
【普通科】                             滋 草 東 高 第 311 号 

                          平成 30 年(2018 年) 5 月 28 日 

各中学校長 様 

各特別支援学校長 様 

滋賀県立草津東高等学校  

                                                        校   長 吉澤加寿子  
                                                             [公 印 省 略]  

                                                        後援会会長  北川 敦久  

                                                             [公 印 省 略]  

 

草津東高等学校「普通科 学校説明会」について（中学校・中学部向け案内） 

 

 向暑の候 貴職におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本校教育に対しまして格別の御理解と御支援を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本校では下記の要領で学校説明会を実施いたします。 

 つきましては、貴校三年生のみなさんに周知いただき、多くの方の御参加をいただきますよう、格別の

御高配と御協力をお願い申し上げます。 

  なお、大変お忙しい中恐縮ですが、参加希望者をとりまとめていただき、期日までに御報告をお願いい

たします。生徒個人からの申し込みは受け付けておりませんので御注意ください。 

 

記 

 

日時： 8 月 10 日(金) 第 1 部  受付開始 9:30、説明会 9:55～10:55 

     〃    第 2 部  受付開始 11:20、説明会 11:45～12:45 

             〃  第 3 部  受付開始 13:10、説明会 13:35～14:35 

             〃         第 4 部  受付開始 15:00、説明会 15:25～16:25 

 

※ 第１部～第４部につきましては、勝手ながら収容人数の都合上いずれに参加いただくかは、こちら

で決めさせていただきます。 

 

場所： 栗東芸術文化会館さきら 大ホール 

     栗東市綣二丁目 1番 28 号 （JR 琵琶湖線栗東駅東口より徒歩約 5分） 

 

日程：                       【第１部】      【第 2部】     【第 3部】      【第 4部】 

 

参加者持参物：筆記用具、参加票 

 

 

受付開始 

説明会開始 

 1) オ－プニングセレモニ－ 

 2) カリキュラムの説明 

 3) 進路状況の説明 

4) 入試についての説明 

 5) 在校生の話 

学校紹介ビデオ上映 

終了 

9:30 

9:55 

 

 

 

 

 

10:45 

10:55 

11:20 

11:45 

 

 

 

 

 

12:35 

12:45 

13:10 

13:35 

 

 

 

 

 

14:25 

14:35 

15:00 

15:25 

 

 

 

 

 

16:15 

16:25 

【注意】「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」発令時における対応について 

  （１）午前７時の段階で「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が県内に発令中

の場合は、「学校説明会」は中止いたします。 

  （２）午前７時を過ぎて「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が県内に発令さ

れた場合は、その時点で「学校説明会」は中止いたします。 

  （３）「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が発令中ではないが、県内でその

発令が必至と判断される場合にあっては、本校校長の指示により、その日の「学校説明会」は中

止いたします。 

 

申込方法およびお知らせ： 
１．Excelファイルの「H30体験入学参加統一用紙_草津東」にある「様式１普通」シートに必要事項

を入力してください。 

次に、本校入試広報課メールアドレス（kusahiga-h.nyushi@pref-shiga.ed.jp) に下記の期日ま

でにファイルを添付し、送信してください。本校にて受信後、2日以内（土日祝を除く）に受領

の返信をいたします。返信がない場合はメールが到着していない可能性がありますので、電話に

てご確認ください。 

締め切り日：７月２日（月） 

 

２．普通科学校説明会に参加を希望される方につきましては、参加申し込み用紙を生徒にお渡しください

（本校 HP よりダウンロードもできます）。申込用紙下部の「普通科学校説明会 受付票」を普通科

学校説明会の受付において、出席確認の参加表として回収いたします。 

 

３．中学校の先生方の御参加も歓迎します。御希望があれば、「様式１普通」シートに参加予定人数を御

記入のうえ同様に御提出ください。 

  
４．申込後に変更があった場合は、メールにてお知らせください。変更のご連絡に対しても、本校にて受

領後、2日以内（土日祝を除く）に受領の返信をいたします。返信がない場合はメールが到着してい

ない可能性がありますので、電話にて御確認ください。 

  
５．普通科学校説明会については、栗東芸術文化会館さきらの駐車スペ－スに限りがありますので、保護

者の方は公共交通機関を利用して御来場いただきますよう御連絡ください。 

 

６．本校ホームページからダウンロードできる書類・ファイルは以下の通りです。 
 ○草津東高等学校「学校説明会」について（中学校・中学部向け案内） 
○草津東高等学校「学校説明会」について（生徒・保護者向け案内） 
○学校説明会 参加申込用紙（普通科用・体育科用：中学校にて集約用、受付票） 

○Excel ファイル「H30 体験入学参加統一用紙_草津東」（普通科と体育科は別シートです） 

○夢の設計図 

 

７．今年度より、１１月に秋の学校説明会を本校にて実施します。内容は、学校の概要説明、施設見

学、部活動見学などを予定しています。詳細につきましては９月ごろにお知らせいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

入試広報課 

メールアドレス 

kusahiga-h.nyushi@pref-shiga.ed.jp 

直通電話番号 

（０７７）５６４－４７１９ 



【体育科】                              滋 草 東 高 第 311 号 

                          平成 30 年(2018 年) 5 月 28 日 

各中学校長 様 

各特別支援学校長 様 

滋賀県立草津東高等学校  

                                                        校   長 吉澤加寿子  
                                                             [公 印 省 略]  

                                                        後援会会長  北川 敦久  

                                                             [公 印 省 略]  

 

草津東高等学校「体育科 学校説明会」について（中学校・中学部向け案内） 

 

