田高等学校 普通

詳細は各学校へお問い合わせください。

8 瀬田工業高等学校

機械
電気
化学工業

9 大津商業高等学校 商業

6 大津高等学校

７月３１日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）

９月１１日（金）

８月５日（水）

１０月２３日（金）

７月３１日（金）

１０月２３日（金）

７月３１日（金）

１０月２３日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）



体験入学

ｺｰﾄﾞ
学校
番号

学校名 学科名 主　　な　　内　　容 申込締切日期　　日

### 10-1 9/26 (土) 午前 全体説明、在校生によるパネルディスカッション、校舎・施設見学、部活動見学、個別相談

10-2 9/27 (日) 午前 全体説明、在校生によるパネルディスカッション、校舎・施設見学、部活動見学、個別相談

### 11-1 9/26 (土) 午前 学校説明（各ＨＲ教室にて）、校舎および部活動案内（案内終了後自由見学） ９月１８日（金）

### 11-2 11/15 (日) 午前 学校説明（各ＨＲ教室にて）、校舎および部活動案内（案内終了後自由見学） １１月６日（金）

### 12-1 10/17 (土) 午前 工業３学科の実習見学、校内施設や学習内容等の紹介

12-2 10/17 (土) 午後 工業３学科の実習見学、校内施設や学習内容等の紹介

12-3 11/29 (日) 午前 工業３学科の実習見学、校内施設や学習内容等の紹介

### 12-4 11/29 (日) 午後 工業３学科の実習見学、校内施設や学習内容等の紹介

### 13-1 9/13 (日) 全日 学校の特色・教育課程の説明、進路・学校生活の説明、施設・設備見学、部活動概要紹介　※午前午後各2部、計4回実施

13-2 10/18 (日) 全日 学校の特色・教育課程の説明、進路・学校生活の説明、施設・設備見学、部活動概要紹介　※午前午後各2部、計4回実施

### 14-1 11/8 (日) 午前 学校紹介、授業紹介、部活動紹介、生徒会活動紹介、校舎見学

14-2 11/8 (日) 午後 学校紹介、授業紹介、部活動紹介、生徒会活動紹介、校舎見学

### 15-1 9/19 (土) 全日 学校概要説明、授業見学、ＩＢ概要説明 ７月３１日（金）

15-2 11/7 (土) 全日 学校概要説明、授業見学、ＩＢ概要説明 ９月３０日（水）

### 16-1 9/27 (日) 午前 学校行事の説明（体育館）、各類型の説明（グループ別）、施設および部活動見学　　※原則として保護者同伴　 ８月２６日（水）

16-2 10/24 (土) 午前 各類型の説明、施設および部活動見学　　※原則として保護者同伴　 ９月２４日（木）

### 17-1 9/13 (日) 午前 ８月５日（水）

### 17-2 11/8 (日) 午前 １０月２１日（水）

### 17-3 1/9 (土) 午前 １２月１６日（水）

### 18-1 10/4 (日) 午前 学校の概要説明と系列説明、映像での学校紹介　　※２回実施

### 18-2 10/4 (日) 午後 学校の概要説明と系列説明、映像での学校紹介　　※２回実施

18-3 11/1 (日) 午前 学校の概要説明と系列説明、映像での学校紹介　　※２回実施

### 18-4 11/1 (日) 午後 学校の概要説明と系列説明、映像での学校紹介　　※２回実施

### 19-1 11/15 (日) ① 学校紹介・説明、部活動見学（希望者）

19-2 11/15 (日) ② 学校紹介・説明、部活動見学（希望者）

19-3 11/15 (日) ③ 学校紹介・説明、部活動見学（希望者）

19-4 11/15 (日) ④ 学校紹介・説明、部活動見学（希望者）

### 20-1 9/27 (日) 午前 学校概要説明、各学科実習施設・設備・作品の見学 ８月２８日（金）

### 20-2 11/8 (日) 午前 学校概要説明、各学科実習施設・設備・作品の見学 １０月９日（金）

### 21-1 9/19 (土) 全日 学校概要の説明、各学科の説明、授業見学、施設見学、クラブ見学

### 21-2 10/4 (日) 全日 学校概要の説明、各学科の説明、授業見学、施設見学、クラブ見学

22-1 11/8 (日) 午前
カリキュラム等の説明、在校生の話、学校紹介ビデオ（授業風景等）、施設見学、部活動見学
体育科希望者は別途体育科概要説明、体育施設見学

