
●本校まで無料送迎車を運行（近隣の中学校は除く） 　●午前中で終了 鹿児島情報高校

※状況に応じて中止、生徒のみの参加に変更
　することがあります。
中止・変更については、本校ホームページで確認できます。 

ホームページ

KAGOSHIMA JOHO HIGH SCHOOL

OPEN SCHOOL2022
KAGOSHIMA JOHO HIGH SCHOOL

OPEN SCHOOL2022

保護者説明会同時開催 （8/20は除く）

学科体験･部活動体験
【3年生のみ参加できます！】

一日
体験入学

7/26 ・27 ・28火 水 木

8/20 ・24 土 水
（8/20は部活動体験のみ）

一日体験スケジュール

受　付　8：30～9：00

学科体験
9：15～11：50

•保護者説明会
•学科体験見学または
  部活動体験見学
•寮見学（希望者）
  9：15～11：50

部活動体験見学
9：00～11：50

部活動体験
9：00～11：50

開講式　9：00～9：15

各自で、パソコンやスマートフォンから申し込んでください。　申込方法

生　徒 保護者

詳しくは裏面を
ご覧ください。

※本校への車の乗り入れはできません。
　自家用車でお越しの場合は、創価学会駐車場（8：10開場）を
　ご利用ください。
※創価学会駐車場と本校間は巡回バスを運行いたします。

※野球部の部活動体験は野球部グラウンドで行います。
※生徒は、本校で受付後、送迎バス（保護者乗車可）で移動します。
※保護者は、野球グラウンドに直接行っても構いません。
　（申し込み時に「野球グラウンドへ直接行く」を選択してください。）
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情報高校周辺 野球グラウンド 鹿児島市平川町字宇都口5417-1
⇦一方通行

 ❶ 鹿児島市内・指宿・南薩・日置・姶良地区は学校（又は指定された場所）から乗車。
 ❷ 肝属地区は鴨池港（鴨池フェリー）から乗車。　（谷山・和田・東谷山・南中は送迎無し）
 ❸ 曽於地区はローソン霧島牧之原店から乗車。
 ❹ 川内・出水地区はJR川内駅西口前から乗車。
 ❺ 伊佐地区は大口ふれあいセンターから乗車。

送迎車の配車

●参加者の保険については、本校で加入いたします。
　（中学校長の承諾書は不要）

●送迎車の運行表を7月8日（金）までに中学校へFAX送信します。
　送迎を希望された方は、乗車場所・乗車時刻を必ず中学校で確認してください。

保険

●感染症の感染・拡大防止を踏まえ、準備いたしません。
　（飲み物を配布いたします）

昼食

《新型コロナウィルス感染症の感染・拡大防止》
1 体調不良や平熱より体温が高い場合は参加をご遠慮ください。
2 送迎車乗車時や本校入校時等に検温を実施し、熱がある場合は
 参加することができません。
3 必ずマスクを着用してください。マスク未着用の方は、参加できません。
4 密を避けるために参加人数を制限いたします。制限に達した部活動、
　学科は、申込受付期間内であっても受付を締め切ります。

保護者説明会
●体験と並行して次の内容で実施します。
　①本校の教育活動について
　②各学科の内容と募集要項について
　③授業料への支援制度について
 （国の就学支援金制度や奨学金制度について）

その他
●一日につき、1学科または1部活動の
　体験入学を申し込んでください。
●2日以上の参加も可能です。
●参加当日は上履きを持参してください。

〒891-0141 鹿児島市谷山中央二丁目4118番地
TEL099-268-3101 FAX099-266-1851
ホームページ https://ka-joho.jp

学校紹介動画

※詳しくは、本校ホームページで！！ ▶

※乗車場所が変更になることもあります。

オンライン保護者説明会も実施中

｝

中学
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送迎車利用

する　・　しない

い　　つ

8月20日（土）

参加する学科または部活動
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送迎車利用

感染症対策として参加人数を制限いたします。制限に達した部活動、学科は、申込受付期間内であっても、受付を締め切りますのでご了承ください。                                                                      

●一日につき、1学科または1部活動の体験入学を申し込んでください。
●2日以上の参加も可能です。
●申込の受付情報は、本校から中学校に連絡いたします。
※本校ホームページ（https://ka-joho.jp）または右のQRコードから申し込んでください。
※不明な点や手続きがうまくいかない場合は、遠慮なく本校（099-268-3101）にご連絡ください。

