
令和４年８月22日
中学３年生 保護者 様

京都府立洛西高等学校
校 長 藤浦 和之

令和４年度 京都府立洛西高等学校 第２回・第３回 学校説明会及び部活動体験の御案内

残暑の候 保護者の皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本校では令和４年度第２回・第３回学校説明会を下記のとおり開催いたします。中学生、保護者の皆様

にぜひ御参加いただきますよう御案内申し上げます。

記

１ 日 時 第２回説明会 令和４年９月17日（土）／ 第３回説明会 令和４年10月22日（土）
〔第Ⅰ部〕 8:30～ 受付 9:00～10:00 全体説明会 (終了後、希望者 部活動体験・個別相談・校内見学)
〔第Ⅱ部〕10:30～ 受付 11:00～12:00 全体説明会 (終了後、希望者 校内見学)
密を避けるため、両日とも第Ⅰ部、第Ⅱ部の２部開催としますので、ご希望の時間を選んでお申し込み

ください。ただし、部活動体験・個別相談をご希望の場合は必ず第Ⅰ部にお申し込みください。

２ 会 場 京都府立洛西高等学校視聴覚室 他

３ 内 容（１）全体説明会[参加者全員]：本校の特色・教育課程・入学者選抜・進路指導 等について
※全体説明会は、いずれの日時も全て同じ内容です。

（２）部活動体験[希望者のみ](10:30～12:00)
第2回 9/17(土) 女子バレーボール・バドミントン男女・テニス男女・ハンドボール男女

陸上競技男女・サッカー・卓球男女・吹奏楽・サイエンス・軽音楽・書道
第3回 10/22(土) ソフトテニス男女・男子バスケットボール・女子バスケットボール・剣道男女

硬式野球・体操男女・ダンス・コーラス・美術・イラストレーション・茶道
Links同好会

※新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた内容、形態で実施します。
（３）個別相談[希望者のみ] (10:10～)

※お子様が部活動体験に参加されている場合は、保護者の方のみの相談となります。
（４）校内見学[当日希望者のみ] (第Ⅰ部 10:10～)(第Ⅱ部 12:10～)

※御自由に校内を見学いただけます。
※部活動の様子も見学いただけますが、保険加入の関係上、体験には必ず申込が必要です。

４ 参加対象 中学３年生及びその保護者（保護者の方のご参加は１名でお願いいたします）

５ 申込方法 下記のいずれかの方法でお申し込みください。
①ＱＲコード（右記） 第２回及び 第３回

第３回（第１次） （第２次）

②本校ホームページより「中学生のみなさんへ」→「学校説明会のお知らせ」
③ファックス ０７５－３３２－０２１６
（裏面の申込書に記入して送信してください。送信の際、番号や表裏をお間違えのないよう御注
意ください。）

※御自宅にインターネットやファックスの環境がない方は、本校まで電話にて問い合わせの上、
お申し込みください。

６ 申込期間〔第２回説明会・部活動体験〕 ８月27日(土) ９:00 ～９月７日(水) 17:00（時間厳守）
〔第３回説明会・部活動体験〕第１次 ８月27日(土) ９:00 ～９月７日(水) 17:00（時間厳守）

第２次 10月１日(土) ９:00 ～10月12日(水) 17:00（時間厳守）
※先着順で締め切るものではありませんので、期間内にお申し込みください。

７ 連絡とお願い
○御来校の際は、上履き、下足袋を御持参ください。また、必ずマスクの着用をお願いいたします。
○当日の朝に検温していただき、発熱や体調不良がある場合は決して無理に参加しないでください。
○自動車、バイク、自転車での御来校は御遠慮ください。
○当日の午前７時現在、「特別警報」もしくは「暴風警報」が京都・亀岡地域に発表されている場合は、中止
とします。
○今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、内容の変更や開催を中止することがありますので、その
ことを御了解の上、お申し込みください。
○内容の変更や中止の場合は、本校のホームページ等でお知らせしますので、御確認をお願いします。
○参加に当たっては、当日本校が実施する感染防止対策に御協力をお願いします。
○御不明な点は、本校まで電話にて問い合わせください。

８ 連 絡 先 本校 総務企画部 （075）332-0555 平日８:30～16:50



京都府立洛西高等学校 第２回〔9/17(土)〕・第３回〔10/22(土)〕学校説明会

○申込期間〔第２回説明会・部活動体験〕 ８月27日(土)９:00 ～ ９月７日(水)17:00
〔第３回説明会・部活動体験〕(第１次)

８月27日(土)９:00 ～ ９月７日(水)17:00
(第２次)

