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1 宇都宮高等学校 ８月２４日（水） 午後 31 栃木翔南高等学校 ８月２３日（火） 午前

2 宇都宮東高等学校 ８月２３日（火） 午前 32 壬生高等学校 ８月　４日（木） 午前

3 宇都宮南高等学校 ８月２４日（水） 午前・午後 33 佐野高等学校 ８月２６日（金） 午前

4 宇都宮北高等学校 ８月２３日（火） 午前・午後 34 佐野東高等学校 ８月　３日（水） 午前

5 宇都宮清陵高等学校 ８月１８日（木） 午前 35 佐野松桜高等学校 ８月　２日（火） 午前

6 宇都宮女子高等学校 ８月１９日（金） 午後 36 足利高等学校 ８月２４日（水） 午前

7 宇都宮中央女子高等学校 ８月１９日（金） 午前 37 足利南高等学校 ８月　５日（金） 午前

8 宇都宮白楊高等学校 ８月　２日（火） 午前・午後 38 足利女子高等学校 ８月２３日（火） 午前

9 宇都宮工業高等学校 ７月２９日（金） 午前・午後 39 足利工業高等学校 ８月　９日（火） 午前・午後

10 宇都宮商業高等学校 ８月　３日（水） 午前 40 足利清風高等学校 ８月　４日（木） 午前

11 鹿沼高等学校 ８月２４日（水） 午後 41 真岡高等学校 ８月２３日（火） 午前

12 鹿沼東高等学校 ８月１９日（金） 午前 42 真岡女子高等学校 ８月１９日（金） 午前

13 鹿沼南高等学校 ８月　３日（水） 午前 43 真岡北陵高等学校 ８月　４日（木） 午前

14 鹿沼商工高等学校 ８月　４日（木） 午前・午後 44 真岡工業高等学校 ８月　５日（金） 午前・午後

15 今市高等学校 ８月２３日（火） 午前 45 益子芳星高等学校 ８月１９日（金） 午前

16 今市工業高等学校 ８月　２日（火） 午前 46 茂木高等学校 ８月１０日（水） 午前

17 日光明峰高等学校 ８月　５日（金） 午前 47 烏山高等学校 ８月１８日（木） 午前

18 上三川高等学校 ８月　９日（火） 午前 48 馬頭高等学校 ８月　９日（火） 午前

19 石橋高等学校 ８月１８日（木） 午前・午後 49 大田原高等学校 ８月１８日（木） 午前

20 小山高等学校 ８月２４日（水） 午前 50 大田原女子高等学校 ８月２３日（火） 午後

21 小山南高等学校 ８月　５日（金） 午前 51 黒羽高等学校 ８月　５日（金） 午前

８月　２日（火） 午前・午後 専門学科

８月　３日（水） 午前 普通科

23 小山北桜高等学校 ８月　２日（火） 午前 53 那須清峰高等学校 ８月　４日（木） 午前・午後

24 小山城南高等学校 ８月　４日（木） 午前 54 那須高等学校 ８月　３日（水） 午前

25 栃木高等学校 ８月１９日（金） 午前 55 黒磯高等学校 ８月２３日（火） 午前

26 栃木女子高等学校 ８月２５日（木） 午前 56 黒磯南高等学校 ８月１８日（木） 午前

27 栃木農業高等学校 ８月　４日（木） 午前 57 矢板高等学校 ８月　３日（水） 午前

28 栃木工業高等学校 ８月　３日（水） 午前・午後 58 矢板東高等学校 ８月１９日（金） 午前

29 栃木商業高等学校 ７月２９日（金） 午前 59 高根沢高等学校 ８月　５日（金） 午前

30 学悠館高等学校 ８月１９日（金） 午前 60 さくら清修高等学校 ８月　４日（木） 午前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度 一日体験学習実施予定期日一覧
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那須拓陽高等学校22 小山西高等学校 ８月１９日（金） 午前 52



日 土

17 23

24 30

宇都宮工業 栃木商業

宇都宮工業

31 6

宇都宮白楊 今市工業 宇都宮商業 鹿沼南 鹿沼商工 小山城南 日光明峰 小山南

小山北桜 佐野松桜 栃木工業 佐野東 栃木農業 壬生 足利南 真岡工業

那須拓陽 那須拓陽 那須 足利清風 真岡北陵 黒羽 高根沢

矢板 那須清峰 さくら清修

宇都宮白楊 那須拓陽 栃木工業 鹿沼商工 那須清峰 真岡工業

7 13

上三川 足利工業 茂木

馬頭

足利工業

14 20

宇都宮清陵 石橋 宇都宮中央女子

烏山 大田原 鹿沼東 小山西

黒磯南 栃木 学悠館

真岡女子 益子芳星

矢板東

石橋 宇都宮女子

21 27

宇都宮東 宇都宮北 宇都宮南 小山 栃木女子 佐野

今市 栃木翔南 足利

足利女子 真岡

黒磯

宇都宮北 大田原女子 宇都宮 宇都宮南

鹿沼
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