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北海道札幌白石高等学校 Ｗｅｂ学校説明会 （９／26～）
当学校説明会に関する案内が届きました。９月 26 日（土）から、高校ホームページに学校説明会用のコー
ナーが設けられるそうです。内容は、①単位制もふくめたカリキュラムについて、②部活動の紹介、③学校行
事の紹介、④校内施設の紹介などがあります。興味がある場合は、各自で確認してください。
北海道美唄聖華高等学校 体験入学 （10／10）
当体験入学の案内が届きました。参加を希望する場合は、下記の要領をご覧ください。
日

時 10 月 10 日（土） ①12:00～12:20 受付
②13:50～14:10 受付
12:20～13:40 体験入学
14:10～15:30 体験入学
内
容 校長挨拶、オリエンテーション、学校紹介、グループ別体験（授業体験、実習体験） 等
申込方法 参加希望者は、
「学校説明会等 校内申込用紙（ふじいろ）
」に必要事項を記入のうえ、校内
期限９月 18 日（金）までに担任の先生に提出してください。中学校でとりまとめてから、高
校へ連絡します。詳細につきましては、申込後に個別に連絡します。
札幌新陽高等学校 新陽１００％ＦＥＳ （９／12）
表題の件に関するチラシを配付しました。参加を希望する場合は、高校ホームページ
（https://sapporoshinyo-h.ed.jp/news/2020/9480）から個人で申し込んでください。申込をするには、「マイ
ページ登録」が必要です。不明な点等あれば、進路担当（田口）までご連絡ください。また、申込とあわせて
個人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に提出してください。
北星学園大学附属高等学校 第２回学校公開説明会 （９／12）
当説明会に関するチラシを配付しました。参加を希望する場合は、高校ホームページ（http://www.hokuseis-h.ed.jp/examinee/briefing/）の専用申込フォームから個人で申し込んでください。説明会は時間帯をわけて
５回実施し、各回 20 家庭（１家庭２名まで）限定になっていますので、早めに申し込むことをおすすめしま
す。参加の際にはマスクの着用をお願いしています。また、当日発熱等体調不良が見られる場合は、参加を控
えてください。
札幌聖心女子学院高等学校 オープンスクール （９／12）
当 オ ープ ン スク ー ルに 関 す るチ ラ シを 配 付し ま し た。 参 加を 希 望す る 場 合は 、 高校 ホ ーム ペ ージ
（https://spr-sacred-heart.ed.jp/event/2020-09-12/）またはチラシ裏面の FAX 送信票に必要事項を記入のうえ
（011-612-0980）
、個人で申し込んでください。また、申込とあわせて個人申込報告用紙（オレンジ）を担任
の先生に提出してください。
酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 中学３年生対象の練習会のお知らせ （９／12）
当練習会に関する案内が届きました。参加を希望する場合は、下記の要領をご覧ください。
１．日
２．場

時 ９月 12 日（土） 練習体験会（13:00～15:30） 受付 12:30
所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 硬式野球部グラウンド
（北海道江別市文京台緑町 569 番地）
３．申込方法 参加希望者は、「学校説明会等 校内申込用紙（ふじいろ）
」に必要事項を記入のうえ、
９月４日（金）までに担任の先生に提出してください。提出が確認できたら、
「参加申込
用紙」をお渡しします。必要事項を記入のうえ、９月８日（火）までに進路担当（田口）
まで提出してください。
４．もちもの 練習可能な服装、アップシューズ、グローブ、スパイク、飲み物
５．体験内容 キャッチボール、ランニング等
６．留意事項 来校時には、事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。また、必ず保護者と
相談のうえ、参加同意書を提出してください。怪我等については、保護者の責任下にな
るますのでご了承ください。

札幌大谷高等学校 野球部 体験入部について （９／19・20）
当体験入部に関する案内を配付しました。当校進学予定の生徒を対象に、野球部の練習の雰囲気を体験でき
る体験入部が実施されます。詳しくは、別紙「札幌大谷高校野球部 体験入部について」をご覧ください。参
加を希望する場合は、
「学校説明会等 校内申込用紙（ふじいろ）」に必要事項を記入のうえ、９月 16 日（水）
までに担任の先生に提出してください。事前に中学校でとりまとめてから、高校に連絡をします。参加当日に
は、キリトリ線以下「同意書」に必要事項を記入（押印）のうえ、当日、高校に持参してください。
札幌大谷高等学校 入試関連行事
当行事に関する案内が届きました。また、高校ホームページでもお知らせしています。参加を希望する場合
は、下記の要領をご覧ください。
月

実施日または期間
活動内容
５日（土）
9:00～12:30 デッサン教室①
12 日（土）
9:00～12:30 デッサン教室①
９月
10:00～12:00 第１回学校公開
19 日（土）
14:00～16:00
19 日（土） 11:30～13:00 音楽実技点検会
３日（土）
8:30～15:30 受験生のための無料講習会（秋Ｂ）
10 月
31 日（土）
9:00～12:30 デッサン教室②
３日（土）
8:30～15:30 受験生のための無料講習会（秋Ｃ）
７日（土）
9:00～12:30 デッサン教室②
11 月
10:00～12:00 第２回学校公開
14 日（土）
14:00～16:00
14 日（土） 11:30～13:00 音楽実技点検会
５日（土） 10:00～12:00 中学生のための冬季芸術教室（音楽・美術）
27 日（日）
受験生のための無料講習会（冬期）
12 月
｜
8:30～15:30
29 日（火）
申込方法：高校ホームページ（https://www.s-ohtani.ed.jp/high/admevents）の専用フォームから個人で
申し込んでください。また、申込と合わせて個人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に
提出してください。
札幌龍谷学園高等学校 第１回オープンハイスクールのお知らせ （９／20）
当オープンスクールに関する案内が届きました。参加を希望する場合は、以下の要領をご覧ください。
日

