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令和４年度中学生の高等学校体験入学について

入梅の候 貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度の中学生の高等学校体験入学を下記のとおり実施いたします。
つきましては、貴校生徒の参加につきまして、格別のご高配をいただきますようご
案内いたします。
記
１

期

日

令和４年７月２７日（水）

２

場

所

青森県立五所川原農林高等学校

３

日

程

※新型コロナウイルス対策として、中学生・引率者のみでの実施
となります。
内容
受付（生徒玄関）
全体会（第１体育館）

日程
8:45～ 9:00
9:00～ 9:15

＊オープニングセレモニー・本日の日程説明等

9:25～10:35

各学科等体験・見学
＊教室・体育館等で各ブース(生徒一人２ブースの体験)

10:35～10:45

アンケート記入（各ブース毎に回収）
＊終了次第、解散となります。

４

11:00～11:30

部活動体験・見学（希望者のみ）

11:40～

寮見学（希望者のみ）

申込締切

６月３０日（木）まで

５

申込方法
別紙参加申込書（エクセル・五農ホームページからダウンロードできます）に
必要事項を記入のうえ、E-mail でお知らせください。
※ＨＰアドレス
http://www.goshogawara-ah.asn.ed.jp/
※E-mail アドレス
yamada-hiroaki@m03.asn.ed.jp
※メール名、申込書のファイル名には中学校名を付してください。
※決定した見学ブースについては７月１１日（月）までに E-mail でご連絡しま
す。
※ＦＡＸ送信でもかまいませんが、データ処理の都合上できるだけ E-mail での
送信にご協力ください。
ＦＡＸ番号 ０１７３－３７－２１２３

６

各学科体験ブースについて
生徒は、食品科学科（C 科）と森林科学科（F 科）の中から１つのブース、環境
土木科（E 科）と生物生産科（G 科）の中から１つのブースの合計２回の体験を
します。１回の体験時間は３０分となります。合計２回体験を行うことになりま
すので、CF 科の中から第１～第３希望のブース、EG 科の中から第１～第３希望
ブースを生徒に調査してお知らせください。見学希望のブースについては、第１
希望～第３希望まで全て違うブースを選んでください。
見学人数が上限定員に達した場合、他のブースの見学になる場合があり、希望
のブースを見学できない場合があります。あらかじめご了承ください。
【体験ブース】
学科名
CF 科
※１つのブ
ースを体験
します。
EG 科
※１つのブ
ースを体験
します。

食品科学科
森林科学科

環境土木科
生物生産科

ブース
番号
Ｃ１
Ｆ１
Ｆ２
Ｆ３
Ｅ１
Ｅ２
Ｇ１
Ｇ２

予定内容
新設！加工室を見学しよう！
しいたけ栽培キットを作ろう！
フラワーカート（花車）を作ろう！
木製キーホールダーを作ろう！
測量技術を体験しよう
鉄筋施工を体験しよう
乗用草刈り機を運転してみよう
バイオテクノロジーを体験してみよう

７

部活動体験見学について
体験入学のアンケート記入後に、部活動体験見学を行います。時間帯は、１１：
００～１１：３０の３０分です。部活動体験見学は希望者のみです。体験見学を
希望する生徒は、下の一覧の中からどの部活を体験見学したいのか事前の調査用
紙（エクセル）に記入してください。

【部活動一覧】
女子バレーボール 第１体育館
部

・１年間の活動内容等の説明（10 分）
・オーバーパス・対人レシーブ体験（15 分）
・アンケートの記入（5 分）

卓球部

剣道場

サッカー部

サッカーグラウン ・活動内容の説明（10 分）
ド
・練習体験（15 分）
・アンケート記入（5 分）
教室（半分）
・活動内容説明（5 分）
・茶道及び礼法体験（20 分）
・アンケート記入（5 分）
テニスコート
・練習見学（15 分）
・練習体験（15 分）

茶華道部

ソフトテニス部

・活動内容説明（10 分）
・多球練習による練習体験（15 分）
・アンケート記入（5 分）

野球部

野球場（雨天時：室 ・１年間の活動内容等の説明（5 分）
内練習場）
・ノック見学（10 分）
・バッティング体験（10 分）
・アンケート記入（5 分）
バスケットボール 第１体育館
・活動内容等の説明（5 分）
部
・練習見学（5 分）
・練習体験（10 分）
・アンケートの記入（5 分）
８

寮見学について
希望者のみ、寮見学を実施します。時間帯は、部活動体験見学終了後の１１：
３０～からです。寮見学を希望する生徒は、事前の調査用紙（エクセル）に記入
してください。

