
講座番号 教科 講座名 内容

1 国語 現代文講座 現代文を楽しく学びましょう。

2 国語 漢字やことわざ 漢字やことわざなど，語彙を増やしましょう。

3 地歴 関根学園の周辺の変遷 関根学園が立地している地域の変遷について，今と昔の地図を比較しながら見てみよう。

4 公民 この人だれだ？ クイズ形式で，社会科の授業に出てくる人物について学びましょう。

5 数学 身のまわりの数学 数学は身近な生活の中にあります。数学を通して学んでほしいことについて考えます。

6 数学 関根学園の入試問題 関根学園の過去の入試問題について解説します。

7 理科 たのしい化学実験 高校の化学の楽しさが体験できる実験をします。

8 理科 からだの不思議 「眼」と「脳」の不思議にふれてみましょう。

9 体育 テニサーへの道 硬式テニス入門講座です。3分でテニスのラリーができるようになります（体操着持参）。

10 芸術 オリジナルストラップ作り プラ板で制作し，プレゼントします。

11 英語 Active English! 英語を積極的に使ってペアやグループでゲーム等を行います。

12 家庭 テーブルコーディネート 食卓によく合うはし置きを牛乳パックで作ります（ニスを使用します）。

13 情報 アニメーションを作ろう パラパラアニメを作ります。

期日 参加希望日に○印を

つけてください。

保護者の参加希望は○印

をつけてください。

ご希望の講座番号を

ご記入ください。

第１希望 第２希望

8月 7日（金）

8月 8日（土）

＃ 参加申込書 （担任の先生へ提出してください。）

＃ 講座体験

                     　　 　中学校

　　　年　　　組

氏名　　　　　     　　  　　男・女

✂ キ リ ト リ

当日は，上履きと筆記用具を持参してください。

体験したい講座の番号を，第２希望まで申し込み用紙に記入して下さい。講座によっては参加人数に限りがありますので，希望者が多数になった場合

には他の講座に移動していただくことがあります。
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講座番号 教科 講座名 内容

1 国語 現代文講座 現代文を楽しく学びましょう。

2 国語 漢字やことわざ 漢字やことわざなど，語彙を増やしましょう。

3 地歴 関根学園の周辺の変遷 関根学園が立地している地域の変遷について，今と昔の地図を比較しながら見てみよう。

4 公民 この人だれだ？ クイズ形式で，社会科の授業に出てくる人物について学びましょう。

5 数学 身のまわりの数学 数学は身近な生活の中にあります。数学を通して学んでほしいことについて考えます。

6 数学 関根学園の入試問題 関根学園の過去の入試問題について解説します。

7 理科 たのしい化学実験 高校の化学の楽しさが体験できる実験をします。

8 理科 からだの不思議 「眼」と「脳」の不思議にふれてみましょう。

9 体育 テニサーへの道 硬式テニス入門講座です。3分でテニスのラリーができるようになります（体操着持参）。

10 芸術 オリジナルストラップ作り プラ板で制作し，プレゼントします。

11 英語 Active English! 英語を積極的に使ってペアやグループでゲーム等を行います。

12 家庭 テーブルコーディネート 食卓によく合うはし置きを牛乳パックで作ります（ニスを使用します）。

13 情報 アニメーションを作ろう パラパラアニメを作ります。

期日 参加希望日に○印を

つけてください。

保護者の参加希望は○印

をつけてください。

ご希望の講座番号を

ご記入ください。

第１希望 第２希望

8月 7日（金）

8月 8日（土）

＃ 参加申込書 （担任の先生へ提出してください。）

＃ 講座体験

                     　　 　中学校

　　　年　　　組

氏名　　　　　     　　  　　男・女

✂ キ リ ト リ

当日は，上履きと筆記用具を持参してください。

体験したい講座の番号を，第２希望まで申し込み用紙に記入して下さい。講座によっては参加人数に限りがありますので，希望者が多数になった場合

には他の講座に移動していただくことがあります。
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講座番号 教科 講座名 内容

