
令和３年度 米子北高等学校 第１回オープンスクール開催についてのお知らせ

今年度の第１回オープンスクールは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、鳥取県・島根県の生徒様を対象に、８月２日（月）～８月６日（金）の期間に
おいて分散開催させていただきます。万全の新型コロナウイルス感染防止対策を行った上で、「看護実習見学」「授業体験」「部活動見学・体験」を実施します。一覧表
をご確認の上、是非ご参加ください。

【参加にあたって】
a.参加者（含む同伴の保護者）様は、２week sheet〈健康観察〉の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としています。自分の命はもちろんのこと、他者の命や健康を守るためのものですので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、参加当日に各会場の受付で提出してください。

b.「部活動見学・体験」に参加される皆様の健康を考慮し、万が一の怪我や熱中症に備えて保険に加入させていただきますので、安心してご参加ください。手続と
保険料は本校が負担いたします。
c.参加当日までの検温など、体調管理には十分にお気をつけいただき、無理のないようにお願いします。なお、当日も受付にて検温を実施させていただき、37.5度
以上の発熱がある場合はご参加いただけませんのでご理解ください。

d.お車でお越しの方には駐車スペースがございますが、できるだけ乗り合わせや公共交通機関のご利用をお願いします。駐輪場は用意しております。
e.水分補給のためのお飲み物をご用意ください（わずかですが本校でも用意しております）。
f.悪天候等で中止の場合は、本校のホームページでお知らせします。台風等により、朝６時の時点で米子市に警報（波浪警報は除く）が発令されている場合は中止
といたします。
g.近隣の地域を含め、県内の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、やむを得ず中止とさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

【参加申し込み方法】
インターネットでの参加申し込み。ホームページ上にて必要事項を入力し、送信してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「看護実習見学」は定員30名、「授業体験」は定員各20名とさせていただきます。

【申し込み締切】
申し込み締切は、令和３年７月２８日（水）です。
※「看護実習見学」「授業体験」については、定員に達した時点で締め切らせていただきます。

【日程等詳細について】

１．「看護実習見学」

実施内容 実施日 実施時間 体験 持ち物 注意事項
実施場所 時間

看護実習見学 ８月３日（火） ９：００～受付 ２時間 ・筆記用具 看護科在校生による看護実習の様子をリモート見学します。
本校第一会議室 ９：３０～看護科説明 ・飲み物 看護科についての詳しい説明と映像による施設紹介もありま

９：５０～看護実習見学 す。質問や不明な点があれば、説明後にうかがいますので、
受付：正面玄関 １０：３０～施設紹介等 お気軽にお申し出ください。

希望される方は女子寮の見学（外観のみ）も可能です。
１１：３０ 解散

担当 段塚 悦子



２．「授業体験」

実施内容 実施日 実施時間 体験 持ち物 注意事項
実施場所 時間

英会話授業体験 ８月３日（火） ９：００～受付 ２時間 ・筆記用具 ALTの先生と英語科の先生による英会話授業体験です。
本校１２４教室 ９：３０～授業体験 ・飲み物 特進コースのサマースクール授業の様子も見学します。

１０：３０～特進授業見学 各コースの説明もありますので、質問などお気軽にお申し出
受付：正面玄関 コース説明 ください。

担当 上代 真弓
１１：３０ 解散

ICTで学ぶ ８月３日（火） ９：００～受付 ２時間 ・筆記用具 ICTを活用して楽しく、分かりやすく学ぶ数学授業体験です。
数学授業体験 本校１３４教室 ９：３０～特進授業見学 ・飲み物 特進コースのサマースクール授業の様子も見学します。

コース説明 各コースの説明もありますので、質問などお気軽にお申し出
受付：正面玄関 １０：３０～授業体験 ください。

担当 村田 和章
１１：３０ 解散

３．「部活動見学・体験」

実施部活動 実施日 実施時間 体験 持ち物 注意事項
実施場所 時間

サッカー部 ８月２日（月） ８：３０～受付 ２時間 ・練習が出来る服装 サッカー部員との練習及びゲーム形式を実施予定。
検温 ・サッカーシューズ （参加の人数により形式変更あり）

本校グラウンド 更衣 ・飲み物
９：００～練習 ・着替え・タオル等 総監督 城市 徳之

受付：グラウンド １１：００ 終了 監督 中村 真吾
更衣：第４校舎 コーチ 門脇 章裕

生物室 １１：１５～更衣 コーチ 青木 倫一
１１：３０ 解散 コーチ 梶 貴博

剣道部 ８月２日（月） ９：００～受付 １時間 ・道着（初心者の方は、運動ができる服装） 普段の練習に参加する形です。

更衣 ３０分 ・防具 引退している中学生は，見学だけでも構いません。また、
本校武道場 ・着替え 初心者も大歓迎ですので、ご参加下さい。

（剣道場） ９：３０～練習 ・タオル 練習内容や遠征、部費の事など質問や不明な点があれば、
１１：００～更衣 ・飲み物（スポーツ飲料やお茶は、こちら 練習後にご説明いたしますので、お気軽にお申し出下さい。

