
学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

1 辺土名
学校説明会（中学３年生・保護者、中学校教諭）　10月23
日（火）14時～16時。
その後、部活動見学（希望者対象）16時～17時。

・所定の申込用紙に参加人数を記
入し、郵送もしくはFaxでの報告をお
願いします。
・保護者や引率の先生方には、寮
の見学も行います。

2 北山
学校説明会（中学校教諭・生徒・保護者）10月23日（火）
15:00～17:00

・所定の申込用紙があります。
・駐車スペースに限りが有りますの
で、できるだけ乗り合わせで来校お
願いいたします。
・寮の見学もあります。

3 本部

１．学校説明・入試説明会
期日：平成30年10月1６日(火)13時45分～16時
場所：本部高等学校
対象：中学3年生、中学校教諭、保護者

※中学校から学校説明会の依頼があった場合は、直接出
向いて説明会を行います。
 
２．本部高校体験ツアー
期日：平成30年2月15日（金）
場所：本部高等学校
対象：連携中学校2年生、中学校教諭、保護者

①所定の申込用紙有り。本校ＨＰよ
り８月以降ダウンロードできます。
②駐車スペースに限りがあります。
公共交通機関の利用または、乗り
合わせでの来校をお願いします。
③部活動の見学を希望される場合
は、申込時に連絡下さい。
④ご不明な点があれば、本部高校
入試担当までご連絡下さい。

4 名護

・オープンスクール  ８月７日（火）　９：００～１１：1０
　※１１：１０以降は部活動見学（自由参加）となります。
・学校説明会（中学校教諭）  １０月１２日（金）
１４：３０～１５：３０
・学校説明会（中学生・保護者）  １０月１２日（金）
１４：３０～１５：３０
　※１５：３０以降は部活動見学(自由参加)となります。

・学校説明会(中学生・保護者)は、
オープンスクールに参加できなかっ
た中学生及び保護者が対象です。
・オープンスクール日程後に寮の見
学が可能です。当日受付の案内を
します。
・参加申込みの御案内を各中学校
へ送付します。

5 宜野座

①学校説明会（中学生・保護者）
　　１１月６日（火）　受付　１３：４０～
　　　　　　　　　　　　　　　　１４：１０～１５：３０　学校説明会

②中学校進路担当教諭対象　学校説明会
　　１０月１８日（木）　１６：００

③各中学校から依頼があれば、中学校における進路学習
会等へ本校職員・生徒を派遣し、学校紹介を行います。

・１０月２５日（金）までに所定の様
式でＦＡＸ・EMAILにて申込みお願
いします。
・放課後、部活動自由見学。

　
・その他質問等があればお気軽に
担当者（登川）までお問い合わせく
ださい。

6 石川

生徒向け学校説明会・中学生体験入学
9月14日（金）午後2時20分より受付
　　　　　　　　午後2時30分より学校説明会実施。
　　　　　　　　午後3時20分より、授業見学会を行います。
　　　　　　　　午後４時～（希望者は部活動見学）

中学校入試担当者向け学校説明会
10月12日（金）午後4時より受付、午後5時まで実施。

・2つの説明会とも本校視聴覚室で
行います。

・所定の申込用紙に記入の上、提
出お願いします。

7 前原

〇第１回学校説明会（中学生・保護者・教諭）
    １０月５日（金）　14：00～16：00 放課後（部活）
〇募集要項説明会（中学校教諭）　１０月１２日（金）14：30
～
〇第２回学校説明会（中学生・保護者・教諭）
    １０月１６日（火） 14：00～16：00　放課後（部活）
〇学校訪問・・・中学校からの依頼に応じ、日程を調整して
実施

・所定の申込用紙有り。
・学校説明会終了後に放課後、部
活動体験を希望する者はユニホー
ム、用具、スパイク、体育着等を準
備してください。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致しま
す。

平成30年度　県立高等学校学校説明会、体験入学等の日程

※詳細については、各高等学校へお問い合わせ下さい。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

8 与勝

県立与勝高校オープンスクール　10月18日（木）
 14:00～16:00
14:00～14:15　受付
14:15～15:30　学校紹介
15:35～16:00　授業見学及び施設見学