22-2 11/8 (日) 午後
カリキュラム等の説明、在校生の話、学校紹介ビデオ（授業風景等）、施設見学、部活動見学
体育科希望者は別途体育科概要説明、体育施設見学

### 23-1 23 草津高等学校 普通 10/11 (日) 全日 映像による学校紹介（概要や特色の説明、進路状況、授業紹介、部活動紹介）、学校内見学および在校生による説明 ８月７日（金）

### 24-1 9/27 (日) 午前 学校紹介（映像）、概要説明、校舎案内、部活動見学　　※中学生のみ参加

### 24-2 9/27 (日) 午後 学校紹介（映像）、概要説明、校舎案内、部活動見学　　※中学生のみ参加

### 25-1 9/27 (日) 午前 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

25-2 9/27 (日) 午後 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

### 25-3 12/6 (日) 午前 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

25-4 12/6 (日) 午後 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

25-5 1/10 (日) 午前 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

### 25-6 1/10 (日) 午後 （スタンプラリー方式）農業教科の内容に関する展示と実習の見学

１０月１６日（金）

25 湖南農業高等学校
農業
食品
花緑

22 草津東高等学校
普通
体育

24 玉川高等学校 普通

20 八幡工業高等学校
機械
電気
環境化学

21 八幡商業高等学校
商業
国際経済
情報処理

18 長浜北星高等学校 総合

19 八幡高等学校 普通

16 伊香高等学校 普通

17 長浜農業高等学校
農業
園芸
食品

14 長浜北高等学校 普通

15 虎姫高等学校 普通

12 彦根工業高等学校
機械
電気
建設

13 彦根翔西館高等学校 総合

10 彦根東高等学校 普通

11 河瀬高等学校 普通

《全体》学校概要説明
《学科別》プロジェクト発表、農場施設見学　　農業科：動物科学、食糧生産、食農振興について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園芸科：野菜、草花、果樹について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食品科：製菓・製パン、農産物利用、畜産物利用について

