
令和２年８月２４日  

 

関係中学校長 殿 

 

                       愛知県立豊田北高等学校長  藤村 文也 

 

 

令和２年度｢豊田北高・体験入学｣について（御案内） 

 

 

 残暑の候、貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は本

校の教育活動に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、「豊田北高・体験入学」を下記のとおり実施いたします。つきましては、お手数をお

かけしますが、同封の保護者宛案内文「豊田北高・体験入学について」を配付していただきま

すようお願いいたします。 

 なお、会場・資料の準備の都合上、誠にお手数ですが参加者数を別紙報告書（貴校で準備さ

れているものでも可）に集約の上、９月２３日(水)までにファクシミリでお知らせください。 

 

                    記 

 

１ 日 時 

 

  令和２年１０月３日（土）    １部  午前 ９時００分～１０時００分 

                    ２部  午前１１時００分～１２時００分 

                 ３部  午後 １時００分～ ２時００分 

                 ４部  午後 ３時００分～ ４時００分 

２ 場 所 

 

  本校（体育館等） 

 

３ 日 程 

 

１部 対象中学校 

 本校から比較的近い豊田市立の中学校 

１部 日程 

 午前  ８時３０分～ ９時００分 受付、会場入場 

 午前  ９時００分～ ９時１０分 挨拶、日程説明 

 午前  ９時１０分～１０時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

２部 対象中学校 

   本校から比較的近い豊田市立の中学校 

２部 日程 

 午前 １０時３０分～１１時００分 受付、会場入場 

 午前 １１時００分～１１時１０分 挨拶、日程説明 

午前 １１時１０分～１２時００分 学校紹介（部活動見学） 

   

 

 



３部 対象中学校 

   本校から比較的遠い豊田市立の中学校、みよし市立の中学校、 

 豊田市、みよし市以外の中学校 

３部 日程 

 午後 １２時３０分～ １時００分 受付、会場入場 

 午後  １時００分～ １時１０分 挨拶、日程説明 

午後  １時１０分～ ２時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

４部 対象中学校 

   本校から比較的遠い豊田市立の中学校、みよし市立の中学校 

 豊田市、みよし市以外の中学校 

４部 日程 

 午後  ２時３０分～ ３時００分 受付、会場入場 

 午後  ３時００分～ ３時１０分 挨拶、日程説明 

午後  ３時１０分～ ４時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

４ 対 象 

 

本校の受検を希望する中学３年生 

※本年度は参加人数の関係で保護者の方は参加を御遠慮ください。 

 

５ その他   

 

 (1) 申込み締め切り後、１～４部のどの部に参加していただくかは、調整した後９月２８日 

   （月）までに、各中学校宛てにファクシミリで連絡させていただきます。 

 

(2) 参加生徒の把握のため、各学校（３０名を超える場合は各学級）から代表生徒１名を 

「参加希望者数報告書」に御記入ください。当日の出欠確認に協力していただく予定です。 

欠席者、遅刻者の把握のため、可能であれば代表生徒に当日の参加者生徒の名簿を持たせ

ていただければ幸いです。 

 

 (3) 当日の受付は、本校の昇降口前１カ所（西側）で行います。学校ごとにまとまっての受

付をお願いします。会場が体育館ですので体育館シューズ等を各自で御用意ください。 

 

(4) 当日、参加者は各自で検温を済ませ、発熱等体調不良者は参加しないようにしてくださ

い。また、マスクの着用を必ずお願いします。 

 

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽中止とさせて頂くこともあ 

  りますので御承知おきください。 

 

(6) 「豊田北高・体験入学」に関して御質問等ございましたら、下記担当まで御連絡くださ

い。 

 

 

 

 

 

 担 当  総 務 部（近藤好・玉木） 

                       電 話  ０５６５－８０－５１１１ 

                       ＦＡＸ  ０５６５－８０－９４０８ 



 

          令和２年９月  日 

     

        「豊田北高・体験入学」参加希望者数 報告書 
 

 

  １ 参加希望者数 

     生徒数 合計    名（ 男子   名 女子   名 ） 

    引率教員      名 

     総計        名 

 

  ２ 体育館の座席割振りの関係上、お手数ですがクラス別参加者数を下の欄へ御記入くださ

い。参加者総数が３０名未満の学校は、代表者生徒は学校１名でかまいません。参加者総

数が３０名を超える学校につきましては、クラス毎に代表者生徒氏名を御記入ください。 
 

 クラス名 男子人数 女子人数 合計人数 代表生徒氏名  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合計人数     

