
時間 内 容

①9：00～
②12:00～

説明会受付開始

9：30～10:00
12:30～13:00

映像放映
学校紹介/部活紹介CM 等

10:00～11:00
13:00～14:00

説明会

全
体
説
明
終
了
後

10：00
～16:00

個別相談
本館2階2-1/2-2/2-3/2-4
2-5（受付控室）

11:30
～12:30
14:30
～15:30

部活動体験 P.3参照
〈更衣室〉
男子 ： 本館3階3-9,10
女子 ： 2号館2階2-11
柔道・剣道部 ： 武道館
水泳部 ： プール更衣室
ダンス部 :

男子 4号館3階化学室
女子 4号館3階4-3-2教室

個別相談（硬式野球部）
本館2階2-9/2-10
個別相談（サッカー部）
本館2階3-7/3-8

11：30
～12：00
14:30
～15:00

模擬授業
英語：PC教室
数学：本館2階2-8教室

16：00 終了
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部活動体験
生徒と一緒に部活動に
参加しよう！※要予約

模擬授業
本校教員による授業を
体験しよう！※要予約

動画放映
説明会前に学校の様子の

紹介動画を放映！

ようこそ

日体大荏原高校 へ
2019年度 学校情報化優良校に認定されました

本校で販売しているメニューを
お召し上がりいただけます。

食堂開放

本校の教員が個別に
相談を承ります。

個別相談

本校の魅力を本校教員・在校生を
交えてご紹介します。

全体説明



本館
（1号館）

図書室（1階） 約2万冊の書籍があり、インターネット環境も整っています。

PC教室（2階） ノートPC約50台で授業を実施しています。

進路指導室（1階） 情報検索端末5台、分野別に整理された進学資料がそろっています。

2号館 音楽教室（1階） 資料が沢山あり、数々の賞に輝く吹奏楽部の練習の場です。

3号館 調子室・被服室（4階） 家庭科の授業や洗濯授業を行います。

記念体育館
（第一体育館）

アリーナ（1階） バレーボール・バスケットボールなどの部活動が交代で練習しています。

トレーニングセンター（地下1階） 科学的な肉体改造を実現する為の設備を完備しています。

第二体育館
（武道館）

室内プール（1階） 天候に左右されず泳げる室内プールは、本校の魅力の一つです。

武道場（3階） 柔道部・剣道部専用の練習場です。

4号館

ＡＬ教室(4階) グループ学習が行いやすい環境で生徒の主体的な活動をサポートします。

美術室・書道室(2階) 選択科目の美術・書道の授業を行います。

ダンス練習フロア ダンス部の活動や授業で活用します。大きな鏡が設置されています。

生徒集会場兼食堂 食堂 昼休みの食堂は賑やかです。日替わり定食がお勧めです。
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施設案内

2号館

本館

(1号館)

食堂第一体育館
第二体育館

(武道館・プール・
テニスコート)

3号館
4号館

グラウンド



☆部活動により体験時間が異なります。体験時間外は個別相談にてご相談いただけます。

３

☆更衣室 男子更衣室：本館3階3-9,10 女子更衣室： 2号館2階2-11 柔道・剣道部 : 武道場更衣室
水泳部：プール更衣室 ダンス部：女子 4号館3階4-3-2教室 男子 4号館3階化学室

部活動体験

部活動名 顧問 実施 持ち物 場所

硬式野球 中里・依田・多胡 見学(終日)
第2グラウンド
（多摩川河川敷）

柔道 小久保・森谷 体験(11：30～) 柔道衣、飲み物 武道場

女子バレーボール 飯嶋・西山 相談

サッカー 新妻・岩崎真・塙 見学（午後） グラウンド

水泳 髙橋・髙瀨 体験(11：30～) 水泳道具一式※ビート板は貸し出します プール

陸上競技 齋藤（翔）・鈴木・中村 体験(11：30～) 運動着、運動靴（屋外）、飲み物 グラウンド

男子バスケットボール 赤沼・岡井 相談

剣道 佃・貝塚 体験(14：30～)
剣道具一式、面マスク、フェイスシールド、

飲み物
武道場

男子バレーボール 近藤・村松 相談

女子バスケットボール 岡田・曲竹 体験(14：30～) 運動着、運動靴（室内）、飲み物 体育館

スキー 福島・村山 相談

ハンドボール 坂巻・曲竹 体験(11：30～) 運動着、運動靴（屋外）、飲み物 グラウンド

弓道 藤島・梅岡 見学(14：30～) 弓道場

ボウリング 中田 相談

器械体操 萩原・平岡 ×

バドミントン 岩崎瑠・梅岡 体験(14：30～)
運動着、運動靴（室内）、 ラケット、

タオル、飲み物
体育館

軟式野球 齋藤（浩）・青田 体験(11：30～) 運動着、運動靴（屋外）、飲み物、グローブ グラウンド

ラグビー 森田・廣段 ×

アメリカンフットボール 内田・薮田 ×

テニス 江波戸・大迫
体験女子(11：30～)
体験男子(14：30～)

運動着、運動靴（屋外）、飲み物、ラケット テニスコート

チアリーディング 成澤・齋藤（未） 相談

女子ソフトボール 木俣・小針 ×

パワートレーニング 庄司
見学

(11：30～・14：30～)
トレーニングセンター

ダンス 米澤・田中・花岡 体験(11：30～) 運動着、運動靴（室内）、飲み物 4号館5階

ゴルフ 本橋・小林
体験

(11：30～・14：30～)
運動着、運動靴（室内）、飲み物 トレーニングセンター

相撲 萬田・藤島 相談

ライフセービング 北矢・西山・髙瀨 体験(11：30～) 運動着、運動靴（室内）、飲み物 トレーニングセンター

吹奏楽 佃・花岡 相談

美術 田中 相談

軽音楽 松村・仲 相談

マルチメディア 板垣・仲 相談



http://www.nittai-ebara.jp/

スマホから日体大荏原高校を！

本校ホームページ

本校についての情報を随時更新しています。
授業・学校行事や部活動のことはもちろんのこと、
BLOG等も更新しています。

日体大荏原×YouTube

説明会で上映した動画、また過去の行事などの様子
をYouTubeでご覧になれます。
本校の生徒たちの雰囲気が伝わります。

日体大荏原×Instagram

今年から始まりました。
フォロワー数も徐々に増え、浸透しています。
写真メインの投稿で学校の様々な様子を知ることが
できます。

４
【アカウント名：nittaidai_ebara】

今すぐチェック！


