
平成 29年度 香里丘高等学校 オープンスクールのご案内 

 

目  的   高校での体験授業・部活動体験などを通して、本校の教育内容に対する理

解を深め確かな受験意欲を持ってもらうことを目的とします。 

 

対  象   中学３年生とその保護者、中学教員 

 

    全教職員と生徒会生徒・クラブ代表生徒、ＰＴＡ役員が説明と案内を担当します。 

 

 

日時１１月１１日（土） １０:４０～１１:３０  授業見学（中学３年生の保護者対象 希望者のみ） 受付 10:20～ 

生徒向け 保護者・中学教員向け 

１３:００～        中学生受付（１階体育館入口）  

１３:２０～１３:５５   生徒向け学校説明会体育館 

（教務、生徒会、進路など)  

１３:５５～１４:１５   移動、着替え 

 

１４:１５～１６:０５   体験授業・部活動体験など 

１６：１０～           アンケート記入、着替え、解散 

●雨天時、グランド種目は、別メニュ－になります。 

１３:００～         保護者受付（視聴覚教室入口）  

１３:１０～１４：２０  保護者向け学校説明会 

視聴覚教室 

（教務、生徒指導、進路、PTA、学校紹介プレゼン） 

 

１４:２０～１５:１０  施設見学・体験見学など 

 

     ※上履きをご用意下さい  

 

 

△ 生徒体験授業・部活動体験メニュ－ 一覧 

 

記

号 
教科・クラブ タイトル・内容 人数 

1 国語 対義語を学ぶ 5 人迄 

2 社会 地理を身近に感じよう 15 人迄 

3 数学 楽しみ Math 20 人迄 

4 物理 五感で楽しむ物理実験 30 人迄 

5 生物・生物同好会 －１９６℃の世界 20 人迄 

6 書道・書道部 漢字の少字数作品に挑戦！ 20 人迄 

7 英語 Enjoy English ! 20 人迄 



8 The English club Let’s Enjoy English! 10 人迄 

9 筝曲部・茶道部 お筝を聴き、お茶をいただく―心に残る「和」の体験 10 人迄 

10 文芸部 オリジナルラミネートカードを作ろう 15 人迄 

11 美術部 人物クロッキーをしよう！ 20 人迄 

12 軽音楽部 Welcome Live 50 人迄 

13 合唱部 歌えば楽し 制限なし 

14 家庭科同好会 手作りアクセサリーを作ろう 10 人迄 

15 陸上競技部 楽しく走ろう 30 人迄 

16 サッカー部 アクティブサッカー 制限なし 

17 ソフトボール部 ソフトボールを楽しもう！！ 制限なし 

18 硬式野球部 高校野球をやってみよう！ 制限なし 

19 ソフトテニス部 高校でのソフトテニス 30 人迄 

20 男子硬式テニス部 硬式テニスボールを打ってみよう 30 人迄 

21 女子硬式テニス部 フォアハンドストローク 20 人迄 

22 男子ハンドボール部 中学にないクラブ「ハンドボール」を体験してみよう 制限なし 

23 男子バスケットボール部 楽しいバスケットボール！！ 制限なし 

24 女子バスケットボール部 バスケット、楽しいゲーム 制限なし 

25 男子バレーボール部 Let’s play volleyball！ 20人迄 

26 女子バレーボール部 ☆Enjoy Volleyball☆ 制限なし 

27 男女バドミントン部 羽毛球を打ってみよう 
男女各 

20 人迄 

28 卓球部 卓球体験会！ 10 人迄 

29 剣道部 竹刀を振ってみよう！ 制限なし 

30 水泳部 夏に向けてプールサイドで速くなろう 20 人迄 

 

＊注意・・・吹奏楽部については、別紙「第 5 回香里丘吹奏楽フェスタ」の案

内に従って、別紙の申込用紙を通じてお申し込みください。 

 

