
タイムスケジュール

学校説明
本校の特⾊、次年度からの 新コース について、⼊試基準等についてご説明いたします。

▶「来場型」の定員は各回２００名です。参加される⼈数をご予約ください。

▶「オンライン型」でもご参加頂けます（全３回）。

 「オンライン型」にご予約いただく場合…

  ご登録いただいたメールアドレスにオンラインミーティングのURLを送信いたします。

  前⽇17:00頃と、説明会の各回開始時間30分前までに、同じ内容のメールを送信予定です。

個別相談

 来場受付 9:00〜15:00

11:00〜15:30

10:00〜10:50 12:00〜12:50
9:30
開場

11:30
開場 14:00〜14:50

13:30
開場

11:15〜11:45
11:00
開場

13:00
開場 13:15〜13:45

第２回学校説明会 令和３年１１⽉３⽇（⽔・祝）
１０：００∼１５：30

⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 令和３年１０⽉20⽇（⽔）
20：００予約開始！！

全３回　定員各回２00名

↳ アカデミックコース・アドバンストコース・スポーツコース

学校説明よりもっと詳しく知りたい！本校の教員と直接お話したい！など、個別にご相談頂けます。

コースを迷っている…、新しい部活動に挑戦したい…など様々なご相談にお答えします(�´_>`)

11:15〜11:45
11:00
開場

13:00
開場

11:45〜13:15

学校説明

授業体験

個別相談

部活動体験

ESC説明会

ESC個別相談

※ESC…校内塾
 Ebara�Study�Centerです

13:15〜13:45

10:00〜15:30

13:45〜15:30

▶お願い

 「来場型」学校説明に参加される⽅は、上履きをお持ちください。



授業体験

午前の部　11:１5∼11:45
午後の部　13:15∼13:45

地歴公⺠科
チアリーディング部　顧問

成澤　可奈⼦　先⽣

　「社会」は暗記が嫌だ！と苦⼿意識を持っていませ
んか？
　⾼校の社会は「歴史」「地理」「公⺠」に分かれてい
ますが、過去∼現在にかけて学ぶことで、今の問題
を考えたり、みなさんが⽣きるために今！必要な知
識が得られるんです！
　今回は「税」や「成⼈年齢」をテーマに、お得な？そ
して、今後の⽣活に役⽴つことを⼀緒に学びましょ
う！

午前の部　11:15∼11:45
午後の部　13:15∼13:45

　３桁以上の⼤きい数字同⼠の分数だと、約分でき
るのかできないのか分かりにくい時ってありますよ
ね。はたまた、⻑⽅形の広―い壁に四⾓いタイルを
ぴったり敷き詰めたいとき、どんな⼤きさのタイル
を⽤意すればいいのか、悩みませんか？実はこれ、
簡単に解決できるんです。
　現代において多くの学⽣を悩ませている「数
学」。でも本当は、何千年もの間⼈類を虜にし続け
てきた、とびっきりのロマンが詰まった宝箱なので
す。是⾮⼀緒に、数学で遊んでみませんか？

数学科
男⼦バレーボール部　顧問

村松　有摩　先⽣

⾝近なモノから社会を学ぼう！！
授業体験①

神様を超える?!割り算の魔⼒！
授業体験②

全４回　定員各回16組

チアリーディング部顧問ですが、実は日本舞踊家の成澤先生です！

クラシック音楽や昆虫など多趣味の村松先生！一度授業を受けると虜になること間違いなしです！



部活動体験

⾒学のみ
硬式野球部 サッカー部※

※⾒学場所は多摩川グラウンドです。各⾃でご移動をお願いします。

顧問対応

器械体操部

⼸道部

⼥⼦バレーボール部

※スキー部は部活動説明会を実施します。

※

吹奏楽部

スキー部

ダンス部

バドミントン部

ボウリング部

ライフセービング部

英語サークル

飲み物・タオルは各⾃で必ずご準備ください。

体験可能部活動

アメリカンフットボール部

軽⾳楽部

剣道部

ゴルフ部

柔道部

⼥⼦ソフトボール部

⼥⼦バスケットボール部

⽔泳部

相撲部

男⼦バレーボール部

チアリーディング部

軟式野球部

美術部

ラグビー部

陸上競技部

マルチメディアサークル

初⼼者でも経験者でもご参加いただけます！初めての⽅も既に参加頂いた⽅もぜひ♪

※相撲部は⽇本体育⼤学世⽥⾕キャンパスで部活動体験を実施します。
 陸上競技部は多摩川沿い(⼤⽥区区⺠広場)で部活動体験を実施します。
 各⾃でご移動をお願いします。

※

※

pick up!!