部活動見学及び体験（自由参加）　16:00～17:00

・所定の参加申込用紙あり。部活
動体験希望調査もあり。

・各中学校への訪問説明会は随時
受付中。

9 読谷

学校説明会・授業見学（中学生・保護者・中学校教諭）
　１０月25日（木）
受　付　１３：５０～　（体育館入り口）
５校時　１４：００～１４：５０　学校説明会（体育館）
６校時　１５：００～１５：５０　授業見学・校内見学

＊各中学校からの依頼に応じ、中学校における進路学習
会等へ本校
　職員・生徒が参加し、学校紹介を行います。

①所定の申込用紙があります。
②駐車スペースに限りがあります。
   公共交通機関を利用するか、
   乗り合わせでの来校をお願い致
   します。
③放課後、希望者を対象とした部
   活動見学を予定しています。

10 嘉手納

・嘉手納高校オープンスクール
　７月27日（金）　１３：００～　（時刻は予定）
　
・各中学校での学校説明
　中学校側からの依頼に応じて訪問しています。

・本校での学校見学など
　中学校側からの依頼に応じて、日程調整し実施します。

オープンスクール
　・近隣中学校へは文書発送
　・本校ＨＰにも案内掲載
　・本校ＨＰよりメールで受付
　・１回のみの開催

学校説明会、学校見学などの
依頼お待ちしております。

11 具志川

学校説明会（中学校教諭）　１０月１０日（火）
１５：００～１６：００     場所：本校視聴覚室

学校説明会（中学生・保護者）　１０月１７日（火）
１４：３０～１６：００     場所：本校体育館

・所定の申込用紙有り。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致しま
す。

12 美里

◆日時
第１回学校説明会　　９月１３日（木）　１４：００～１６：００
第２回学校説明会　１０月１１日（木）　１４：００～１６：００
◆対象
中学校３年生・保護者・学校教職員
◆その他
部活動見学１６：３０～

・所定の申込用紙有り。
※7月初旬に各中学校へFAX
送信予定。

13 コザ

学校説明会（入試担当者対象）　2018年10月2日(火)
14時半～16時半

第1回学校説明会、体験入部（受検生対象）
2018年10月16日（火）

第2回学校説明会、体験入部（受検生対象）
2018年10月17日（水）

・所定の申込用紙有り。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致しま
す。
・体験入部希望者は部着，練習着
やシューズ等必要なものを持参す
ること。

14 球陽

①9月28日（金）　15：00～16:30 学校説明会（時刻は予定。
中学校職員対象）

②10月6日（土）　14:00～16:00 学校説明会（時刻は予定。
中学生、保護者対象）
※学校説明会前は授業見学ができます。
※説明会参加の申込は必要ありません。
※時刻に関して、確定次第本校Webサイトにてお知らせし
ます。

③上記日程以外でも要望があれば各中学校へ出向き、学
校説明会を行います。

①中学校職員対象学校説明会は、
駐車スペースを確保しております。

②生徒、保護者対象の学校説明会
は、運動場も開放し、駐車スペース
を確保しております。ただし、雨天
の際は運動場への駐車はできませ
んので、ご了承下さい。

③希望する日程をご連絡下さい。
日時調整、説明会の持ち方等ご相
談したいと思います。ぜひご連絡下
さい。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

15 北谷

学校説明会・体験学習１０月２５日（木）13:30～17:00（受付
13:10～）
・学校説明会終了後、体験学習（授業及び部活動）を行う。
・各中学校へ訪問しての進路学習会等についても柔軟に
相談に応じます。

・体験学習では実際に授業や部活
動を自分で選択し、参加や見学が
できます。
・生徒の解散時間については、どの
体験学習を選択したかによって変
化します。
・所定の申込用紙あり。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致しま
す。

16 北中城

部活動体験入部　　9/1（土）　9時～
学校説明会（中学校職員対称）  10/12(金）16:00～17:00
学校説明会①（中学生・保護者）　9/28（金）14:00～16:00
学校説明会②（中学生・保護者）　10/18（木）14:00～16:00
※各中学校の行事計画等を考慮して同じ内容の説明会を
2日間設定しています。
※中学校が実施する上級学校訪問については日程を調整
して対応します。

・時間設定は予定ですので、正式
な日程は公文にてお知らせします
・所定の申込用紙有り。

17 普天間

学校説明会（中学生・保護者）  １０月１１日（木）
１４：３０～１６：００（予定）

入試説明会（中学校教諭）  １０月１７日（水）
１４：３０～１５：３０（予定）

・駐車スペースがあまりないため、
有料駐車場を案内することがあり
ます。

18 宜野湾

学校説明会（中学生）　平成30年10月４日
（13:30～15:50）　（学校説明・校内見学・部活動見学）

入試説明会（中学校教諭）　平成30年10月4日
（16:00～17:00)

