
2020年7月10日現在

備　　考

場所 対象者 場所 対象者 補足事項を記入

8月22日 土 本校 中学生・保護者・教員 7月6日 月 本校 教員

8月30日 日 本校 中学生・保護者・教員

韮崎
普通科
文理科

6月23日 火 本校 教員

学校説明会はWEB学校説明会として8/17以降動画配信（希望のある
中学校にURLを送信）
オープンスクールは中止、8月後半、中学校毎の指定日を決め、平日
の午後に公開授業と部活動見学を設定（対象：中学生のみ）

韮崎
（定時制）

普通科 11月26日 木 本校 教員 午後実施予定

8月1日 土 本校 中学生・保護者・教員 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ（学校説明・学校見学）

10月10日 土 本校 中学生・保護者・教員 学校説明会・授業見学会

11月11日 水 本校 教員 入試説明会

8月23日 日 本校 中学生

8月30日 日 本校 中学生

8月23日 日 本校 中学生・保護者

8月30日 日 本校 中学生・保護者

甲府西 普通科 8月22日 土 本校 中学生 7月6日 月 本校 教員 学校説明会と国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ(IB)説明会はウェブ配信で実施

8月29日 土 本校 中学生

9月5日 土 本校 中学生

理数科 9月22日 火 本校 中学生

10月3日 土 本校 中学生・保護者・教員 6月26日 金 本校 教員

8月29日 土 本校 中学生 6月16日 火 本校 教員

11月11日 水 本校 教員

甲府工業
（定時制）

工業科 11月19日 木 本校 中学生・保護者・教員

8月11日 火 本校 中学生･保護者･教員 7月2日 木 本校 教員

8月12日 水 本校 中学生･保護者･教員 8月22日 土 YCC県民文化ﾎｰﾙ 中学生･保護者･教員

8月22日 土 本校 中学生 10月1日 木 本校 教員

8月29日 土 本校 中学生

9月以降 土 本校 中学生 7月中 本校 教員

12月5日 土 本校 中学生・保護者・教員

8月29日 土 本校 中学生･保護者･教員 7月18日 土 桃源文化会館 中学生･保護者･教員

本校 教員 5/29⇒延期（日時未定）

白根 普通科 9月5日 土
桃源
文化
会館

中学生・保護者・教員 10月20日 火 本校 教員
9／5は学校説明会　　10/20(火)は午後
11／14(土)本校にてスクールツアーを実施

青洲 全学科 8月22日 土 本校 中学生 学校説明会は中止

身延 総合
8月22日
8月29日

土 本校 中学生・保護者・教員 10月31日 土 本校 中学生・保護者・教員
8月22･29日はそれぞれAM･PMに分ける　→　４部構成
①は説明会＋部活動体験
②は①の縮小版

7月31日 金 本校 中学生 未定 未定 本校 教員

午後実施
14:00-

体験授業は中止
学科説明を複数回実施

7月12日 日 本校
中学生のみ

同日内３～４回実施

日川 普通科 8月29日 土 本校 中学生･保護者･教員 7月12日 日 オンラインでの実施 中学生･保護者･教員 10/18スクール・ツアー

山梨 普通科 8月30日 日 本校 中学生 11月6日 金 本校 教員
８月３０日（日）はオープンスクール。
中学生・保護者・教員対象の学校説明会は中止し、中学校への資料
とＤＶＤの配布で代替とする。

塩山
普通科
商業科

9月5日 土 本校 中学生・保護者・教員 10月23日 金 本校 教員

都留 普通科 8月29日 土 本校 中学生 10月22日 木 本校 教員

上野原 総合学科 8月30日 日 本校 中学生･保護者･教員 11月7日 土 本校 中学生･保護者･教員 公開授業は随時

都留興譲館
普通科

英語理数科
工業科

8月23日 日 本校 中学生 11月10日 火 本校 教員 部活動体験・見学（９月）

吉田
普通科
理数科

8月30日 日 本校 中学生･保護者･教員 未定 本校 教員 １１月に予定

8月22日 土 本校 中学生・保護者・教員 10月5日 月 本校 教員

10月10日 土 本校 中学生・保護者

富士河口湖 普通科 8月29日 土 本校 中学生・教員 10月23日 金 本校 教員
８月２９日のオープンスクールは午前・午後の２部制。中学生と教員
のみの参加。

8月4日 火 本校 中学生･保護者･教員

8月5日 水 本校 中学生･保護者･教員

7月19日 日 本校 中学生･保護者 6月12日 金 本校 教員

10月18日 日 本校 中学生･保護者 9月26日 土 本校 中学生･保護者

3月13日 土 本校 中学２年生・保護者

中央
（定時制）

普通科
情報経理科

11月3日 火 本校 中学生･保護者･教員

中央
（通信制）

普通科
衛生看護科

8月～9月 中学生･保護者･教員 11月3日 火 本校 中学生･保護者･教員
学校説明および体験学習参加は要申込、7月31日締切。
8月上旬よりclicaを使い、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上にて実施。

9月30日 水 本校 教員

12月5日 土 本校 中学生・保護者・教員

北杜
普通科
総合学科

オープンスクールは、例年とは内容を変更して実施予定

令和２年度 山梨県公立高等学校   学校説明会・オープンスクール等の実施予定

高校名 学科等
①オープンスクール・学校説明会 ②　学校説明会（学校内容紹介説明会など）

実施日 実施日

※日程は右上の日付時点での予定です。変更となる場合もあります。
   詳細については各校にお問い合わせください。

韮崎工業 工業科

甲府東 普通科 10/3(土)は理数コース説明会も並行して実施

甲府第一

７月下旬にHP上で、Web学校説明会を配信予定

探究科

普通科
探究科

9月9日 水 本校 中学校教員

甲府南

普通科
理数科

8/12（水）　部活動公開

甲府昭和 普通科 8/22（土）、29(土)は午前実施

甲府工業 工業科 8/22（土）　部活動体験・見学

甲府城西 総合学科

ひばりが丘
普通科

情報経理科
授業見学会は9月30日以降随時実施
　(中学生・保護者・教員対象)

富士北稜 総合学科
左記の日程については変更の可能性もあります。後日、こちらからご
連絡いたします。

甲府商業 全科 6/20(土)・6/27(土)・7/11(土)部活動見学日

甲陵 普通科

インターネット

笛吹 全学科
①の学科授業体験は中止
部活動見学は①のみ
教員説明会は９月以降を予定

農林 農業科 ①学科で日を設定し体験講座を実施

巨摩 普通科

6月3日 水 本校 教員

※7月4日(土)YCC県民文化ホール中止、ホームページにて別途説明会配信・各中学校へ説明会DVD配布を計画（詳細はホームページ）