時 ９月 20 日（日）

午前の部 10:00～12:00（300 名）
午後の部 13:30～15:30（300 名）
場
所 札幌龍谷学園高等学校（札幌市中央区北４条西 19 丁目１－２） 体育館
内
容 校長挨拶、コース説明、制服紹介、授業・部活動の体験・見学、入試個別相談、
校舎・生徒会館（寄宿舎）の見学
そ の 他 ・申込は９月７日（月）から受付を開始します
・１家庭２名（保護者１名、生徒１名）までの参加をお願いします
申込方法：参加希望者は、高校ホームページ（https://sapporo-ryukoku.ac.jp/）から個人で申し込んでく
ださい。また、申込とあわせて個人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に提出してくださ
い。
札幌龍谷学園高等学校 サッカー部 練習会のお知らせ （９／14，９／25）
当練習会に関する案内が届きました。参加を希望する場合は、以下の要領をご覧ください。
期
場
時

日 ９月 14 日（月）
，９月 25 日（金）
所 札幌市東雁来公園グラウンド（西）（札幌市東区東雁来 12 条４丁目）
程 17:20～東雁来公園グランド（西）集合
17:30～19:00 練習会
もちもの 練習着、スパイク、すね当て
そ の 他 ・ナイターの活動になりますので、必ず保護者の承諾が必要です。
・プレー時間以外はマスク着用のうえ、開始・終了時の手洗いにご協力ください。
申込方法：参加希望者は、
「学校説明会等 校内申込用紙（ふじいろ）
」に必要事項を記入のうえ、希望
日の１週間前までに担任の先生に提出してください。中学校でとりまとめてから、高校へ連
絡をします。

札幌龍谷学園高等学校 野球部 体験入部について （９／20，10／17）
当体験入部に関する案内が届きました。参加を希望する場合は、以下の要領をご覧ください。
日
時
場
所
内
容
もちもの
申込方法

９月 20 日（日）
，10 月 17 日（土）
札幌龍谷学園高等学校（札幌市中央区北４条西 19 丁目１－２）
オープンハイスクール修了後、２時間程度の練習を予定。
ユニフォーム（内場合はジャージ可）
、防寒着、グラブ、スパイク、昼食
参加希望者は、
「学校説明会等 校内申込用紙（ふじいろ）
」に必要事項を記入のうえ、希望
日の２日前までに担任の先生に提出してください。提出が確認できたら、
「参加同意書（保護
者）
」をお渡しします。必要事項を記入のうえ、当日、高校に持参してください。

札幌日本大学高等学校 第１回学校説明会 （９／20，10／25，10／22）
表題の件に関する案内が届きました。参加を希望する場合は、下記の要領をご覧ください。

日

時 ①第１回学校説明会 ９月 20 日（日） 10:00～
②第２回学校説明会 10 月 25 日（日） 10:00～
③第３回学校説明会 11 月 22 日（日） 10:00～
参加方法 ❶本校会場（札幌日本大学高等学校〔北広島市虹ヶ丘５丁目７番地１〕
）
❷オンライン（Zoom meeting）
申込方法 参加希望者は、高校ホームページ（http://www.sapporonichidai.ed.jp/high/h_nyuga/
conference.html）の申込フォームから個人で申し込んでください。また、申込とあわせて個
人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に提出してください。本校会場の定員は、各コー
ス 200 名までですので、早めの申込をおすすめします。オンライン参加には定員はありませ
ん。
札幌日本大学高等学校 個別相談会
表題の件に関する案内が届きました。参加を希望する場合は、下記の要領をご覧ください。
日
程
時
間
場
所
申込方法

9/19、10/10、10/17、10/31、11／7、11／21、12／5
９:00～16:00
札幌日本大学高等学校（北広島市虹ヶ丘５丁目７番地１）
参加希望者は、札幌日本大学高等学校広報募集本部（011-375-2611）に個人で事前予約をし
てください。また、申込とあわせて個人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に提出して
ください。
留意事項 上記日程以外でも、希望がある場合は随時対応します。お電話でご相談ください。

札幌日本大学高等学校 野球部体験入部 （９／19，９／20，10／25，10／31）
当体験入部に関する案内を配付しました。詳しくは、
「野球部体験入部について」をご覧ください。参加を
希望する場合は、申込先アドレス（takurou.morimoto@sapporonichidai.ed.jp）に必要事項を記入した E メー
ルを個人で送信し、申し込んでください。申込は、希望参加日の３日前までに済ませてください。参加当日に
は、キリトリ線以下「同意書」に必要事項を記入（押印）のうえ、体験先へ持参してください。なお、各回の
参加人数は 20 名程度となり、人数が上限に達した場合希望に添えない場合があるので、はやめの申込をおす
すめします。また、申込とあわせて個人申込報告用紙（オレンジ）を担任の先生に提出してください。