・所定の申込用紙がある
・駐車スペースに限りがありますの
で、乗り合わせで来校お願いしま
す。

19 西原

・学校説明会･体験学習（中学生･保護者）10月18日(木)
14時～16時(終了後に部活動見学）
・入試説明会(中学校教諭）10月18日(木)
16時25分～17時
・ﾐﾆｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（授業体験ｺｰｽ、部活動体験ｺｰｽの２ｺｰｽ
を設定）8月21日(火)9時～12時5分、13時～16時10分。
部活動体験ｺｰｽは男女ﾊﾞﾚｰ部、女子バスケットボール部、
野球部、男子サッカー部の予定。
・大城正信杯ﾏｰﾁﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾏｰﾁﾝｸﾞ体験）8月22日
(水)9時～16時。

・時間設定は予定ですので,正式な
日程は公文にてお知らせします。
申し込み方法もその際にお知らせ
いたします。
・駐車ｽﾍﾟｰｽに限りがありますの
で、乗り合わせにてご来校をお願い
いたします。

20 浦添

・中学校進路担当者との連絡会…１０月２日（火）　１６時～
１６時４５分

・学校説明会（中学生・保護者）…１０月１６（火）　１４時３０
分～１６時
　　［部活動及び学校施設見学　１６時～１７時］

【中学校進路担当者連絡会】
・所定申込FAX用紙有り

【学校説明会】
・所定申込FAX用紙有り
・駐車スペースなし。公共交通機関
等をご利用ください。
・部活動及び学校施設見学の見学
もあり（自由参加）

21 那覇国際
学校説明会（中学３年生とその保護者・中学校教諭）
日時：１０月１７日（水）14:00～16:00（受付13:30～）
申込期間：９月２８日（金）まで

・９月上旬に本校ＨＰに「お知らせ」・
「申込用紙」を掲載予定
・中学校向けの公文発送は９月中
旬予定（公文到着前でも申込み可）
・中学校職員の駐車場は限りがあ
り満車の場合は入構をお断りしま
す
・保護者用の駐車場はありません
（近隣商業施設への駐停車禁止）



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

22 陽明

①オープンスクール（中学生・保護者・中学校教諭対象）…
7月24日（火）　12:00～17:00
内容：説明会・体験授業・在校生による相談会・部活体験
他

②学校説明会・入試説明会（中学3年生・保護者対象）…
10月12日（金）14:30～15:30説明会、16:15～部活動見学

③募集要項説明会（中学校教諭対象）…10月12日（金）
16：00～17：00
※中学校からの依頼に応じて積極的に対応します。

・オープンスクール・学校説明会実
施要項は県内全中学校に発送しま
す。
・申込は、ＨＰよりダウンロードし必
要事項を記入して、メールにて報告
お願いします。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせ、または、公共の交通
機関をご利用下さい。

23 首里

①染織デザイン科体験入学1　（中学生のみ）
　平成30年7月31日(火)　13時30分～15時30分
  募集人員：染め32人、織り28人、デッサン20人　合計80人

②学校説明会（中学生・保護者・中学校教諭）
　平成30年10月25日(木)　14時00分～15時15分

③染織デザイン科体験入学２　（中学生３年のみ）
　平成30年10月25日(木)　15時30分～17時00分
  募集人員：染め16人、織り21人、デッサン20人　合計57人

・来校は公共交通機関の利用の
み。
・染織デザイン科の体験入学は、
無料で制作があります。
・①の募集期間は6/25～7/6
・②、③の募集は９月以降に案内し
ます。
・所定の用紙にて申込下さい。

24 首里東

学校説明会（中学校教諭）１０ 月５日（金）１４時３０分～１６
時
学校説明会・体験学習（中学生・保護者）１０月２６日（金）１
４時３０分～１６時

中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施しています。

現時点(5/28)での上級学校訪問
６月２１日（木）１４時００分～（1校）

・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願いいたしま
す。

25 開邦

①学校訪問・施設見学・授業参観（中学生・保護者）
各中学校からの依頼を受けて、日程調整をして実施する。
　
②学校説明会・中学校教諭への入学者募集要項説明
（中学3年生・保護者・中学校教諭対象）
平成30年9月26日（水）　14:00～16:00（予定）　場所：本校
体育館

