
令和３年１０月４日
中学校保護者の皆様へ

県立洲本高等学校
校長 宮地 博己

令和3年度公開授業について(案内)

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は本校の教育活動にご理解とご協力を賜わり、
深く感謝申し上げます。
さて、本校では､新学習指導要領実施に向け授業改善に取り組んでいます。その成果と普段の授業の様子

をご覧いただくため、公開授業を下記のとおり設定いたしました。新型コロナウイルス感染防止対策といた
しまして、８月の本校オープンハイスクールにご参加いただいた３年生の保護者の皆様にはご遠慮いただき、
参加できなかった３年生の保護者様及び１・２年生の保護者様、中学校の先生方を対象とさせていただきま
す。
参加申込につきましては、WebまたはFAXにて受けつけさせていただきます。説明会場のスペースの関係か

ら、各日ともに全体で６０名の参加を上限とさせていただきます。また、参加される方には、健康チェック
シートの提出をお願いしております。ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

１ 日 程 令和3年10月26日(火)、27日(水)、28日 (木)

２ 場 所 県立洲本高等学校(洲本市上物部2-8-5)

３ 時 程 12:45～ 受付 (本館玄関)
13:00～13:20 学校説明(定時制生徒集会室)
13:25～14:15 5限 公開授業
14:25～15:15 6限 公開授業
15:40～ 部活動見学 26日(火)、27日(水)のみ

※ご都合のよい日程・時間帯にお越しください。
(全時程に参加いただく必要はございません。)

４ 時間割 ※予定ですので変更になる場合があります。
10月26日(火)
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

５限 数A 数A 古典 英表 化基 保健 物生 物生 コ英 コ英 数学 数学 現文 英表 政経・化学 地B 英表
６限 英表 保健 英表 現社 数A 数A し ん か コ英 コ英 ス生 数総A 現文 日地B

※10月26日(火)は、1､2年の総合探究類型の授業(2年は発表会)も公開しています。（15:25～16:25）
10月27日(水)
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

５限 数Ⅰ 数Ⅰ 情報 体育 体育 体育 数B 数B コ英 コ英 現文 物基 選C 選C ス生 英表 数Ⅲ総B 数Ⅲ総B
６限 体育 体育 体育 古典 芸術 芸術 数Ⅱ 数Ⅱ 英表 世日B 世日B 現文 数総A 数総A コ英 現文 世A 現文

10月28日(木)
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

５限 生基 コ英 家庭 情報 コ英 現文 体育 古典 数Ⅱ 数Ⅱ 体育 体育 古典 現文 数総C 倫理 物生 物生
６限 情報 生基 生基 化基 数A 数A 古典 体育 体育 体育 古典 コ英 現文 世A 世日B 世日B 英表 コ英

５ 申 込 参加を希望される方は、10月19日(火)までに、
WebまたはFAXでお申込み下さい。

https://forms.gle/sXshFcsjmdEqg82v9

６ 問合せ 教頭 坂井 啓太郎 TEL:0799(22)1550
FAX:0799(22)3494

※参加される保護者様は、参加当日の検温、健康観察の実施をお願いいたします。
また、受付にて健康チェックシートを提出していただきます。

※風邪様症状で体調不良の場合は、参加をご遠慮ください。また同居のご家族にも同様の症状があ
る場合や感染の可能性のある人と濃厚接触した場合も参加ご遠慮ください。



保護者様用

Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票
送信先 県立洲本高等学校

教頭 坂井 啓太郎 宛

FAX ０７９９（２２）３４９４

洲本高校公開授業・学校説明会保護者参加申込書
参加保護者名（ ）
ふ り が な

＊連絡先（日中連絡可能な番号）（ ）

中学校名（ ）中学校 学年（ ）年 クラス（ ）組

生徒名（ ）
ふりがな

□希望の順に希望日１～３の数字入れて下さい。希望します・希望しませんを○ で囲んでください。

１０月２６日(火) 学校説明会に参加を（ 希望します 希望しません ）

公開授業に参加を （ 希望します 希望しません ）

１０月２７日(水) 学校説明会に参加を（ 希望します 希望しません ）

公開授業に参加を （ 希望します 希望しません ）

１０月２８日(木) 学校説明会に参加を（ 希望します 希望しません ）

公開授業に参加を （ 希望します 希望しません ）

□ご来校方法を○で囲んでください。

徒歩 自転車 バイク 自家用車 送迎(乗合せ)

＊参加される保護者様は、参加当日の検温、健康観察の実施をお願いいたします。

受付にて健康チェックシートを提出していただきます。

＊風邪様症状で体調不良の場合は、参加をご遠慮ください。また同居のご家族にも同様の症

状がある場合や感染の可能性のある人と濃厚接触した場合も参加ご遠慮ください。

＊感染拡大や気象警報発令のための中止の場合は、学校ＨＰでご連絡いたしますので、必ず

当日の朝、学校ＨＰをご覧ください。

申込締め切り 令和３年１０月１9日（火）

問い合わせ先 担当：教頭 坂井 啓太郎

ＴＥＬ：０７９９（２２）１５５０

ＦＡＸ：０７９９（２２）３４９４


