
日本体育大学荏原高等学校

来場予約制
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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

プログラムは⽬⽩押し！気になるプログラムを組み合わせて、
⾃分に合ったオリジナルの学校⾒学会を楽しんでください！

7/17
SUN 10:00

15:00

―

学校説明 個別相談 授業体験

部活動紹介 ESC説明会 ESC個別相談

第１回学校⾒学会

本校の教育活動やコースの
特⾊、⼊試基準等について
ご説明します。

学校について詳細を知りたい！や
コース選びに悩んでいる…等、
本校教員が様々なご相談にお答え
します。

荏原の授業を体験してくだ
さい。「⽇体⼤荏原」は
体育だけではありません！

実際に部活動を体験・⾒学し
たり、顧問の先⽣とお話頂け
ます！

荏原の塾はただ勉強を教えて
もらうだけではありません！
指導⽅針や学校との連携につ
いてご説明します。

より細かくESCについて
知りたい⽅はぜひご参加
ください。個別にご相談
頂けます！

第１回学校⾒学会

ご好評につき予約枠拡⼤します！



学校説明
1回⽬10:00〜10:50∕2回⽬12:00〜12:50∕3回⽬14:00〜14:50

本校の特⾊やコースの特⾊、⼊試基準等についてご説明
します。説明内容は3回すべて同じ内容です。
オンライン型で来場型学校説明を同時配信します。

定員○来場型…各回200名
  ○オンライン型…定員なし

個別相談 定員なし 来場予約された⽅は
どなたでもご相談頂けます

10:00〜12:00∕13:00〜15:00
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！等、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等、様々なご相談にお答えします。
時間によってはお待たせすることもあります。ご了承ください。

授業体験 定員各回⽣徒16名
保護者の⽅もご⾒学頂けます

1回⽬11:15〜11:45∕2回⽬13:15〜13:45

⽇体⼤荏原の授業は体育だけではありません！
⾼校１年⽣の「総合的な探究の時間」の授業を体験し、荏原
の授業を知ってください。

ESC説明会 定員各回30名

1回⽬11:15〜11:45∕2回⽬13:15〜13:45
ESC(Ebara�Study�Center)は校内に設置され
ている⽇体⼤荏原⽣のみの学内塾です。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サポートを⾏
っています。指導システムや料⾦、学校と
の連携について説明し、実際にESCで学ん
だ卒業⽣の体験談をお話します。

⽇本体育⼤学荏原⾼等学校

第１回学校⾒学会 プログラム詳細

ESC個別相談 定員なし

12:00〜13:00
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！
等、個別にご相談頂けます。部活との両⽴
は可能なのか、この教科の学習はどうした
ら良いのか等のご質問に、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。

→�24名へ拡⼤！



体験可能体験 ⾒学 顧問対応説明会

対応不可 未定

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会 顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会
⾒学 体験

剣道部 硬式野球部 ゴルフ部 サッカー部

顧問対応 説明会
⾒学 体験

対応不可 顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会
⾒学

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 顧問対応 説明会 顧問対応 説明会

顧問とお話頂けます

アメリカンフットボール部 器械体操部 ⼸道部 軽⾳楽部

⽔泳部 吹奏楽部 スキー部 相撲部

柔道部 ⼥⼦ソフトボール部 ⼥⼦バスケットボール部 ⼥⼦バレーボール部

見学可能 部活説明会実施

今回のイベントでは紹介できません、次回イベントにお越しください

⽇本体育⼤学荏原⾼等学校
第１回学校⾒学会�部活動紹介�1/2

部活動体験を希望される⽅は、飲み物・タオルを必ずご持参ください。熱中症・感染症等に
配慮し、部活動紹介の内容を変更することもあります。予めご了承ください。

現在未定です

対応不可



体験可能体験 ⾒学 顧問対応説明会

対応不可 未定

顧問対応 説明会 顧問対応 説明会 顧問対応 説明会 顧問対応 説明会

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会

ボウリング部

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 顧問対応 顧問対応 説明会説明会

顧問とお話頂けます

男⼦バスケットボール部 男⼦バレーボール部 ダンス部 チアリーディング部

ラグビー部 陸上競技部 英語サークル マルチメディアサークル

ハンドボール部 ライフセービング部

見学可能 部活説明会実施

今回のイベントでは紹介できません、次回イベントにお越しください

⽇本体育⼤学荏原⾼等学校
第１回学校⾒学会�部活動紹介�2/2

部活動体験を希望される⽅は、飲み物・タオルを必ずご持参ください。熱中症・感染症等に
配慮し、部活動紹介の内容を変更することもあります。予めご了承ください。

現在未定です

テニス部 軟式野球部 パワートレーニング部バドミントン部

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会
⾒学
顧問対応 説明会顧問対応 説明会

⾒学 体験

美術部

顧問対応 説明会
⾒学 体験

顧問対応 説明会
⾒学 体験



01 開場・受付について

受付開始は9:30です。
準備の都合上、9:30より前の来校はお控えください。

更衣について

暑さが予想されますので皆様ぜひ軽装でご来校ください。
動きやすい(運動できる)服装でご来校頂いて構いません。

05

休憩場所について
⾷堂と教室を開放します。
⾃由にご利⽤ください。
⾷堂では軽⾷や飲み物をご購⼊頂けます。

03

○○○○○（イベント名）

○○○○○（イベント名）
○○○○○（イベント⽇時）

受付票について
ご来校の際は、印刷された受付票をご提⽰頂くか、スマ
ートフォン等で受付票の画⾯をご提⽰ください。
受付票には「バーコード」が記載されています。

04

受付票の出⼒⽅法が分からない等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。24時間受付です。

miraicompass(ミライコンパス)サポートデスク
0120-907-867�／�03-5877-5952

参加予定の皆様へ
令和４年度第1回学校⾒学会

下記内容をご⼀読ください

学校⾒学会の開催中は、校内を⾃由にご⾒学頂けます。
プログラムで利⽤中の室内はご覧頂けませんが、
予めご了承ください。

校内見学について02

案内誘導にお時間がかかる場合があります。
「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。
また、上履きをお持ちください。

学校説明について06

（１）
複数の部活動体験や⾒学、説明会への参加が可能です。
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、ライフセービング部の
 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。

（５）
感染症や熱中症対策を鑑み、当⽇でも内容を変更するこ
とがあります。予めご了承ください。

部活動紹介について07
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