③オープンスクール（仮）
平成30年8月22日（水）　予定　場所：本校
内容（見学または体験学習等）・実施時間など現在調整中
です。また，実施日は変更になる場合もあります。

・公共交通機関等をご利用ください
ますよう、ご協力をお願いします。

26 那覇

学校説明会（中学校教諭）  １０月２3日（火）
学校説明会（中学生・保護者）  １０月２3日（火）
※時間については現在調整中です。
学校訪問・施設見学に関しては、中学校からの依頼に応じ
て日程調整して実施します。

・所定の申込用紙あり。
・駐車場はありません。公共交通機
関をご利用の上来校願います。

27 真和志

○学校説明会（中学校教諭対象）
　　７月２７日（金）１４：００～１６：００
○オープンスクール（中学生対象）
　　１０月１日（月）・２（火）１３：００～１６：００
○上級学校訪問および親子進路学習会等については、中
学校からの依頼に応じ、日程調整して実施します。

・所定の申込用紙があります。
・駐車スペースに限りがありますの
で、乗り合わせでの来校、または公
共交通機関のご利用をお願いしま
す。
・オープンスクールでは授業体験・
見学等を予定しています。（現在調
整中）



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

28 小禄

平成３０年１０月１９日（金）
①学校説明会　(中学校教諭・中学生･保護者向け)
１４：２０～１６：００
②部活動見学　(中学校教諭・中学生･保護者向け)
１６：２０～１８：００
③募集要項説明(中学校教諭向け)
１６：２０～１７：００

※本校への上級学校訪問や中学校へ出向いての学校説
明会は､中学校側からの依頼に応じ､日程調整して実施し
ます。

①所定の申込用紙あります。
②期日が近づきましたら本校　Web
サイトにて案内をいたします。
③駐車ｽﾍﾟｰｽがありませんので､公
共交通機関をご利用下さい｡

29 那覇西

学校説明会（中学生・保護者）１０月１７日（水）
１4時0０分受付１４時3０分開始部活見学１５時３０分～１６
時３０分
個別の場合は、中学校からの依頼に応じて、日程調整して
実施します。

・所定の申込用紙有り。
・バス・モノレールでの来校をお願
いします。

30 豊見城

・学校説明会及び入学選抜試験説明会（中学生・保護者・
中学校教諭）　１０月１６日（火）　14：00～16：30

※学校説明、上級学校訪問などは中学校の依頼に応じ日
程調整し実施しています。

・１０月１６日の学校説明会は所定
の申込用紙有り。８月～９月にかけ
て案内状を送付致します。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願いします。

31 豊見城南

学校説明会（中学生・中学校職員・保護者）９月20日（木）
14時～15時50分

体験学習等は中学校からの依頼に応じ、日程調整して実
施します。

・所定の申し込み用紙有り
・ＦＡＸにて申し込み
・学校単位での申込み
・説明会終了後は、施設見学の時
間を設けております。

32 南風原
学校説明会・授業見学・体験学習（中学生・教諭・保護者）
１０月１６日（火）１３時４０分～１６時

・駐車場に限りがあり、引率の職員
用の数台分のスペースしか用意で
きません。乗り合わせで来校お願
い致します。

33 向陽

学校説明会（中学生・保護者）　10月10日（水）
14時～15時30分
授業見学（中学生・保護者）　10月10日（水）
15時40分～16時30分
学校説明会（中学校教諭）　10月10日（水）
15時40分～16時30分

その他、中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施して
います。

・申込書を９月中旬までに各中学校
へ発送します。

・授業、部活動の見学ができます。
・寮の見学ができます。

・雨天時の駐車スペースには限り
があります。乗り合わせで来校をお
願いします。

34 知念

10月16日(火)
　・15時～16時30分　学校説明会（中学生・保護者・中学校
教諭）
　・16時30分～17時 中学生：部活動見学
　　　　　　　　　　　　  中学校教諭：情報交換、質疑応答