７月３１日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）

９月１８日（金）

１１月６日（金）

７月３１日（金）

７月３１日（金）

８月２５日（火）

１１月２日（月）

１２月２日（水）



体験入学

ｺｰﾄﾞ
学校
番号

学校名 学科名 主　　な　　内　　容 申込締切日期　　日

### 26-1 10/18 (日) 午前 学校概要等説明、学校紹介ＤＶＤ（配布）、個別質問

### 26-2 10/18 (日) 午後 学校概要等説明、学校紹介ＤＶＤ（配布）、個別質問

27-1 27 守山北高等学校 普通 9/27 (日) 午前 学校の概要説明、学校生活の説明、校舎・部活動見学 ８月３１日（月）

### 28-1 9/19 (土) 午前 学校概要説明、学校紹介ビデオ、校舎・施設・クラブ見学

28-2 9/20 (日) 午前 学校概要説明、学校紹介ビデオ、校舎・施設・クラブ見学

### 28-3 9/19 (土) 午前 学校概要説明、美術科概要説明、美術棟見学　　※地域（中学校）別に参加日を指定。

### 28-4 9/20 (日) 午前 学校概要説明、美術科概要説明、美術棟見学　　※地域（中学校）別に参加日を指定。

### 29-1 9/20 (日) 全日 学校概要説明、学校紹介ビデオ、校舎見学　　※分散開催。1回につき1時間半程度　　　 ８月３１日（月）

29-2 10/4 (日) 全日 学校概要説明、学校紹介ビデオ、校舎見学　　※分散開催。1回につき1時間半程度　　　 ９月１８日（金）

29-3 11/7 (土) 全日 学校概要説明、学校紹介ビデオ、校舎見学　　※分散開催。1回につき1時間半程度　　　 １０月２３日（金）

### 30-1 10/4 (日) 午前 学校概要説明、学校生活紹介（ビデオ）、施設見学、進路相談（希望者対象）　※参加希望者が多い場合は午後にも実施。 ９月４日（金）

30-2 11/15 (日) 午前 部活動紹介を中心とした内容 １０月９日（金）

### 31-1 31 水口東高等学校 普通 9/27 (日) 午後 教育課程・入試制度・進路状況説明、特色ある取組・学校生活紹介、授業紹介、校舎・部活動等の見学 ９月１１日（金）

### 32-1 11/15 (日) 午前 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

32-2 11/15 (日) 午後① 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

### 32-3 11/15 (日) 午後② 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

### 33-1 9/27 (日) 午後 学校概要・各系列説明、部活動紹介、班ごとに実習室巡回、作品見学 ９月１５日（火）

### 33-2 11/22 (日) 午後
学校概要・各系列説明、部活動紹介、班ごとに実習室巡回、作品見学
※全国募集該当中学生は希望により、紫香楽ヴィラや「陶芸の森」の案内、個別相談会を実施。

１１月１０日（火）

### 34-1 34 野洲高等学校 普通 11/8 (日) 午前 学校概要説明、校舎・施設案内、部活動見学（希望者）、個別質問会 ７月３１日（金）

### 35-1 35 石部高等学校 普通 11/8 (日) 午前 学校紹介、授業見学、校舎・施設見学、部活動紹介、個別相談 １０月９日（金）

### 36-1 9/13 (日) 午前 高校生活の説明（学習・進路・部活動・学校行事、在校生による学校紹介等）、映像での学校紹介、校舎見学

36-2 9/13 (日) 午後 高校生活の説明（学習・進路・部活動・学校行事、在校生による学校紹介等）、映像での学校紹介、校舎見学

### 37-1 9/20 (日) 午前① 学校の概要説明（文理探究科について・教育課程・行事・部活動・生徒会活動等）、施設見学、部活動見学（希望者）

37-2 9/20 (日) 午前② 学校の概要説明（文理探究科について・教育課程・行事・部活動・生徒会活動等）、施設見学、部活動見学（希望者）

37-3 9/20 (日) 午後① 学校の概要説明（文理探究科について・教育課程・行事・部活動・生徒会活動等）、施設見学、部活動見学（希望者）

