令和３年度 水海道一高学校説明会のご案内
初夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろより本校の教育について特段のご高配
をいただきまことにありがとうございます。
さて、標記のことについて下記のとおり計画しました。つきましては、本校の教育活動を知っていただく
良い機会であると考えますので、中学生３年生（９年生）とその保護者の皆様におかれましては，ぜひご参加
いただけますようお願い申し上げます。
なお、申し込みに際しては個人での申込でお願い致します。(中学校/義務教育学校でのとりまとめでは
ありません。本校のホームページから『説明会申込入力フォーム』に進んで、申し込みをしてください。）
※今年度も新型コロナウィルスに関連した県の Stage 状況などを考慮しながら計画を進めて
おります。今後の感染拡大状況によっては対象者等を含め会の内容等も変更させていただく
こともございます。変更などが生じた際は、速やかに本校ホームページに掲載しますので、
申込者自身で時折ご確認をお願いします。

１ 対象者と参加指定回（お住いの市町村別に指定してあります。）
月 日
第１回

７月26日（月）
午前9:30～

第２回

７月26日（月）
午後1:30～

第３回

７月27日（火）
午前9:30～

説明会対象者 【中学３年生(９年生)およびその保護者】
①守谷市/つくばみらい市の中学校(義務教育学校)に通っている
中学３年生(９年生)及びその保護者
②つくば市/土浦市/牛久市/龍ヶ崎市/取手市の中学校(義務教育学校)
に通っている中学３年生(９年生)及びその保護者
※①②③の地域以外の中学３年生(９年生)及びその保護者も含みます。
※部活動説明会あり（硬式野球部・男女ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部・男女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部・
応援団ﾘｰﾀﾞｰ部/ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部のみ実施）
③常総市/坂東市/下妻市/八千代町/境町/桜川市/筑西市/結城市/
古河市/五霞町の中学校(義務教育学校)に通っている中学３年生(９年生)
及びその保護者
※部活動説明会あり（硬式野球部・男女ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部・男女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部・
応援団ﾘｰﾀﾞｰ部/ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部のみ実施）
※スクールバス個別相談会あり

※上記①②③の地域以外の中学３年生(９年生)とその保護者の方は，『７月２６日（月)第２回』に
申し込みをしてください。
※部活動説明会(部活指定有、第２回と第３回時に実施)やスクールバス個別相談会(第 3 回のみ実施)に
参加希望の方は、居住地別の参加指定回以外の回に申し込まれても結構です。
【注意事項】
今年度は上記の『１ 対象者と参加指定回』にありますように、市町村（中学校）毎に参加日を指
定します。参加希望の生徒または保護者の方ご自身で、指定されている実施日・実施回で申し込
みを行ってください。
以下のような場合、指定されている実施日・実施回以外に申し込んでいただいてもかまいませ
ん。ただし、あくまでも個人の場合であって、原則は市町村（中学校）毎に指定された実施日・
実施回で申し込みを行ってください。
例①市町村（中学校/義務教育学校）で指定されている参加回に、部活動説明会が設定されて
いない場合。
◎守谷市内の中学校なので７月 26 日（月）の第１回説明会(午前の部)が参加指定だが、
その日にはハンドボール部の部活動説明会がないので、７月 26 日（月）の
第２回説明会(午後の部)に申し込みをしたい。
例②生徒本人の都合の関係で参加指定日・指定回には参加できない場合。
◎常総市内の中学校なので７月 27 日（火）の第３回説明会(午前の部)が参加指定だが、
その日には自分のソフトテニスの関東大会と重なっているので参加できない。
代わりに７月 26 日（月）の第１回に申し込みをしたい。

２ 会 場

水海道第一高等学校（常総市水海道亀岡町 2543 番地）

３ 日 程

※今年度、部活動体験は実施しません。

7 月２６日(月) 第１回（午前の部）日程案
時程

第１回（午前の部）中学生・保護者

8:30～

駐車場/駐輪場案内開始

9:00～ 9:30

受付（職員玄関前ピロティ）
説明会（普通教室で実施予定。各回、同内容）
※内容については変更もあります。

9:30～10:10

１ 校長挨拶 ２ 生徒会長挨拶
３ 学校説明
①学校概要 ②施設紹介 ③部活動

【対象の生徒と保護者】
①守谷市/つくばみらい市に
在住の者

④授業 ⑤年間行事 ⑥在校生から
10:10～10:20

質疑応答・アンケート記入(終了後解散)