10月１日(土)９:00 ～ 10月12日(水)17:00

○送信先 ０７５－３３２ー０２１６ （洛西高校 総務企画部）

ア 在籍中学校名 中学校

(フリガナ) ( )
イ

お子様のお名前

ウ 保護者の方のお名前

エ 連絡先 電話番号（必須）：

(電話番号は必ず記入してください）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（必須）：

オ
参加者

① 中学生のみ ② 中学生と保護者 ③ 保護者のみ
（該当番号に○をつけてください）

カ 希望日 〇９/17（土）第２回学校説明会

（①②③④のうち希望す ① 第Ⅰ部（受付 8:30～ 説明会 9:00～）

るものに○をつけてくだ 【 個別相談 ( 希望する ・ 希望しない ） 】

さい。①③を希望される 【 部活動体験 ( 希望する ・ 希望しない ） 】

場合は、個別相談と部活 希望する場合→（ 部）

動体験の有無についても ② 第Ⅱ部（受付 10:30～ 説明会 11:00～）

○をつけ、部活動体験を 〇10/22（土）第３回学校説明会

希望される場合は、必ず ③ 第Ⅰ部（受付 8:30～ 説明会 9:00～）

部活動名をご記入くださ 【 個別相談 ( 希望する ・ 希望しない ） 】

い。） 【 部活動体験 ( 希望する ・ 希望しない ） 】

希望する場合→（ 部）

④ 第Ⅱ部（受付 10:30～ 説明会 11:00～）

キ その他（説明会についての
ご質問やご要望）

※ア～カの項目について必ず記入してください。不備のある場合は申込を受け付けられない場
合があります。また、各回の申込期間に、ご注意ください。

※ご記入いただいた内容は、今回の学校説明会に関わることにのみ使用し、それ以外の目的に使
用することは一切ありません。



10／２２（土）第３回学校説明会
9:00～ ・ 11：00～ 全体説明会（2部制）

10:30～12:00  部活動体験及び個別相談（希望者）

ソフトテニス男女・男子バスケットボール・女子バスケットボール
剣道男女・硬式野球・体操男女・ダンス・コーラス・美術
イラストレーション・茶道・Links同好会

令和４年度京都府立洛西高等学校

学校説明会 ＆ 部活動体験
９／1７（土）第２回学校説明会

9:00～ ・ 11：00～ 全体説明会（2部制）
10:30～12:00  部活動体験及び個別相談（希望者）

女子バレーボール・バドミントン男女・テニス男女・ハンドボール男女
陸上競技男女・サッカー・卓球男女・吹奏楽・サイエンス・軽音楽・書道

申込期間：8/27(土)9:00～9/7(水)17:00

★申込方法 ※保険加入の都合上、申込〆切厳守でお願いいたします。

ホームページより
https://www.kyoto-be.ne.jp/rakusai-hs/cms/洛西高校

FAX：075-332-0216 ※別紙申込書に必要事項をご記入の上送信してください。

第２次 申込期間：10/ 1(土)9:00～10/12(水)17:00

１）QRコード（右記）

２）

３）

※各部活動の詳細は裏面です。

第２回及び

第３回（第１次）

第３回
（第2次）

第１次 申込期間：8/27(土)9:00～ 9/ 7(水)17:00

※第３回は、どちらの期間でも申し込めます。

→ →

http://www.kyoto-be.ne.jp/rakusai-hs/cms/


◆上記の表に記載のない部の体験は実施しませんので御了承ください。

◆更衣室は準備しますが、密を避けるため、部活動体験用の服装で来校されても結構です。

◆吹奏楽部は、状況によっては楽器演奏の体験は行わずに活動紹介や演奏発表を見ていただく会となることもあります。

◆部活動によって実施日が異なりますので、ご注意ください。原則として部活動体験のみの参加はできません。

◆当日雨天の場合、屋外種目は内容を変更して実施します。

◆部活動体験希望の場合、上記の持ち物に加え、各自飲料水・タオル・帽子・マスクなどをご持参ください。

◆部活動体験中のマスクの着脱に関しては、熱中症対策として指導することがあります。また、各自でも調節をお願いします。

◆硬式野球部の体験には参加同意書が必要です。様式は本校ホームページからダウンロードできます。

◆校舎内は土足禁止ですので、上履き（スリッパ等）・下足袋をご持参ください。

◆駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。

◆保険加入の都合上、各回の申込締切は厳守でお願いいたします。期日を過ぎた場合、部活動体験に参加できません。

◆当日の午前 7 時現在で、「特別警報」もしくは「暴風警報」が京都・亀岡地域に発表されている場合は、中止します。

◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、内容を変更したり、中止したりすることがあります。その場合、本校ホーム

ページでお知らせしますので、ご確認をお願いします。

★以下を必ずご確認ください。

第２回
学校説明会
９月17日
（土）

全体説明会

Ⅰ部(9:00   
～10:00)

Ⅱ部(11:00
～１２：００）

部活動体験
（10:30～12:00）

持ち物
※水分は必ず御持参ください。

備考

女子バレーボール 運動できる服・体育館シューズ

バドミントン 運動できる服・体育館シューズ・あればラケット

テニス 運動できる服・あればテニスシューズとラケット
雨天は

内容を変更して実施

ハンドボール タオル・必要に応じて着替え
雨天は

内容を変更して実施

陸上競技 運動できる服・シューズ（雨天時は室内用シューズ）
雨天は

内容を変更して実施

サッカー 運動できる服・スパイク・レガース
雨天は

内容を変更して実施

卓球 運動できる服・体育館シューズ・あればラケット

吹奏楽 楽器（大型以外）
コロナの状況次第で、
お楽しみ会になります。

サイエンス なし

軽音楽 なし

書道 なし

第３回
学校説明会
10月22日
（土）

全体説明会

Ⅰ部(9:00
～10:00)

Ⅱ部(11:00
～１２：００）

部活動体験
（10:30～12:00）

持ち物
※水分は必ず御持参ください。

備考

ソフトテニス 運動できる服・あればラケット
雨天は

内容を変更して実施

男子バスケットボール 運動できる服・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼｭｰｽﾞ（体育館ｼｭｰｽﾞ）

女子バスケットボール 運動できる服・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｼｭｰｽﾞ（体育館ｼｭｰｽﾞ）

ダンス 運動できる服・あれば室内用シューズ

剣道 防具一式（なければ運動できる服）

硬式野球 参加同意書・ユニフォーム・野球用具一式
雨天は

内容を変更して実施

体操 運動できる服

コーラス なし

美術 なし

イラストレーション なし

茶道 なし

Links同好会 なし 活動紹介となります。

※10：１0～ 個別相談もあります。（希望者）