・駐車スペースに限りがあるため、
公共交通機関のご利用をお願いし
ます。乗り合わせの場合は、各中
学校１台程度での来校をお願いし
ます。

35 糸満

学校説明会（中学生・保護者対象）  10月18日(木)　午後

入試募集要項説明会（中学校教諭対象）  10月11日(木)
16時15分～17時

時間は現在調整中です。

・所定の申込み用紙があります。
・駐車スペースがありませんので、
公共交通機関の利用をお願いしま
す。

36 久米島

学校説明会（久米島西中学生・保護者）5月31日（木）
15時10分～
学校説明会（球美中学生・保護者）6月1日（金）
15時25分～16時15分
ミニオープンスクール（中学生・保護者）8月２日（木）
10時30分～12時
オープンスクール（中学生）9月14日（金）現在時間調整中
です。

・5月31日と6月1日はそれぞれの中
学校で行います。
・ミニオープンスクールは所定の申
込用紙有り。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

37 宮古

学校説明会（中学生・保護者）
　日時：　平成30年10月2日（火）　15:00～16:30
　場所：　宮古高校体育館
　　※終了後に希望者は部活動の見学ができます。

学校説明会（中学校教諭）
　日時：　平成30年10月2日（火）　16:00～17:00
　場所：　宮古高校会議室

・所定の申込用紙有り。申込用紙
は９月中に宮古地区の各学校に郵
送予定です。
・駐車スペースに限りがあるため、
乗り合わせ等での来校をお願いし
ます。

38 伊良部

・学校説明会（宮古地区中学校教諭・保護者・生徒）
10月22日（月）予定
・学校説明会（北中学校の生徒・保護者）
6月27日（水）予定
・学校説明会（佐良浜中学校の生徒・保護者）
７月上旬頃予定。
・学校説明会（伊良部中学校の生徒・保護者）
７月上旬頃予定。

中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施します。

39 八重山
学校説明会、授業・施設見学（中学生・保護者・中学校職
員）
⇒9月28日（金）、10月2日（火）に実施予定

・所定の申し込み用紙あり
　※ＦＡＸでの回答
・学寮施設見学あり（希望者）

40 北部農林

体験入学
１回目　平成30年　８月10日（金）
２回目　平成30年　10月中旬　※日程調整中
※詳細は調整中で後日学校Webページで公開します。

学校説明会（中学校教諭対象）平成30年１０月中旬の学校
説明会で行う。１４：１０～１５：００

所定の申込用紙あり。
駐車スペースに制限あり。

41 中部農林

3年生対象体験入学（中学生・保護者）：8月15日（水）、10
月10日（水）１３時半～16時20分
１・２年生対象体験入学（中学生・保護者）：8月3日（金）13
時半～16時
進路指導担当者学校・入試説明会（中学教諭）：10月17日
（金）14時半～１６時
中学校主催学校説明会への職員派遣：依頼に応じて随時
派遣
中学校主催進路学習会への生徒派遣：依頼に応じて随時
派遣
学校訪問（見学）：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調
整）

・体験入学は所定の申込用紙有
り。※6月下旬に公文にて案内しま
す。

42 南部農林

・中学校３年生対象体験入学（生徒・保護者）
９月２８日（金）１２：５０～１５：４０（４～６校時）

・学校説明会（中学校教諭対象）
９月２８日（金）１４：００～１５：００

・中学校１・２年生対象体験入学（生徒・保護者）
平成３１年１月２９日（火）１２：５０～１５：４０（４～６校時）

・上級学校訪問（本校訪問）　中学校からの依頼に応じ、随
時、日程を調整して対応します。

・中学校教諭対象の学校説明会
（入試説明会）については変更の可
能性があります。期日が確定次
第、案内を郵送します。
・HP上で申込用紙をダウンロード
し、e-mailにて申込みを行います。
・１月の中学校１・２年生対象の体
験入学は開催時間の変更がある
かもしれません。詳細が決定次第、
郵送で案内します。

43
八重山
農林

１．中高連絡会
　（１）期　日　　平成３０年５月１１日（金）
　　　　午後１４：００～１７：００

２．中学３年生対象　体験入学
　（１）期　日　　第１回：平成３０年９月５日（水）
                       第２回：平成３０年９月６日（木）
                       第３回：平成３０年９月７日（金）

３．その他
出前講座、各学年への進路講話、生徒・保護者への学校
説明会などできる限り調整致します。

・申込有り。

・申込み有り、調整有り。

・希望に合わせて日程の調整



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

44 美来工科

中学校進路担当者向け学校説明会　平成３０年６月２２日
（金）　１３：３５〜16:30
第１回　オープンキャンパス（体験入学）　平成３０年７月２
４日12;30〜15;45
第２回　オープンキャンパス（体験入学）　平成３０年９月２
５日12:30〜15:45
第２回オープンキャンパスにて体験入部の募集も行います
施設見学　随時受け入れ可能
学校説明会（中学生・保護者）　中学校の依頼を受けて日
程調整して実施