1 国語 現代文講座 現代文を楽しく学びましょう。

2 国語 漢字やことわざ 漢字やことわざなど，語彙を増やしましょう。

3 地歴 関根学園の周辺の変遷 関根学園が立地している地域の変遷について，今と昔の地図を比較しながら見てみよう。

4 公民 この人だれだ？ クイズ形式で，社会科の授業に出てくる人物について学びましょう。

5 数学 身のまわりの数学 数学は身近な生活の中にあります。数学を通して学んでほしいことについて考えます。

6 数学 関根学園の入試問題 関根学園の過去の入試問題について解説します。

7 理科 たのしい化学実験 高校の化学の楽しさが体験できる実験をします。

8 理科 からだの不思議 「眼」と「脳」の不思議にふれてみましょう。

9 体育 テニサーへの道 硬式テニス入門講座です。3分でテニスのラリーができるようになります（体操着持参）。

10 芸術 オリジナルストラップ作り プラ板で制作し，プレゼントします。

11 英語 Active English! 英語を積極的に使ってペアやグループでゲーム等を行います。

12 家庭 テーブルコーディネート 食卓によく合うはし置きを牛乳パックで作ります（ニスを使用します）。

13 情報 アニメーションを作ろう パラパラアニメを作ります。

期日 参加希望日に○印を

つけてください。

保護者の参加希望は○印

をつけてください。

ご希望の講座番号を

ご記入ください。

第１希望 第２希望

8月 7日（金）

8月 8日（土）

＃ 参加申込書 （担任の先生へ提出してください。）

＃ 講座体験

                     　　 　中学校

　　　年　　　組

氏名　　　　　     　　  　　男・女

✂ キ リ ト リ

体験したい講座の番号を，第２希望まで申し込み用紙に記入して下さい。講座によっては参加人数に限りがありますので，希望者が多数になった場合

には他の講座に移動していただくことがあります。
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講座番号 教科 講座名 内容

1 国語 現代文講座 現代文を楽しく学びましょう。

2 国語 漢字やことわざ 漢字やことわざなど，語彙を増やしましょう。

3 地歴 関根学園の周辺の変遷 関根学園が立地している地域の変遷について，今と昔の地図を比較しながら見てみよう。

4 公民 この人だれだ？ クイズ形式で，社会科の授業に出てくる人物について学びましょう。

5 数学 身のまわりの数学 数学は身近な生活の中にあります。数学を通して学んでほしいことについて考えます。

6 数学 関根学園の入試問題 関根学園の過去の入試問題について解説します。

7 理科 たのしい化学実験 高校の化学の楽しさが体験できる実験をします。

8 理科 からだの不思議 「眼」と「脳」の不思議にふれてみましょう。

9 体育 テニサーへの道 硬式テニス入門講座です。3分でテニスのラリーができるようになります（体操着持参）。

10 芸術 オリジナルストラップ作り プラ板で制作し，プレゼントします。

11 英語 Active English! 英語を積極的に使ってペアやグループでゲーム等を行います。

12 家庭 テーブルコーディネート 食卓によく合うはし置きを牛乳パックで作ります（ニスを使用します）。

13 情報 アニメーションを作ろう パラパラアニメを作ります。

期日 参加希望日に○印を

つけてください。

保護者の参加希望は○印

をつけてください。

ご希望の講座番号を

ご記入ください。

第１希望 第２希望

8月 7日（金）

8月 8日（土）

＃ 参加申込書 （担任の先生へ提出してください。）

＃ 講座体験

                     　　 　中学校

　　　年　　　組

氏名　　　　　     　　  　　男・女

✂ キ リ ト リ

当日は，上履きと筆記用具を持参してください。

体験したい講座の番号を，第２希望まで申し込み用紙に記入して下さい。講座によっては参加人数に限りがありますので，希望者が多数になった場合

には他の講座に移動していただくことがあります。
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講座番号 教科 講座名 内容

1 国語 現代文講座 現代文を楽しく学びましょう。

2 国語 漢字やことわざ 漢字やことわざなど，語彙を増やしましょう。

3 地歴 関根学園の周辺の変遷 関根学園が立地している地域の変遷について，今と昔の地図を比較しながら見てみよう。

4 公民 この人だれだ？ クイズ形式で，社会科の授業に出てくる人物について学びましょう。

5 数学 身のまわりの数学 数学は身近な生活の中にあります。数学を通して学んでほしいことについて考えます。

6 数学 関根学園の入試問題 関根学園の過去の入試問題について解説します。

7 理科 たのしい化学実験 高校の化学の楽しさが体験できる実験をします。

8 理科 からだの不思議 「眼」と「脳」の不思議にふれてみましょう。

9 体育 テニサーへの道 硬式テニス入門講座です。3分でテニスのラリーができるようになります（体操着持参）。

10 芸術 オリジナルストラップ作り プラ板で制作し，プレゼントします。

11 英語 Active English! 英語を積極的に使ってペアやグループでゲーム等を行います。

12 家庭 テーブルコーディネート 食卓によく合うはし置きを牛乳パックで作ります（ニスを使用します）。

13 情報 アニメーションを作ろう パラパラアニメを作ります。

期日 参加希望日に○印を

つけてください。

保護者の参加希望は○印

をつけてください。

ご希望の講座番号を

ご記入ください。

第１希望 第２希望

8月 7日（金）

8月 8日（土）

＃ 参加申込書 （担任の先生へ提出してください。）

＃ 講座体験

                     　　 　中学校

　　　年　　　組

氏名　　　　　     　　  　　男・女

✂ キ リ ト リ

当日は，上履きと筆記用具を持参してください。

体験したい講座の番号を，第２希望まで申し込み用紙に記入して下さい。講座によっては参加人数に限りがありますので，希望者が多数になった場合

には他の講座に移動していただくことがあります。
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1st. 8 / 7Fri.　
2nd. 8 / 8Sat.


