
 第 1３回 沼津・裾野地区    <中学生・保護者対象> 

 
 
 

★ 日 時 令和４年 10 月２日（日） 

12 時 30 分～15 時 20 分（開場 12 時 00 分） 

★ 会 場 ぬまづ健康福祉プラザ サンウェルぬまづ ４Ｆ多目的ホール 

            沼津市日の出町１－15  TEL０55-922-2020 

★ 説明会次第 

Ⅰ 代表校長挨拶（沼津商業高等学校長）  １２:３０～１２:３５ 

Ⅱ 各校の概要説明･･･教育活動の内容・特色・魅力や求める生徒像 など 

１ 裾    野 高等学校            １２:３５～１２:５５ 

２ 沼津工業 高等学校             １２:５５～１３:１５ 

３ 沼津商業 高等学校             １３:１５～１３:３５ 

“公立高校の魅力”（沼津工業高等学校長） １３:３５～１３:５０ 

4 沼津城北 高等学校             １４:００～１４:２０ 

5 市立沼津 高等学校               １４:２０～１４:４０ 

6 沼 津 西 高等学校              １４:４０～１５:００ 

7 沼 津 東 高等学校              １５:００～１５:２０ 

★ その他 

・各校ごとのブース、就学支援制度などの相談ブースも開設します（12：00～16：00）。 

・事前の申込みは不要です。御都合のよい時間にお越しください。 

・駐車場（２時間まで無料）には限りがあります。できるだけ、公共交通機関か乗り合わせで来

場をお願いいたします。 
 

 

 

《７校の校章》 

 

 

 
裾野高校 沼津東高校 沼津西高校 沼津城北高校 沼津工業高校 沼津商業高校 市立沼津高校 

【問合せ】御不明な点は、沼津商業 TEL055-9３1-７０８０、沼津工業 TEL055-9３1-034３ 

副校長か教頭まで御連絡ください。 



行きたい高校がきっとある！ 
 

沼津・裾野地区には、様々なタイプの公⽴⾼校が７校あります。 
この７つの高校には、一般的な教科・科目（普通科目）を中心に学習する普通科をはじめ、専⾨学科として、理

数科目を中心に学習し、探究活動として課題研究を実施する理数科、職業に関する科目を中心に学習する工業科及
び商業科、芸術の特定分野をより深く学習する芸術科、そして「普通科」と「専⾨学科（商業）」のよい部分を取り
入れて作られた総合学科があります。また、定時制課程を持つ学校もあり、働きながら学ぶこともできます。それ
ぞれの高校では、興味･関心や進路希望にあわせて選択できるコースや科目を⽤意したり、習熟度別授業や少⼈数授
業を⾏ったりするなど、個々に応じた様々な授業を展開して、⽣徒の可能性を伸ばしています。また、進学希望者
に対しては、早朝・放課後補習やＰＴＡ等の主催による土曜講習、勉強合宿等を実施している学校もあります。さ
らに、部活動にも⼒を入れ、全国⼤会へ出場している学校も多くあります。 

この沼津・裾野地区には、皆さんの「⾏きたい⾼校」がきっとあります︕皆さんのご参加お待ちしております。 
 

沼津･裾野地区公⽴⾼等学校 7 校 オープンスクール等のスケジュール 
  ９月 １０月 １１月 １２月 １月・２月 備考 

裾 野 
  

２日 

(日) 

15(土) 

学校説明会 

12(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

３(土) 

学校説明会 
  

○学校見学、個別相談     

  随時受付（要相談） 

沼津東 
  22(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ、 

科学実験教室 

12(土) 

中学生進学相談会 
  

2/４(土) 

科学実験教室 

○学校見学、個別相談     

  随時受付（要相談） 

沼津⻄ 

  15(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

 

12(水)、 

14(金)、 

18(火)  

芸術科説明会 
 

 

12(月)～16(金) 

芸術科個別 

相談会 

13(火) 

中学校教員対象 

芸術科説明会 

2/18(土) 

中学1・2年生対象 

芸術科説明会 

〇学校見学、個別相談 

 随時受付（要相談） 

〇芸術科説明会等の 

要項は中学校へ送付 

しますが、本校ＨＰも 

参照してください。 

沼津城北 
  

７ 

校 

合 

同 

説 

明 

会 

22(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

26(土) 

学校説明会 

(個別相談可) 

    
○学校見学、個別相談      

  随時受付（要相談） 

沼津工業 

  

15(土）午前 

学校説明会  

個別相談会  

詳細は後日 

12(土）午前 

学校説明会、個別相談会 

詳細は後日 

19（土）午前 

学校開放日 

27(日)終日 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾏｲｺﾝ･ｶｰﾗﾘ  ー

東海大会参観希望者は

事前に御連絡ください。 

  

2/11（土）又は 18（土） 

ものづくり体験教室＠

プラサヴェルデ  

詳細は後日 

○毎週金曜日 

個別相談会、施設見学、

部活動見学等 

5/6(金)～7/22(金) 

9/2(金)～12/9(金) 

※9/23,11/11を除く。 

⇒受付15:30～17:00 

※金曜日以外でも柔軟に

対応します。 

○定時制の個別相談は、

随時受け付けています。 

沼津商業 

  

15(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

12(土) 

個別相談会 

(9:00～12:00) 

7(水)、8(木) 

個別相談会 

(18:00～20:00) 

  
○学校見学、個別相談 

 随時受付（要相談） 

沼津市⽴ 
10(土） 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

15(土) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 

５(土) 

学校説明会 

３(土) 

学校説明会 
  

○学校見学、個別相談 

 随時受付（要相談） 

※ 日程・内容等の詳細については、各校のホームページ等で御確認ください。 



 

裾野・ 沼津東・ 沼津西・ 沼津城北・  
沼津工業・ 沼津商業・ 市立沼津 

⽇時：令和４年 10 ⽉２⽇（⽇）正午〜午後４時 
会場：ぬまづ健康プラザ サンウェルぬまづ 4 階 
内容：スライド等による学校説明＋ブースでの個別説明 

裾野高校 ～ 12: 35 12: 55 

沼津工業高校 ～ 12: 55 13: 15 

沼津商業高校 ～ 13: 15 13: 35 

「 公立高校の魅力」 ～ 13: 35 13: 50  

沼津城北高校 ～ 14: 00 14: 20 

市立沼津高校 ～ 14: 20 14: 40 

沼津西高校 ～ 14: 40 15: 00 

沼津東高校 ～ 15: 00 15: 20 

 

【全体説明】４階多目的ホール 

公立高校の魅力を熱く 語ります！ 

✓ 事前申込は不要です。参加校のＨＰから参加票をダウンロードし
て御持参ください。（参加票は会場にも準備しています。） 

✓ マスクの着用をお願いします。体調不良の方の参加はご遠慮くだ
さい。感染防止にご協力ください。 

✓ 駐車場（２時間まで無料）には限りがあります。 

合同説明会に関する質問は ⇒ 沼津商業高校 055-931-7080  
沼津工業高校 055-931-0343 

各学校の特色を聞いて く だ さ い。   

普通科、 専門科の比較も可能 

 

 
各学校のブ ース では、 個別の質問

や相談にも お答えし ま す！ 