### 37-4 9/20 (日) 午後② 学校の概要説明（文理探究科について・教育課程・行事・部活動・生徒会活動等）、施設見学、部活動見学（希望者）

### 37-5 11/8 (日) 午前 学校の概要説明（文理探究科について・教育課程・行事・部活動・生徒会活動等）、施設見学、部活動見学（希望者） １０月２３日（金）

### 38-1 9/13 (日) 全日 学校概要説明（学科改編、総合学科の特徴、各系列の説明、学校行事等の紹介、在校生による発表）、施設・部活動見学 ７月３１日（金）

### 38-2 10/17 (土) 全日 学校概要説明（学科改編、総合学科の特徴、各系列の説明、学校行事等の紹介、在校生による発表）、施設・部活動見学 ９月２５日（金）

### 39-1 9/27 (日) 全日 DVDによる学校紹介、学校全般（学習・進路）の説明、学園祭などの自主活動・部活動の説明、質問コーナー、部活動見学 ７月３１日（金）

### 39-2 11/8 (日) 全日 DVDによる学校紹介、学校全般（学習・進路）の説明、学園祭などの自主活動・部活動の説明、質問コーナー、部活動見学 １０月９日（金）

### 40-1 9/20 (日) 午前① （8:30～）   説明会（教育課程、進路状況、学校生活、行事など）、校舎・部活動見学、質問会（希望者）

40-2 9/20 (日) 午前② （11:00～）　説明会（教育課程、進路状況、学校生活、行事など）、校舎・部活動見学、質問会（希望者）

40-3 9/20 (日) 午後 （13:30～）　説明会（教育課程、進路状況、学校生活、行事など）、校舎・部活動見学、質問会（希望者）

### 41-1 9/6 (日) 午前
（全体）学校の概要および小学科の特色・学習内容の説明、部活動紹介
（小学科別）実習の様子、施設・設備見学、（希望者）個別相談、部活見学（硬式野球部のみ）

８月２６日（水）

### 41-2 11/8 (日) 午前
（全体）学校の概要および小学科の特色・学習内容の説明、部活動紹介
（小学科別）実習の様子、施設・設備見学、（希望者）個別相談、部活見学（硬式野球部のみ）

１０月２６日（月）

### 41-3 1/9 (土) 午前
（全体）学校の概要および小学科の特色・学習内容の説明、部活動紹介
（小学科別）実習の様子、施設・設備見学、（希望者）個別相談

１月６日（水）

### 42-1 9/20 (日) 午前 学校概要説明、体育コース説明、施設見学、部活動見学

### 42-2 10/3 (土) 午前 学校概要説明、体育コース説明、授業・施設見学、部活動見学

30 水口高等学校 普通

７月３１日（金）

７月３１日（金）

40 能登川高等学校 普通

41 八日市南高等学校
農業
食品
花緑デザイン

38 安曇川高等学校 総合

39 八日市高等学校 普通

37 高島高等学校
普通
文理探究

42 伊吹高等学校 普通

36 甲西高等学校 普通

26 守山高等学校 普通

32 甲南高等学校 総合

33 信楽高等学校 総合

28 栗東高等学校

普通

美術

29 国際情報高等学校 総合

７月３１日（金）

９月１８日（金）

８月７日（金）

１０月２３日（金）

８月３１日（月）
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### 43-1 9/6 (日) 全日 学校概要の説明（教育課程、進路状況、生徒会活動等）、授業風景の紹介、校舎内見学（グループごと）、部活動見学

### 43-2 9/20 (日) 全日 学校概要の説明（教育課程、進路状況、生徒会活動等）、授業風景の紹介、校舎内見学（グループごと）、部活動見学

### 43-3 10/3 (土) 午前 学校概要の説明（教育課程、進路状況、生徒会活動等）、Ｒ３年度入試の説明、土曜講座の見学、校舎内見学、部活動見学 ９月２３日（水）

### 44-1 9/26 (土) 午後 学校概要等説明、各系列による説明、校舎見学、保護者相談会、部活動見学 ８月２５日（火）

### 44-2 10/17 (土) 午後 学校概要等説明、各系列による説明、校舎見学、保護者相談会、部活動見学 ９月１６日（水）

### 45-1 10/17 (土) 午後 授業見学、全体説明（総合類型、音楽コース、体育コースの説明）、校舎案内・施設見学、部活動見学 ９月３０日（水）

### 45-2 11/15 (日) 午前 全体説明（総合類型、音楽コース、体育コースの説明）、校舎案内・施設見学、部活動見学 １０月２８日（水）

### ⑧-1 11/13 (金) 18:15～ 学校概要・学習内容の説明、学科の特色の説明、施設・設備の見学、実習の見学 １１月６日（金）

### ⑧-2 1/15 (金) 18:15～ 学校概要・学習内容の説明、学科の特色の説明、施設・設備の見学、実習の見学 １月８日（金）

### ㊵-1 ㊵ 能登川高等学校（定時制） 普通 9/20 (日) 午前 学校概要（教育課程、進路状況など）説明、学校紹介ビデオ、校舎内見学、個別懇談会 ８月３１日（月）

②-1 ② 大津清陵高等学校（昼間部） 普通 11/29 (日) 午前 学校概要の説明（学校の説明・昼間定時制の説明・教育課程、日課の説明・学校行事について）、施設見学　　※詳細は学校へ １１月２７日（金）

45 愛知高等学校 普通

⑧ 瀬田工業高等学校（定時制） 機械・電気

43 米原高等学校
理数
普通

44 日野高等学校 総合

７月３１日（金）