美術部　「陶芸」

マルチメディアサークル　「良い写真の撮り⽅」

 最初の練る作業、電動ろくろを体験してみませんか。

マルチメディアサークル所有の⼀眼レフカメラやお持ちのスマートフォンを

使って良い写真を撮りに⾏きましょう！

10/26更新

10/26更新
10/26更新

10/26更新

10/26更新

10/26更新

⼤会等で体験できません。顧問対応もできません。

男⼦バスケットボール部

テニス部

パワートレーニング部

ハンドボール部 10/26更新

10/26更新

10/26時間変更

11/2更新



ESC説明会

ESC個別相談

授業体験

個別相談

部活動体験

ESC説明会

ESC個別相談

ご予約について
▶「来校型」のご予約締切は11/2(⽕)23:59です。各回の定員は２００名です。
　学校説明に参加される総⼈数をご予約ください。
▶「オンライン型」のご予約は各回開始時間の1時間前までです。

個別相談のみご希望の⽅は、予約サイトよりご予約ください。
予約締切は11/2(⽕)23:59です。
他のプログラムにご参加(ご予約)頂き個別相談をご希望される⽅は、個別相談の予約は不
要ですので、随時個別相談会場へお越しください。

予約締切は11/2(⽕)23:59です。保護者の⽅も⼀緒にご参加頂けます。

予約締切は11/2(⽕)23:59です。
⾒学のみ、部活説明会のみ参加ご希望の⽅もご予約ください。

予約締切は11/2(⽕)23:59です。各回の定員は３０名です。
ESC説明会に参加される総⼈数をご予約ください。
空席がある場合は当⽇（締切後）でもご参加頂けます。

ESC個別相談のみご希望の⽅は、予約サイトよりご予約ください。
予約締切は11/2(⽕)23:59です。
他のプログラムにご参加(ご予約)頂きESC個別相談をご希望の⽅は、ESC個別相談の予約
は不要ですので、随時ESC個別相談会場へお越しください。

Ebara�Study�Center（以下ESC）は、校内に設置

されている、⽇体⼤荏原⽣のみが利⽤できる学内

塾です。⼀般⼊試での受験指導や学校の定期テス

ト対策まで、⽣徒のあらゆる学習のサポートを⾏

っています。説明会では、指導システムや料⾦、

学校との連携についてのご説明や、実際にESCで

学んだ卒業⽣の体験談をお話しします。

ESC説明会よりももっと細かく話を聞きたい！

卒業⽣の声をもっと聞いてみたい！など、個別

にご相談いただけます。部活との両⽴は可能な

のか…、この教科の学習はどうしたら良いの

か…などのご質問に対して、卒業⽣講師を含む

実際に勤務する講師からお答えします。

全２回　定員各回３0名

学校説明

部活動体験や模擬授業などでESC説明会に参加できない⽅は、ぜひ個別相談会にご参加ください！



ご⼀読ください

当⽇は9:00より受付を開始します。会場準備の都合上、9:00より前の来校はお控えください。

【1】開場・受付について

皆様ぜひ軽装でご来校ください。

更⾐室を準備していますが、動きやすい（運動できる）服装でご来校頂いて構いません。

【２】更⾐について

⾷堂と教室を休憩場所(控室)として開放いたします。⾃由にご利⽤ください。

⾷堂では軽⾷も販売していますので、ぜひご利⽤ください。

【６】休憩場所・控室について

○○○○○（イベント名）

○○○○○（イベント名）

○○○○○（イベント⽇時）

ご来校の際は、印刷された受付票をご提⺬いただくか、スマートフォンなどで受付票の画⾯をご提

⺬ください。受付票には「バーコード」が記載されています。

受付票の出⼒⽅法が分からないなど予約システムに関するご質問は、miraicompass(ミライコンパ

ス)サポートデスクまでお問合せください。

miraicompass(ミライコンパス)サポートデスク

0120-907-867�／�03-5877-5952

（24時間受付）

【３】受付票について

学校⾒学会の開催中は、校内を⾃由にご⾒学頂けます。

説明会や個別相談会場などプログラム利⽤中の室内はご覧いただけませんが、予めご了承ください。

【７】校内⾒学について

（１）来場受付とは別に、学校説明会場に⼊場される際もご予約を確認させて頂きます。

   案内誘導にお時間がかかる場合がありますので、「来場型学校説明」に参加される⽅は

   お時間に余裕をもって学校説明会場にお越しください。

（２）上履きをお持ちください。

【４】学校説明について

【５】部活動体験について
（１）複数の部活動体験や⾒学、部活説明会へのご参加が可能です。

   経験者、初⼼者、過去の体験参加有無に関わらずぜひご参加ください。

（２）部活動の「体験」に参加される⽅は、飲み物・タオルを必ずご準備ください。

（３）体験される⽅は、運動できる服装で部活動の体験場所に集合してください。

   ※剣道部、柔道部、⽔泳部の着替え場所は体験場所でお尋ねください。

（４）⾬天時、グラウンド部活動の体験実施可否は当⽇の朝7:30を⽬安に判断し、HPでお知らせ

   します。なお、体験不可となった場合も、部活説明会は予定通り実施します。
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