ネットで
かんたん！！申し込み

感染症対策として参加人数を制限いたします。
制限に達した部活動、学科は、申込受付期間内であっても、
受付を締め切りますのでご了承ください。

申込方法

申 し 込 ん だ 内 容 を 記 録 し て お き ましょう！

●外国人の先生と英会話やゲームを楽しもう。

●先輩たちに留学のことを聞いてみよう。

e-プレップ科

普通科系

工業科系

商業科系

Strive together！

●プレップ科の探究活動を体験しよう。

●先輩と協力して課題に取り組んでみよう。

プレップ科 探究活動を体験してみよう！

●プロジェクト型学習って何？

●普通科でも取れる資格は何があるの？

普通科 プロジェクト型学習を
体験しよう！

●CG制作体験

●映像編集体験

マルチメディア科 コンピュータグラフィックス、
映像編集体験！！

●プログラミング言語 Pythonを使ったAIの体験！！

●プログラミング言語 スクラッチを使ったオリジナルゲームの作成

情報システム科 めざせ！プログラマー！！

●自動車工学科の学科紹介

●ゼロハンカー大会の紹介

●エンジンの構造と作動説明・分解

●タイヤ交換にチャレンジしてみよう！

自動車工学科 自動車の魅力に
触れてみよう！

●産業用ロボットを操作してみよう！

●電気工事を体験し、ランプを点灯させよう

メカトロニクス科 ものづくりにチャレンジ！

●事務の仕事を体験してみよう！

●データ処理をしてみよう！

情報処理科 ビジネス活動を体験してみよう！！

サッカー（男）

サッカーができる服装や道具、飲み物

基本練習・ゲーム

7/28（木）

野球（男）

練習ができる服装（ユニフォーム）、
スパイク、グローブ、飲み物

基本練習（キャッチボール、バッティング）

7/26（火）・28（木）・8/20（土）

陸上トレーニング／Tシャツ、ハーフパンツ、体育館シューズ
水泳トレーニング、基本練習、スタート、ターン、リレー競技
／水着、フィン、パドルなど一式、飲み物

陸上トレーニング・水泳トレーニング

水泳（男女）
7/27（水）・7/28（木）

ラグビー（男）

練習ができる服装、飲み物

タッチフット・ミニゲーム等

7/26（火）

男子バレーボール

練習ができる服装、タオル、飲み物

基本練習・試合形式

8/24（水）

8/20（土）・8/24（水）

簿記（男女）

筆記用具
公認会計士、税理士の登竜門である日商簿記
1級試験の合格者を県内一誕生させる部。

簿記の学習体験をしてみよう！

8/24（水）

吹奏楽（男女）

楽器(打楽器の方はスティック、コントラバスの方は
弓のみで結構です。)、筆記用具、飲み物

基礎合奏、パート練習、合奏

グループ学習や
オンライン研修の様子も

紹介します！

柔道（男女）

柔道着、タオル、飲み物

柔道部の説明・技の研究・本校部員との乱取り

7/28（木）

卓球（男女）

練習ができる服装、シューズ、飲み物

基本練習・ゲーム

7/28（木）

陸上競技（短距離女子）

練習ができるウェア、シューズ、
スパイクなど持っている場合は持参、飲み物

スプリント基本動作、スタート、スプリントトレーニング

7/27（水）

女子バレーボール

練習ができる服装、シューズ、タオル、飲み物

トレーニング・基本練習・ゲーム

8/20（土）

バスケットボール（男）

練習ができる服装、シューズ、飲み物

（送迎は保護者でお願いします）

基本練習・ゲーム

8/20（土） 午後13：30～

囲碁将棋（男女）
8/20（土）

初心者・経験者問わず大歓迎です。

対局・ペア碁・ペア将棋など

各自で、パソコンやスマートフォンからお申し込みください。 申込受付期間6/13㈪～6/28㈫