９ その他
（１）次の点について、参加される生徒へのご指導をお願いします。
① 当日は厳しい暑さが予想されます。各自、水分補給用の飲み物を用意する
など熱中症対策をしてください。
② 筆記用具・上履き・マスクを持参してください。
③ 服装は、学校体育着（半袖、ハーフパンツ可）でお願いします。
④ すべてのゴミは持ち帰ることになります。
（２）本要項及び参加申込書は、本校ホームページにも掲載していますのでご利用く
ださい。http://www.goshogawara-ah.asn.ed.jp/
10 新型コロナウイルス対策について
（１）下記の事項に該当する場合、 体験入学への参加をお控えください。
① 新型コロナウイルス感染疑い、又は濃厚接触者と特定された場合。
② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
③ 緊急事態宣言やまん延防止重点措置区域等、国や県による対策が実施
されている自治体にお住まいの方。
（２）体験入学当日
① 校内・寮では原則マスクを着用 してください。
② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒 をお願いします。
③ 校内入り口に非接触型の検温器を配置します。体温が 37.5°以上の方
は校内に入ることができませんので、あらかじめご了承ください。

担

当：教務部

中山 伸
山田 広彬
電 話：０１７３-３７-２１２１
ＦＡＸ：０１７３-３７-２１２３

青森県立五所川原農林高等学校

令和４年度
実施日

中学生の高等学校体験入学実施要項

令和４年７月２７日（水曜日）
8:45～ 9:00

・受付
※生徒の出欠を確認の上、引率者が
受付してください。引率者なしの場
合は生徒個々で受付。
（第１体育館）
・全体会
学校概要、日程説明
・体験会場へ移動

9:00～ 9:15
日 程

9:15～ 9:25
9:25～ 9:55 (1 回目)
10:05～10:35 (2 回目)
10:35～10:45
11:00～11:30
11:40～

・各学科等体験・見学
・アンケート記入、解散
・部活動体験・見学（希望者のみ）
・寮見学（希望者のみ）

○ 体験学習について
学科名
食品科学科

体
験
ブ
ー
ス

森林科学科

環境土木科
生物生産科

その他

体験内容（１回の体験における定員上限人数）
【Ｃ１】新設！加工室を見学しよう！…(40 人)
【Ｆ１】しいたけ栽培キットを作ろう！…(10 人)
【Ｆ２】フラワーカート（花車）を作ろう！…(10 人)
【Ｆ３】木製キーホールダーを作ろう！…(10 人)
【Ｅ１】測量技術を体験しよう…(30 人)
【Ｅ２】鉄筋施工を体験しよう…(30 人)
【Ｇ１】乗用草刈り機を運転してみよう…(16 人)
【Ｇ２】バイオテクノロジーを体験してみよう…(16 人)
① 当日持参する物：筆記用具、上履き、マスク、飲料
水等（暑さ対策）
②服装：中学校の学校体育着（半袖、ハーフパンツ可）
③当日は希望した体験（約３０分）を計２回行います。
④すべてのゴミは持ち帰りになります。ご協力お願いし
ます。

○ 部活動体験見学について
女子バレーボール 第１体育館
部

・１年間の活動内容等の説明（10 分）
・オーバーパス・対人レシーブ体験（15 分）
・アンケートの記入（5 分）

卓球部

剣道場

・活動内容説明（10 分）
・多球練習による練習体験（15 分）
・アンケート記入（5 分）

サッカー部

サッカーグラウン ・活動内容の説明（10 分）
ド
・練習体験（15 分）
・アンケート記入（5 分）

茶華道部

教室（半分）

・活動内容説明（5 分）
・茶道及び礼法体験（20 分）
・アンケート記入（5 分）

ソフトテニス部

テニスコート

・練習見学（15 分）
・練習体験（15 分）

野球部

野球場（雨天時：室 ・１年間の活動内容等の説明（5 分）
内練習場）
・ノック見学（10 分）
・バッティング体験（10 分）
・アンケート記入（5 分）
バスケットボール 第１体育館
・活動内容等の説明（5 分）
部
・練習見学（5 分）
・練習体験（10 分）
・アンケートの記入（5 分）

●体験入学実施に向けた新型コロナウイルス対策について
（１）下記の事項に該当する場合、中学生・引率者とも体験入学への参加をお
控えください。
① 新型コロナウイルス感染疑い、又は濃厚接触者と特定された場合。
② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
③ 緊急事態宣言やまん延防止重点措置区域等、国や県による対策が実施
されている自治体にお住まいの方。
（２）体験入学当日
① 校内・寮では原則マスクを着用してください。
② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒 をお願いします。
③ 校内入り口に非接触型の検温器を配置 し、当日の検温をお願いします。
体温が 37.5°以上の方は校内に入ることができませんので、あらかじめ
ご了承ください。