・施設見学を随時行っております少
人数でも構いませんので広報担当
までご連絡ください。
・体験入学当日台風の場合は、８
月７日に延期します

45 美里工業

①学校説明会(中学校教諭対象)
6月13日(水)13:30～16:00

②オープンキャンパス
7月12日(木)・9月12日(火)13:00～15:55

その他、中学校からの依頼に応じ、日程調整して実施して
います。

①学校説明会(中学生・保護者向
け)については広報担当(山城)まで
お問い合わせ下さい。

②ホームーページからのエクセル
ファイルでの申し込み様式あり。

46 浦添工業

○第1回オープンキャンパス(中学3年生向け)
６月２０日(水)　13:15～16:00
　情報技術、インテリア、デザイン、調理の各科の実習授
業風景を見学してもらいます。2つの科を選択して見学し、
希望者は放課後の部活動の見学もできます。

○第2回オープンキャンパス(中学3年生向け体験入学＋職
員向け情報交換会)
７月２５日(水)９：００～１５：００
(体験入学)
情報技術、インテリア、デザイン、調理から1科を選択して、
実習の内容を実際に体験することができます。
(情報交換会)
中学校職員向けに、学校紹介等を行います。

○第3回オープンキャンパス(中学校全学年向け)
１０月１０日(水)　13:15～16:00
　情報技術、インテリア、デザイン、調理の各科の実習授
業風景を見学してもらいます。2つの科を選択して見学し、
希望者は放課後の部活動の見学もできます。

・申し込みについては、各中学校宛
に送付する公文及び、本校ホーム
ページをご覧下さい。

・駐車スペースには限りがあります
ので車を乗り合わせる等、ご協力を
お願い致します。

・当日、台風などで本校が休校の
場合は、中止となります。

47 那覇工業

・上級学校訪問（中学３年生）：中学校からの依頼に応じ、
日程調整して実施します。

・学校説明会（中学校進路指導担当職員向け）： ６月２８日
（木）

・体験入学（中学３年生）：７月２７日（金）

・（上級学校訪問）各学科の実習見
学や学校説明会を随時行っていま
す。

・（体験入学）学校ホームページより
申込用紙をダウンロードし、メール
で申込んで下さい。詳細は６月下
旬に案内予定です。

48 沖縄工業

体験入学（体験実習：中学生対象）平成30年7月31日（火）
12：45～16：30本校体育館及び各科実習場
体験入学引率教師・保護者対象教育懇談会（中学校教
諭、保護者対象）平成30年7月31日（火）13：30～14：30視
聴覚室

・台風等で開催できない場合は予
備日（8月7日）に行います。
・制服でご参加ください。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

49 南部工業

①玉城中学校「高等学校説明会」
参加（5/18(金) 13:30～15:30)
②中学校職員向け学校説明会
（5/29(火) 13:10～16:00)
③南星中学校「進路学習会」参加
(6/1(金) 14:00～15:30)
④南風原中学校（生徒・教諭）訪問・見学会
(6/12(火) 13:00～15:00)
⑤糸満中学校「進路学習会」参加
(6/26(火) 13:35～15:25)
⑥第1回オープンスクール
7/31(火) 13:10～16:00

・公文、FAX等で参加可否確認
・使用する視聴覚機器等要請
・配付資料用意

50 宮古工業

学校説明会（中学校教諭）　７月３日（火）
１５：００～１７：００　〔予備日７月１２日〕
体験入学（中学生）　９月２７日（木）
１３：３０～１６：００　〔予備日１０月４日〕