 

 

  ３ ９月２３日(水)までにファクシミリでお知らせください。 

ＦＡＸ(０５６５)８０－９４０８ 

 

 

 

    愛知県立豊田北高等学校 行 

        立        中学校 ＴＥＬ〈    〉   －        

担当者名 ＦＡＸ〈    〉   －        

３年生の生徒数       名  



令和２年９月  日  

 

関係中学校保護者 様 

愛知県立豊田北高等学校長  藤村 文也  

 

     「豊田北高・体験入学」について 

 

                          

 初秋の候、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、「豊田北高・体験入学」を下記のとおり実施いたします。つきましては、お子様に御

来校いただき、お子様の志望校決定の参考にしていただければ幸いです。御多用のこととは存

じますが、多数御来校くださいますよう御案内申し上げます。 

 

 

                    記 

 

 

１ 日 時 

 

  令和２年１０月３日（土）    １部  午前 ９時００分～１０時００分 

                    ２部  午前１１時００分～１２時００分 

                 ３部  午後 １時００分～ ２時００分 

                 ４部  午後 ３時００分～ ４時００分 

２ 場 所 

 

  本校（体育館等） 

 

３ 日 程 

 

１部 対象中学校 

 本校から比較的近い豊田市立の中学校 

１部 日程 

 午前  ８時３０分～ ９時００分 受付、会場入場 

 午前  ９時００分～ ９時１０分 挨拶、日程説明 

 午前  ９時１０分～１０時００分 学校紹介（部活動見学）  

 

 

２部 対象中学校 

   本校から比較的近い豊田市立の中学校 

２部 日程 

 午前 １０時３０分～１１時００分 受付、会場入場 

 午前 １１時００分～１１時１０分 挨拶、日程説明 

午前 １１時１０分～１２時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

  

 



３部 対象中学校 

   本校から比較的遠い豊田市立の中学校、みよし市立の中学校 

   豊田市、みよし市以外の中学校 

３部 日程 

 午後 １２時３０分～ １時００分 受付、会場入場 

 午後  １時００分～ １時１０分 挨拶、日程説明 

午後  １時１０分～ ２時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

４部 対象中学校 

   本校から比較的遠い豊田市立の中学校、みよし市立の中学校 

   豊田市、みよし市以外の中学校 

４部 日程 

 午後  ２時３０分～ ３時００分 受付、会場入場 

 午後  ３時００分～ ３時１０分 挨拶、日程説明 

午後  ３時１０分～ ４時００分 学校紹介（部活動見学） 

 

４ その他 

 (1) 所属中学校を通して御申込みください。参加申込みの提出日について各中学校で御確 

  認ください。９月２３日（水）が中学校から高校への参加者数を御連絡いただく締切日 

  となっています。 

 

(2) 申込み締め切り後、１～４部のどの部に参加していただくかは、調整した後に各中学 

   校に連絡をします。 

 

(3) 当日の受付は、本校の昇降口前１カ所（西側）で行います。学校ごとにまとまっての 

   受付をお願いします。 

 

(4) 本年度は参加人数の関係で、対象を生徒のみとさせていただきます。 

  

(5) 駐車場がありませんので、公共交通機関を御利用ください。 

豊田市駅発のおいでんバス「東山住宅行き」（系統番号25）または「三河豊田駅前 

行き」（系統番号26）または「小渡行き」（系統番号５）に乗車、「豊田スタジア 

ム東」バス停下車、徒歩約２分です。 

 

(6) 本校内と周辺道路では駐停車できません。自家用車を利用して送迎する場合は豊田 

スタジアムの駐車場を利用してくださいますようお願いします。 

 

（7） 生徒の皆さんは体育館シューズ等と外履き用靴を入れる袋を御持参ください。また、 

   当日、各自で検温を済ませ、発熱等体調不良者は参加を見合わせてください。マスク 

   の着用を必ずお願いします。 

 

担当 総務部（近藤好・玉木）  

電話 ０５６５－８０－５１１１ 

                                        キ リ ト リ                                

 

 

            「豊田北高・体験入学」参加申込書 

 

 

 

                  ３年  組  番 氏名                       