 向暑の候 貴職におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本校教育に対しまして格別の御理解と御支援を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本校では下記の要領で学校説明会を実施いたします。 

 つきましては、貴校三年生のみなさんに周知いただき、多くの方の御参加をいただきますよう、格別の

御高配と御協力をお願い申し上げます。 

  なお、大変お忙しい中恐縮ですが、参加希望者をとりまとめていただき、期日までに御報告をお願いい

たします。生徒個人からの申し込みは受け付けておりませんので御注意ください。 

 

記 

日時： 9 月 15 日(土)  8:30～12:30 

場所： 新体育館・その他体育施設 

日程：  8:30～ 9:00 受付(新体育館) 

       9:00～ 9:35 概要説明（カリキュラム、行事説明、進路説明、クラブ成績、入試について） 

       9:50～10:20 体育施設・学校施設見学 

     10:30～12:30    体験入部(見学の場合あり。クラブによっては早期終了もあり） 

＊注意事項 1 天候の都合により、体験入部が実施できないこともあります。 

＊注意事項2 以下のクラブは当日が公式戦期間中ですので、体験入部は実施しません。 

水泳部(男女)、野球部 

参加者持参物：部活動に参加できる服装および用具、上履き(校舎内見学用)、下靴を入れる袋、 

体育館シューズ(必要な場合、上履きとは別)、筆記用具、飲み物、参加票兼体験入部承諾書 
 

お願い：体育科の体験入部希望欄には、部活動名を１つのみ記入してください。体験入部を実施する部活

動と体験入部部活動コードは次の通りです。（「様式１体育」に入力してください） 

※ 体験入部（実技）に参加希望の場合は、別紙の「参加票兼体験入部承諾書」の体験入部承諾書欄に保護

者の署名および捺印をし、当日受付にて提出させてください。 

番号 部活動名 番号 部活動名 番号 部活動名 

01 陸上競技（男） 10 バスケットボ－ル（女） 19 卓球（女） 

02 陸上競技（女） 11 ソフトテニス（男） 20 山岳（男） 

03 サッカー（男） 12 ソフトテニス（女） 21 山岳（女） 

04 水泳（男） 13 バドミントン（男） 22 アーチェリー（男）説明のみ 

05 水泳（女） 14 バドミントン（女） 23 アーチェリー（女）説明のみ 

06 ソフトボ－ル(女)  15 体操（男） 24 剣道（男） 

07 バレーボール（男） 16 体操（女） 25 剣道（女） 

08 バレーボール（女） 17 野球（男）   

09 バスケットボ－ル（男） 18 卓球（男）   

【注意】「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」発令時における対応について 

  （１）午前７時の段階で「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が県内に発令中

の場合は、「学校説明会」は中止いたします。 

  （２）午前７時を過ぎて「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が県内に発令さ

れた場合は、その時点で「学校説明会」は中止いたします。 

  （３）「大雨、暴風、その他の特別警報」および「暴風を含む警報」が発令中ではないが、県内でその

発令が必至と判断される場合にあっては、本校校長の指示により、その日の「学校説明会」は中

止いたします。 

 

申込方法およびお知らせ： 
１．Excelファイルの「H30体験入学参加統一用紙_草津東」にある「様式１体育」シートに必要事項

を入力してください。 

次に、本校入試広報課メールアドレス（kusahiga-h.nyushi@pref-shiga.ed.jp) に下記の期日ま

でにファイルを添付し、送信してください。本校にて受信後、2日以内（土日祝を除く）に受領

の返信をいたします。返信がない場合はメールが到着していない可能性がありますので、電話に

てご確認ください。 

締め切り日：７月２日（月） 

 

２．体育科学校説明会参加希望者、および体験入部を希望される方につきましては、参加申込用紙を生徒

にお渡しください（本校 HP よりダウンロードもできます）。申込用紙下部の「体育科学校説明会 受

付票兼体験入部承諾書」を体育科学校説明会の受付において、出席確認の参加表および体験入部の承

諾書として回収いたします（体験入部承諾欄に保護者の方の署名、捺印がない場合は、体験入部をお

断りすることがあります）。なお、体育科学校説明会に参加する生徒に対して、草津東高等学校の負

担により、傷害保険に加入いたしますので、御了承ください。 

  
３．中学校の先生方の御参加も歓迎します。御希望があれば、「様式１体育」シートに参加予定人数を御

記入のうえ同様に御提出ください。 

  

４．申込後に変更があった場合は、メールにてお知らせください。変更のご連絡に対しても、本校にて受

領後、2日以内（土日祝を除く）に受領の返信をいたします。返信がない場合はメールが到着してい

ない可能性がありますので、電話にて御確認ください。 

 
５．本校ホームページからダウンロードできる書類・ファイルは以下の通りです。 
 ○草津東高等学校「学校説明会」について（中学校・中学部向け案内） 
○草津東高等学校「学校説明会」について（生徒・保護者向け案内） 
○学校説明会 参加申込用紙（普通科用・体育科用：中学校にて集約用、受付票） 

○Excel ファイル「H30 体験入学参加統一用紙_草津東」（普通科と体育科は別シートです） 

○夢の設計図 

 

６．今年度より、１１月に秋の学校説明会を本校にて実施します。内容は、学校の概要説明、施設見

学、部活動見学（体験入部は実施しません）などを予定しています。詳細につきましては９月ご

ろにお知らせいたします。 

入試広報課 

メールアドレス 

kusahiga-h.nyushi@pref-shiga.ed.jp 

直通電話番号 

（０７７）５６４－４７１９ 