＜体験入学＞
・所定の申込用紙有り。
・駐車スペースに限りがあります。
乗り合わせで来校お願い致しま
す。

＜出前授業＞
中学校からの依頼があれば，出前
授業の実施を検討します。

51 名護商工

・体験入学（中学生）学校説明会（中学校教諭・保護者）
　９月１３日（金）13時～16時
・各中学校での学校説明会は依頼に応じ、職員（生徒）を
派遣します。

・体験入学は所定の用紙にて申し
込み。8月20日頃に中学校へ配布
予定、HPにもアップします。

52
八重山
商工

・学校説明会（中学生・保護者）　中学校毎に日程を調整し
実施しています。
・学校説明会（中学校教諭）2学期に実施予定
・体験入学（中学生）2月1日実施予定

何かご不明な点がございましたら
八重山商工の教務広報係に問い
合わせをお願いします。

53
具志川
商業

体験入学①（中学生）7月24日（火）　時間未定
体験入学②③（中学生）９月13日（木）・９月14日（金）午後

学校説明会　中学校からの依頼に応じ、日程調整して実
施します。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

54 中部商業

・学校説明会・体験入学（中学生・保護者）
　７月⒓(木)・13(金)　13:20～16:20
・学校説明会（中学校教諭）
　10月10(水)　16:00～17:00
・中学校からの依頼に応じ、中学校へ出向いて説明も行い
ます。

※所定の申込用紙あり

55 浦添商業

○体験入学および学校説明会：
　　平成30年7月19日（木），9月11日（火）
　　12時50分～16時50分のいずれか１日

○進路学習会、上級学校訪問等（中学生・保護者）：
　　各中学校からの依頼に応じ、日程を調整して行います

○詳細等については追って、公文等で各中学校に送付い
　　たします。

○HPに掲載いたしますので、ご覧下さい。

・体験入学は、所定の申込
　用紙有。日程調整のうえ、
　後日、決定した日時の連
　絡を差し上げます。

・教室移動等で靴の履き替
　えがある為、靴袋をご持参
　ください。

56 那覇商業

学校説明会および体験入学（中学生・中学校教諭・保護
者）
　１回目：７月３０日(月)９時～１２時３０分
　２回目：７月３１日(火)９時～１２時３０分
　３回目：９月１３日（水）１３時～１６時３０分
中学校に希望調査を行い、日程調整して実施します。

・所定の申込用紙有り。
・駐車ｽﾍﾟｰｽがありませんので、公
共交通機関、近隣の有料駐車場を
ご利用下さい。

57 南部商業

◎学校説明会：中学校からの依頼に応じて日程調整して
実施

◎上級学校訪問：中学校からの依頼に応じて日程調整し
て実施

◎先輩による進路講話：中学校の依頼に応じて日程調整
して実施

◎体験入学：7月25日、26日に実施予定
　　全3回実施予定【7月:午前、10月:午後、1月:午後】

文書で中学校に案内予定

58 沖縄水産

１．学校説明会
　中学校の要望に応じて実施する。
　①本校職員が当該中学校を訪問して説明を行う。
　②該当中学生および保護者・引率者が本校に来校して，
学校説明を受け，施設見学を行う。 （オープンキャンパス）
　③本校生徒が出身中学校を訪問して，活動状況を報告
する。

２．体験入学
　平成30年7月26日（木）11:30～15:30に実施します。
　申込受付期間　平成30年6月18日(金)～29日(金)
　対象：中学3年生

（寮について）
本校には敷地内に学寮「黒潮寮」
があります。離島および本島中北
部から来校する中学生は，見学が
可能です。

（体験入学について）
体験入学の申し込みは，所定の様
式を５月末頃Webサイトに掲載しま
す。
また，駐車場スペースに限りがあり
ます。乗り合わせで来校お願い致
します。



学校番号 学校名 学校説明会、体験学習等日程 備考（中学校への連絡事項等）

59
宮古総合

実業

学校見学会（中学生）　７月３０日（月）午前中

中学校進路指導者対象学校説明会（中学校教諭）
９月１３日（木）

体験入学（中学生）　１０月３０日（火）

出前学校説明会（中学生・保護者）
中学校からの依頼に応じて随時実施します。

※　学校見学会、中学校進路指導者対象学校説明会、体
験入学についての詳細な日程は現在調整中です。

・学校見学会、体験入学について
は所定の申し込み用紙がありま
す。申し込み時期に合わせて、学
校ホームページからもダウンロード
できるよう、準備する予定です。

・出前学校説明会については一度
本校までお電話にてお問い合わせ
下さい。

泊高校
（午前）

・学校説明会
  （各中学校担当教諭・中学生・過卒生・保護者等）
   11月6日(火)14:00～16:00 施設見学：15:45～16:00

・学校訪問（各中学校担当教諭・中学生・過卒生・保護者
等）中学校からの依頼に応じ、日程を調整して実施いたし
ます。

・体験入学は実施しておりません。

・学校説明会
➀所定の申込用紙あり
②駐車スペースがありませんの
で、公共の交通機関をご利用下さ
い。
・学校訪問
日程調整が必要ですので早めの連
絡をお願いします。