受付：第１体育館 でもご用意しております。）
入り口 １１：３０ 解散 監督 景山 良太

更衣：第１体育館 顧問 上代 真弓
更衣室



男子バスケッ ８月２日（月） ９：３０～受付 １時間 ・バスケットが出来る服装 試合形式の練習をします。

トボール部 更衣 ３０分 ・タオル 是非ご参加ください。

本校第２体育館 ・着替え
１０：１０～練習 ・飲み物 顧問 岡本 貴彦

受付：第２体育館 １１：４０～更衣 ・ボールはこちらで用意いたしますので必
入り口 要ありません。

更衣：第２体育館 １２：００ 解散
更衣室

女子バスケッ ８月３日(火) ９：３０～受付 ２時間 ・体育館用シューズ 体調など様子を見ながら、通常練習に参加してもらいます。

トボール部 更衣 ・タオル

本校第２体育館 ・着替え
１０：００～練習 ・飲物（冷水機はあります。） 顧問 辻 弘貴

受付：第２体育館 １２：００～更衣
入り口

更衣：第２体育館 １２：３０ 解散
更衣室

空手道部 ８月３日（火） ９：１５～受付 ２時間 ・道衣（初心者の方は、運動ができる服装） 普段通りの練習を行います。（組手が中心になります）高校
更衣 ・防具（初心者の方は必要ありません。） から空手道を始める生徒も多く、初心者の方も大歓迎です。

本校武道場 ・着替え 是非ご参加下さい。見学だけでもかまいません。
（空手道場） ９：３０～練習 ・タオル

１１：３０～更衣 ・飲み物（スポーツ飲料やお茶は、こちら 顧問 野口 喬平
受付：第１体育館 でもご用意しております。）

入り口 １１：４５ 解散
更衣：第１体育館

更衣室

体操部 ８月３日(火) ９：００～受付 １時間 ・着替え（初心者の方は、運動できる服装） 体操部が普段行っている練習に参加する形です。

更衣 ３０分 ・タオル 初心者の方も、見学のみの方も大歓迎です。
本校体操練習場 ・飲み物 練習内容等、何か質問や不明な点があれば、練習後にご説明

９：３０～練習 ・練習道具（プロテクターなど。持ってい いたしますので、顧問（岡村）までお気軽にお申し出下さい。
受付：第１体育館 １１：１０～更衣 る人） この時期、体操練習場の気温が高くなっています。熱中症対

入り口 策は行いますが、ご参加の方も各自対策をお願いいたします。
更衣：第１体育館 １１：３０ 解散

更衣室 顧問 岡村 果琳 西村 みどり

バドミントン ８月４日（水） ９：１５～受付 ２時間 ・ラケット（貸し出しもします。） 北高バドミントン部が通常行っている練習に参加していただ

部 更衣 ・シューズ（体育館シューズ） き、体験してもらいます。初心者の方は別にメニューを組み

本校第１体育館 ・運動できる服装 ますので、ご安心ください。保護者の方の椅子も用意してお
９：３０～体験 ・着替え（かなり暑くなりますので、多め りますので、見学されてもかまいません。

受付：第１体育館 １１：３０～更衣 に持ってきてください。） 部活動に関する質問などありましたら顧問までお気軽にお声
入り口 ・タオル がけください。

更衣：第１体育館 １２：００ 解散 ・飲み物（こちらでも用意致します。） 顧問 杉川 友和
更衣室 福原 忠宣



ソフトテニス ８月４日（水） ９：３０～受付 １時間 ・学校の体操服（運動ができる服装） 一緒に練習に参加してもらいます。

部 更衣 ３０分 ・ラケット・シューズ（初心者には学校で 見学だけでも構いません。初心者でも参加していただけます。

本校テニスコート 用意します。）
１０：１０～練習 ・着替え

受付：正面玄関 １１：４０～更衣 ・タオル 顧問 遠藤 綾乃
更衣：第１校舎 ・飲み物 久城 和宏

114教室 １２：００ 解散

女子バレーボ ８月４日（水） ９：３０～受付 １時間 ・着替え（運動できる服） 普段の練習に参加する形です。

ール部 更衣 ３０分 ・靴（体育館シューズまたはバレーボール 経験者・初心者ともに大歓迎です。丁寧に指導しますので、

本校第２体育館 説明 シューズ） ご参加ください。
１０：００～練習 ・タオル 練習内容など練習前に説明します。

受付：第２体育館 １１：３０～更衣 ・飲み物
入り口 ・その他（サポーター等必要に応じて） 顧問 紺本 成美

更衣：第２体育館 １１：５０ 解散
更衣室

硬式野球部 ８月５日（木） ９：００～受付 ２時間 ・野球用具一式（グローブ、スパイクなど。 キャッチボール・シートノック・フリーバッティング・ピッ

更衣 バットやヘルメット、捕手用具等はこち チング（投手のみ）などを行います。
どらドラパーク らで貸し出します。） 普段の練習内容や遠征、部費の事など質問や不明な点があ

米子市民球場 ９：３０～練習 ・ユニフォーム れば、練習後にご説明いたしますので、お気軽にお申し出
１１：３０～更衣 ・タオル 下さい。

受付：正面入り口 ・飲み物
１２：００ 解散 顧問 田中 良和 市田 典浩

〒683-0006 松永 智明 槌屋 隼人
鳥取県米子市車尾

663-1
☎0859-22-

8802

吹奏楽部 ８月６日（金） ９：００～受付 約２時間 ・楽器 申込みの備考欄に担当楽器名を必ず明記してください。

９：１５～開会式 （休憩除く） ◆大型楽器（バリサク、チューバ、弦 当日は本校正面玄関にて受付をします。
本校音楽室・視聴 諸連絡 バス）は、本校のものをお貸しします。 水抜き用のシートは本校で準備します。
覚室 マウスピースはなるべく持参ください。
第１校舎２～３階 ９：３０～パート別活動 ・飲み物（水分補給用）
教室 １０：３０～合奏体験 ・マスク 顧問 大曲 義和 川上 かずひと

１１：４５ 終了 ・上履き 吉原 穂佳
受付：正面玄関 片付け ・筆記用具、メモ帳

・譜面台
１２：００ 解散


