
昨年の様子です。ご覧ください。
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聖望学園高等学校
オープンキャンパス
オンライン学習会
2023

各講座、人数制限で行います。お早めに参加登録お願いします

詳しくは裏面を
ご覧ください
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一緒に
クラブ体験！

自宅で参加！

新型コロナウイルスに関する自粛要請などにより内容の
変更または中止になることがあります。その際はHPより
お知らせいたします。

2023

7.24
SUN

7.31
SUN

8.6
SAT

OPEN
CAMPUS

ONLINE学習会

◆ 9：00〜　受付
　　オンライン学習会参加者
　　（ログイン開始9：00〜）

◆午前の部
　9：00〜12：00
◆午後の部
　13：00〜16：00
・�詳しい時間割、講座内容、参加クラブ
お申込み方法は裏面をご覧ください。
・�第1回・第2回（授業体験）、第3回（ク
ラブ活動体験）の全日程に参加するこ
とも可能です。
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聖望学園高等学校
SEIBO GAKUEN SENIOR HIGH SCHOOL

第1回

第2回

第3回



人気の2講座を用意しました。ぜひ参加してください。

授業体験・クラブ活動体験

2023
OPEN
CAMPUS ONLINE学習会

◆時間割

◆7月24日（日）　第１回授業内容 ◆7月31日（日）　第２回授業内容

本校HPよりお申し込みください。
第1回は7月21日（木）、第２回は７月28日（木）、第３回クラブ活動
体験は８月４日（木）迄にお申込みください。HPでの申込みにはマイ
ページ登録が必要です。登録後各回のオープンキャンパス参加申込か
ら、希望講座、クラブを選択してください。

◆受付場所：生徒玄関前

◆ミニ学校説明会 ◆オンライン学習会

◆持ち物

◆高校の授業体験

09:00～ 受付
09:30～10:00 ミニ学校説明会
10:10～11:00 講座1
11:20～12:10 講座2
11:20～12:20 終了

7/24 7/31
講座1 数学①関数 数学①関数
講座2 英語②英文法 英語②英文法

時間割 参加クラブ

午前の部

09:00～ 受付 バレーボール部（女子）　アメリカンフットボール部
ハンドボール部　硬式テニス部　ソフトテニス部
バスケットボール部（女子）　卓球部　柔道部　
剣道部　スキー部　ダンス部　吹奏楽部　美術部
ハンドベルクワイア　書道部　文芸部　華道部
科学部　写真部　演劇部　将棋部　軽音楽同好会

09:30～12:00 クラブ活動

0:10～12:00 終了

午後の部

13:00～ 受付 バレーボール部（女子）
アメリカンフットボール部
バスケットボール部（男子）
将棋部

13:30～16:00 クラブ活動

10:10～16:00 終了

教科 講座名 講座内容

英語① 英文読解
英 文 読 解　What did you eat for 
breakfast today? 
 ～それはどこの国の食べ物かな？～

英語② 英文法 Improve Your Writing Skills
英検のライティングパートにチャレンジ！

国語① 現代文 文の構造を理解しよう！すぐに使える
現代文読解法

国語② 古文 古典文法！「係結び」！

数学① 関数 関数の攻略に必要なのは…？

数学② 場合の数 並べ方は何通り？掛け算(と足し算)で
全て解決！

理科① 化学 使い捨てカイロを作ろう！

理科② 生物 理科実験～DNAの抽出～

地歴公民① 公民 そうだったのか！公民（社会）攻略
～受験のプロが教えるマル秘学習法～

地歴公民② 歴史 「なぜ？」から歴史を考える
～暗記だけでは限界がくる！～

教科 講座名 講座内容

英語① 英文読解 英文読解 超入門 ～１文を正確に読む～
対象：単語はわかるのに読めない人

英語② 英文法
キーワードは「逆」！肯定文・否定文・
疑問文をマスター＆この先ずっと使え
る英語の勉強法を一緒に学ぼう！

国語① 現代文 ずっと使える「評論の読み方」講座

国語② 古文 北辰テストや入試でも使える、古文の
基本的な読み方を教えます！

数学① 関数 関数　～視覚的に考えよう～

数学② 図形 入試問題にチャレンジ！部分点をもぎ
取ろう！～図形編～

理科① 物理 磁界中での不思議な運動
～１日で磁界を攻略～

理科② 生物 理科実験 ～光合成色素の抽出～

地歴公民① 公民 まだ「暗記」してるの？ ～暗記をやめ
るだけで公民は伸びる！実践編～

地歴公民② 歴史 資料（史料）問題　読み取りかたの基本

オープンキャンパス（体験授業）＆オンライン学習会　7/24日・7/31日

オープンキャンパス（クラブ活動体験）　8/6土

私立と公立の違い、進学指導やク
ラブ活動の様子などを説明します。

運動部に参加される方は運動で
きる服装、文化部に参加される
方は上履きをご用意ください。

苦手教科の克服！中学の学習内容をもう少し詳しく説明するのが高校の授業です。
原理が分かればもっと授業が楽しくなります。だから模擬試験対策もバッチリ！

※ 各講座は15名（普通教室）〜35名（403大教室）定員となります。保護者の方の参加も可能ですが受験生1名につき保護者の方1名とさせ
ていただきます。

※当日は、受講票と上履き、筆記用具をご用意ください。
※オンライン学習会に参加される方には前日までに視聴用のURLとアプリインストール方法を送信します。
※当日はスクールバス（青梅・坂戸・狭山方面）を運行します。詳細は本校HPをご覧ください。

※各クラブ15名定員となります。
　保護者の方の参加も可能ですが
　受験生1名につき保護者の方
　1名とさせていただきます。
※ スクールバスの運行はありま

せん。各自公共交通機関をご
利用ください。

新型コロナウイルスに関す
る自粛要請などにより内容
の変更または中止になるこ
とがあります。その際はHP
よりお知らせいたします。

人数制限がありま
すので、締切日前
に申込みを終了す
ることがあります。
お早めにお申込み
ください。