10:20～11:00

施設・部活動見学（自由見学）

7 月 2６日(月) 第２回（午後の部）日程案
時程

第２回（午後の部）中学生・保護者

12:30～

駐車場/駐輪場案内開始

13:00～13:30

受付（職員玄関前ピロティ）

13:30～14:10

説明会

14:10～14:20

質疑応答・アンケート記入(終了後解散)
施設・部活動見学（自由見学）

14:20～15:00

部活動説明会

【対象の生徒と保護者】
②つくば市/土浦市/牛久市/
龍ヶ崎市/取手市に在住の者
☆①～③に記載の市町村以外に
在住の者

※詳細は次項 『４ 申込について（４）』 を参照。
※事前に申込をした中学生・保護者対象。

7 月 27 日(火) 第３回（午前の部）日程案
時程

第３回（午前の部）中学生・保護者

8:30～

駐車場/駐輪場案内開始

9:00～ 9:30

受付（職員玄関前ピロティ）

9:30～10:10

説明会

10:10～10:20

質疑応答・アンケート記入(終了後解散)
施設・部活動見学（自由見学）
スクールバス説明会

10:20～11:00

※事前に申込をした中学生・保護者のみ
部活動説明会
※詳細は次項 『４ 申込について（４）』 を参照。
※事前に申込をした中学生・保護者対象。

【対象の生徒と保護者】
③常総市/坂東市/下妻市/
八千代町/境町/桜川市/
筑西市/結城市/古河市/
五霞町に在住の者

４ 申込について（申込受付期間 ： ６月７日(月) ～ ７月２日(金)１７時まで）
（１） 本校のホームページから、『学校説明会申込入力フォーム』から手続きをしてください。必要事項の
入力をお願いします。（受付期間が近づきましたら、ホームページに『入力フォーム』を掲載します。）
（２） 対象は中学３年生（９年生）とその保護者の方となります。どちらかお１人の参加でも構いません。
なお保護者の方の参加は、新型コロナ禍での実施となりますので１名のみとさせていただきます。
(３) 申し込みをするのは、生徒本人でも保護者の方のどちらでも構いません。
(４) 部活動説明会（硬式野球部・男女ハンドボール部・男女バスケットボール部・応援団リーダー部/
チアリーディング部のみ実施）に参加を希望する生徒・保護者の方は、『２６日（月）の第２回（午後の
部）』か『２７日（火）の第３回（午前の部）』のどちらかにお申込みください。各回の説明会終了後
(アンケート記入後)に実施します。
(５) ２７日（火）の第３回（午前の部）終了後のスクールバス説明会に参加希望の方は、『第３回』でお申し
込みください。説明会終了後(アンケート記入後)に実施します。なお本校のスクールバスにつきま
しては、来年度も境町・坂東市方面の１コースのみとなります。
（６） お申込みいただきました個人情報につきましては、当日の受付を円滑にしたり、新型コロナ
ウィルス感染者が出た場合の保健所との連絡などで利用するもので、その取扱いには十分注意し、
目的以外には決して使用いたしません。一定期間保管し、その後適切に処分いたします。

５ 留意事項
（１） 駐車場は用意してございますが、十分な数を確保できておりません（ホームページに駐車場の
地図を掲載してあります。）。できる限り、公共交通機関を利用してご来校ください。 駐輪場は
用意してありますので、自転車での来校は可能です。
駐車場 ： ①報国寺(本校正門向かって左手) ②きぬふれあい公園駐車場
③図書館の南側と東側にある『常総市役所所有の駐車場』
※図書館の駐車場ではありません。駐車場地図をよくご確認ください。
（２） 説明会終了後の施設見学および部活動見学は任意です。指定時間内にご自由にご見学くださ
い。終了後は速やかに帰宅いただきますようお願いいたします。なお部活動見学は当日実施して
いる部活動に差が生じることが予想されますが予めご了承ください。
（３） 新型コロナ感染環境下の対応として、市町村立の学校でも学校の体操服での登校をしているとこ
ろもあると伺っています。現時点で、説明会は冷房の効く本校普通教室での実施を考えております
が、暑い時期での開催となりますので、参加される際の服装は制服にこだわらず体操服や私服で
の参加も可とします。暑さ寒さの調整の効く服装でお越しください。なお参加に際してはマスクの
着用と，上履きの持参も重ねてお願いいたします。当日の体温を測定して，『健康チェックシート（別
紙１）』へ記入してご提出ください。
（４） 参加２週間前から体調管理に留意していただき、当日発熱などを含め体調がすぐれない時は
参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

６ 持参するもの（参加生徒・保護者）
（１） 『健康チェックシート（別紙１）』
※参加される方は生徒、保護者に関わらず全員提出してください。受付で回収します。
（２） 上履き
（３） 筆記用具
（４） マスク（常時着用のこと）

問い合わせ先 (電話でお願いします。)
茨城県立水海道第一高等学校
教務部 松延
℡ 0297-22-0029

提出書類

健康チェックシート（別紙１)

水海道第一高等学校へ提出
※必要事項を記載して、説明会当日受付で提出してください。
生徒・保護者それぞれの提出が必要です。ダウンロードしたものをコピーして
お使いください。

(
(
(

説明会
参加回
※〇をつけてください。

)第１回 ２６日（月） ９時３０分～
)第２回 ２６日（月）１３時３０分～
)第３回 ２７日（火） ９時３０分～

市 / 町 / 村 立
※○で囲む

学校名
中学校 / 義務教育学校
※○で囲む

氏 名
※〇をつけて名前を
書いてください。

（

）生 徒

（

）保護者

今朝の体温

℃
※検温を忘れた場合は，当日受付で測定してもらいます。

スクールバス
個別相談会

参加

/

不参加

※２７日(火)第３回学校説明会に参加希望される方のみご回答ください。

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部
部活動説明会
※参加希望の方は〇を
つけてください。
表記の時間は部活動
説明会開始予定時刻
です。

硬式野球部

(

)26 日（月）１４時２０分～

(

)26 日（月）１４時２０分～

(

)27 日（火）１０時２０分～

(

)27 日（火）１０時２０分～

応援団 ﾘｰﾀﾞｰ部
ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部
(

)26 日（月）１４時２０分～

(

)26 日（月）１４時２０分～

(

)27 日（火）１０時２０分～

(

)27 日（火）１０時２０分～