※お申し込みは、いずれも各中学校の方へお願いいたします。 

高校へのお申し込み期限は、１０月２６日（木）です。 

詳細については、香里丘高等学校ウェブペ－ジ( http：//www. osaka-c.ed. jp/korigaoka/) を

ご覧いただくか、直接本校にお問い合わせ（TEL．０７２－８３２－３４２１）ください。 

                                担当   英語科 南畑  浩 

社会科 岩浅 三郎 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

世界的作曲家　『酒井　格』来校
　

　　　一流吹奏楽トレーナー、音楽大学の先生のレッスンを受けて、
　　　作曲家自身の指揮で、『七夕』を演奏しませんか！！※香里丘高校卒業

●当日の予定 13:00～　　受付
13:20～　　学校説明会学校説明会
14:15～ 歓迎演奏（香里丘高校吹奏楽部）
14:30～　　セクションレッスン

　◆金管セクションレッスン
　　・室　孝治　先生
　　　（全国大会金賞校指導中、大阪市音楽団等客演）

　◆木管セクションレッスン
　　・遠藤　慎　先生
　　　（フルート奏者、東京芸術大学卒業

　　　NHK交響楽団、シエナ・ウィンド・オーケストラ等客演）

　◆打楽器セクションレッスン
　　・葛西　友子　先生
　　　（大阪音楽大学講師、パーカッション奏者）

16:00～　　チューニング、基礎合奏
16:20～　　 基礎合奏合奏 『七夕』

酒井　格　　先生　指揮
17:30 終了予定

★申し込み　：ＦＡＸ（裏の申込用紙に記入して送信してください。）

【連絡】 ①レッスン曲は、吹奏楽曲『七夕』を行いますので、申し込み用紙に楽譜の有無をご記入ください。

　　※お持ちでない場合は、パート譜を中学を通じて送くらせていただきます。

　 ②楽器を持ってご参加ください。
　　　　 　　※パカッションパートは、楽器を持ってきていただかなくても結構ですが、

　 　 　　　　基本練習をしますので、できればスティックをお持ちください。
　　　　　　　③見学だけでも参加可能です。

　　※申し込み用紙の楽器名記入欄に「見学」と記入してください。

◆連絡・問い合わせ

顧　問　　田中　隆文 ※締切：10月26（木）
ＴＥＬ：072-832-3421
（携帯）090-5157-0173

第５回

　　世界的吹奏楽作曲家※『酒井　格』（吹奏楽曲：七夕など・・作曲）が来校します。

大阪府立香里丘高校吹奏楽部

　  吹奏楽の大好きな中学３年生は、香里丘高校に集まってください。　

日　時：１１月１１日（土）
場　所：香里丘高校音楽室（オープンスクール同時開催）

◎同日に実施するオープンスクールのクラブ体験で、「吹奏楽部」を希望する場合は、裏
面の申込用紙にて申し込んでください。



 第５回

 （FAX送信）

中学校名（　　　　　　　　　　　　　　　）中学校

氏　　名 学年

オープンス
クール全体会

参加○× 性別

楽　器　名
（見学の場合は

見学とご記入ください） 楽譜の有無

1 男・女

2 男・女

3 男・女

4 男・女

5 男・女

6 男・女

7 男・女

8 男・女

9 男・女

10 男・女

①自分の楽器をできるだけもって参加してください。
　（パカッションパートは、楽器を持ってきていただかなくても結構ですが、基本練習をしますので、

　できればスティックをお持ちください。）　　

②初心者も、鑑賞・見学で参加できますので、是非参加してください。
③楽譜が無い場合は、送りますので楽譜の有無をご記入ください。
　（できれば、練習しておいてください。）

　

FAX番号：０７２（８３１）６０４７
※オープンスクールに参加する中学生は、クラブ体験で『吹奏楽部』と
　記入して申し込んでください。

　　　香里丘吹奏楽フェスタ　申し込み用紙

締め切り：10月　26日（木　）


