
令和元年６月１２日 

 

令和元年度 薩摩中央高等学校中学生一日体験入学実施要項 

 

１ 体験入学のねらい   

薩摩中央高等学校の学科紹介，施設・設備の見学，体験授業・部活動体験等を通して，本校への関

心を高めてもらい，進路選択に役立ててもらう。 

 

２ 対象者   

中学校 3年生 

  

３ 期 日   

    令和元年 8月 5日（月）9：15～12：50 

 

４ 日程 

受 付 9:00～ 9:15 受付,当日の日程･案内図の配付 

開校式 9:15～ 9:35 体育館 

①ダンス部オープニング 5分 

②教頭挨拶    

③生徒会学校紹介 5分(10人)  

④日程説明 

移動･更衣 9:35～ 9:50 長机のペットボトル飲料 (各自)，移動  

体験授業 9:50～10:35 各会場→(更衣)→体験授業→45分講座は終了後,次の教室を確認 

休憩･移動 10:35～10:45  

体験授業 10:45～11:30 各会場→体験授業→(更衣)→授業修了後,体育館集合 

休憩･移動 11:30～11:45 体育館集合→(更衣) 

部活体験 11:45～12:30 講座･部活ごとに整列→移動→部活動体験  

移動 12:30～12:45 (更衣)→集合 

閉校式 12:45～12:50 体育館→アンケート･パン配付→解散→バス移動 

※保護者・引率教師の方もアンケート記入をお願いします。 

バス出発 13:00  

※更衣について 

・生物生産科・農業工学科の更衣は，４棟仕上げ組立室（３F） 

・部活動の更衣は，各部室を使用 

 

 

 

 

 

 

 



５ 体験授業（(1) 90分の体験授業，(2)45分×2コマから合計 90分となるように選んでください。） 

(1) のじっくりコースは１～２から１つ，(2)のよくばりコースは受講したい前半の授業を３～８か

ら１つ，後半の授業９～１４から１つ，合計２つ選んでください。第２希望までお願いします。 

   

(1)じっくりコース（90分） 

番 授業 学 科 体験授業の内容 最大 

1 食品加工 農業工学科 菓子パンを作ろう 15 

 2 機械工作 農業工学科 シルバーアクセサリーを作ろう 50 

  (2)よくばりコース（45分×2コマ） 

  前半 

番 授業 学 科 体験授業の内容 最大 

3 国語 普通科 ようこそ！高校古典の世界へ 20 

4 数学 普通科 インド式計算の楽しさ 20 

5 英語 普通科 英語を楽しもう 20 

6 福祉 福祉科 介護演習 20 

7 草花 生物生産科 草花に親しもう 20 

8 果樹 生物生産科 梨を収穫しよう 20 

後半 

番 授業 学 科 体験授業の内容 最大 

9 社会 普通科 あなたの時事力はどれくらい？ 20 

10 理科 普通科 理科の実験 30 

11 情報 普通科 パソコン演習 表計算について学ぼう 30 

12 福祉 福祉科 介護演習 20 

13 野菜 生物生産科 野菜について学ぼう 30 

14 畜産 生物生産科 牛のブラッシングをしよう 15 

 

６ 部活動体験  

  下表１～１４のうち，体験したい部活動を第２希望まで選んでください。 

  ※未経験者でも，見学だけでも歓迎します。 

 

番 部活  番 部活 

1 サッカー  8 バレーボール 

2 野球  9 ウエイトリフティング 

3 弓道  10 ラグビー 

4 バドミントン  11 放送部 

5 ダンス  12 吹奏楽 

6 バスケットボール  13 機械工作 

7 剣道  14 学校見学・在校生と語ろう 

※寮見学（随時） 場所：寮 

 



７ 連絡事項 

 (1) 中学生が全員持ってくる物 

    □筆記用具 □体育館シューズ □靴を入れる袋 □飲み物 □ハンカチ・タオル 

    □ジャージ （福祉科の体験授業は夏の体操服） □帽子 □運動靴 

 (2) 引率者・保護者用の駐車場は，職員室前の駐車場を利用してください。 

バスの駐車場は，東門から入って，4棟の裏です。 

 (3) 更衣について 

・生物生産科・農業工学科の更衣は，4棟仕上げ組立室（3F） 

・部活動の更衣は，各部室を使用 

  (4) 薩摩中央高校で，軽食（パン・飲み物）を準備します。 

 (5) 参加者各自で，飲み物等を持ってきても構いません。 

 
８ 送迎バス 
 (1) 

行き 中学校 最寄りのバス停  

 

 

 

帰り 中学校 最寄りのバス停 

 7:45  川内北中 川内北中正門前 13:10発 薩摩中央高 薩摩中央高校前 
 8:00  平成中  平成中学校前 13:25  旧山崎中  山崎小前 
 8:15  東郷学園  東郷学園前 13:45  東郷中  支所前 
 8:25  旧山崎中  山崎小前 14:00  平成中  平成中学校前 
 8:50着 薩摩中央高 薩摩中央高校前 14:15  川内北中 川内北中正門前 

 (2) 
行き 中学校 最寄りのバス停  

 

 

 

帰り 中学校 最寄りのバス停 

 7:15 川内中央中  中央中前 13:10発 薩摩中央高 薩摩中央高校前 
 7:25  川内南中  南中前 13:30  祁答院中  祁答院中前 
 7:45  樋脇中  樋脇中前 13:50  入来中  入来中前 
 8:00  入来中  入来中前 14:05  樋脇中  樋脇中前 
 8:30  祁答院中  祁答院中前 14:25  川内南中  南中前 
 8:50着 薩摩中央高 薩摩中央高校前 14:35 川内中央中  中央中前 

  (3) 
行き 中学校 最寄りのバス停  

 

 

 

帰り 中学校 最寄りのバス停 

 7:20 大口中央中 大口元気こころ館前 13:10発 薩摩中央高 薩摩中央高校前 
 7:30 大口中央中  旧大口南中前 13:25  旧鶴田中  旧鶴田中前 
 8:00  旧薩摩中  旧薩摩中前 13:40  旧薩摩中  旧薩摩中前 
 8:15  旧鶴田中  旧鶴田中前 14:10 大口中央中  旧大口南中前 
 8:50着 薩摩中央高 薩摩中央高校前 14:20 大口中央中 大口元気こころ館前 

 

 

連絡先 

担当：教務部 廣瀬・柳 

電話：0996－53－1207 

Fax ：0996－53－1208 

 