泊高校
（夜間）

１．学校説明会
　　　：本校受検希望者、保護者、
　　　　引率教諭
　　　：11月6日（火）１４：００～１６：００
　　　　（受付14:00～14:30）
　　　：施設見学　15：45～16：００

２．学校訪問（中学生、保護者、中学校教諭等）
　　中学校からの依頼に応じ、日程を調整をしますので、
　　事前の連絡をお願い致します。
　　（訪問時間の目安：18時～20時）
　
３．体験入学：実施しておりません。

・学校説明会
①所定の申込用紙有り。
②駐車スペースがありませんの
で、公共の交通機関のご利用をお
願い致します。

・学校訪問
　日程調整をしますので、事前の連
絡をお願い致します。

62 コザ（定）

◎学校説明会：中学校からの依頼に応じて日程調整して
実施
◎上級学校訪問：中学校からの依頼に応じて日程調整し
て実施
◎先輩による進路講話：中学校の依頼に応じて日程調整
して実施
◎体験入学：7月25日、26日に実施予定
　　全3回実施予定【7月:午前、10月:午後、1月:午後】

文書で中学校に案内予定

63
北部農林

（定）

体験入学　１回目　平成30年　８月10日（金）
　　　　　　　２回目　平成30年　10月中旬　※日程調整中
　　　　　　　詳細は調整中で後日学校Webページで公開
              します。

学校説明会（中学校教諭対象）平成30年１０月中旬の学校
説明会で行う。
１４：１０～１５：００

所定の申込用紙あり。
駐車スペースに制限あり。

64
中部農林

（定）

3年生対象体験入学（中学生・保護者）
：8月15日（水）、10月10日（水）１３時半～16時20分
１・２年生対象体験入学（中学生・保護者）
：8月3日（金）13時半～16時
進路指導担当者学校・入試説明会（中学教諭）
：10月17日（金）14時半～１６時
中学校主催学校説明会への職員派遣
：依頼に応じて随時派遣
中学校主催進路学習会への生徒派遣
：依頼に応じて随時派遣
学校訪問（見学）
：依頼に応じて随時受け入れ（要日程調整）

・体験入学は所定の申込用紙有
り。※6月下旬に公文にて案内しま
す。
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65
那覇工業

（定）
予定なし。

67
八重山商
工（定）

学校説明会（中学生・保護者・中学校教諭）
第１回　平成30年9月13日（木）　 16時30分～19時
　①16:30～　　　　受付
　②16:40～17:25　学校概要説明
　③17:30～18:00  授業見学
　④18:00～18:35　給食体験
　⑤18:35～19:00　質疑応答

第２回　平成30年10月16日（火）16時30分～19時
第３回　平成30年11月5日（月）16時30分～19時
※第２回･第3回とも日程は第１回と同じ

当日は給食代（180円×人数）
をご持参ください。

説明会は、保護者の参加も可能で
す。

68
那覇商業

（定）
学校説明会（中学生・保護者）9月２６日（水）14時30分～15
時30分

駐車スペースが狭いため、近隣の
有料駐車場をご利用ください。

69 泊（通信）

・学校説明会
 （中学生・過卒生・中学校教諭・保護者・各市町村教育委
員会）
   11月６日（火）　説明会：14:00～16:00
                        施設見学：15:45分～16:00

・学校見学
スクーリング見学は１０月７日（日）～１２月１６日（日）のス
クーリングのある日曜日にできます。（事前に電話で予約
すること）

・体験入学は実施しておりません。

・学校説明会
①所定の申込用紙有り。
②駐車スペースがありませんの
で、公共の交通機関のご利用をお
願いします。　　・学校見学
事前連絡で、日程調整をお願いし
ます。

70
宜野湾
(通信)

学校説明会（中学生・保護者・引率教諭）
　10月4日（木）　１４：００～１６：００　　（全日制の説明会と
同日）

・個別説明会
　社会人・中学生・保護者への説明は事前に申し込みいた
だければ随時行います。（月曜～木曜）

・学校見学
　日曜のスクーリング見学についても事前に申し込んで下
さい。

事前に電話で連絡してください。


