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心 素直に、知性 輝く。
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小学生と保護者の方向け

第1回
5/15土

第2回
6/19土

各回とも 
 9:30 ~ 11:30
13:30 ~ 15:30

入試準備会＆Hello スクール

各回とも 
 9:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:00

学校説明会
第2回
10/23土

第1回
9/26日

小学生と保護者の方向け

各回とも 
 9:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:00

第2回
11/23 火・祝

6年生と保護者の方向け

第1回
8/1日

入試対策会＆解説授業

受験相談会

14:00 ~ 16:00

第1回
12/4土 

9:30 ~ 11:30

第2回
12/19日 

6年生と保護者の方向け

7/24土  9:30 ~ 12:00
13:30 ~ 16:00

オープンスクール
小学生と保護者の方向け

入試
第1回  
1/10 

第3回  
1/22土 

第2回  
1/13木 月・祝
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キ リ ト リ

FAXでお申し込みの場合は、
こちらをご利用ください。

各イベント開催日1ヶ月前～イベント開催前々日23：59までお申し込み

〒　　　－

小学校立

塾名：

年生

教室名：

男　・　女 電　話 （　　　　　　　）　　

ふ り が な

児童氏名

住 所

性 別

小学校名

通 塾 名

本庄東高等学校
附属中学校宛

学校紹介イベント
参加申し込みシート

0495-27-6741FAX

参加の希望日の□に□を記入してください。※個人情報の取り扱いには、十分注意いたします。

（お間違えのないようにご注意ください。）

FAX送信用

学　年

内容 ▶

岡部駅南口より運行（時間はホームページ掲載）スクールバス

学校説明会
第1回 9月26日日　第2回 10月23日土  第1回   5月15日土　第2回 6月19日土  

小学生と保護者の方向け

キャリア教育と国際理解教育
●私の学園生活（附属中学生徒と特進一貫コース高校生が、学園生活についてお話します。）
●令和4年度入試について
●キャンパスツアー（ツアーガイドが校内をご案内します。）

自由参加ブース（各回共通・キャンパスツアー催行時より終了時刻まで）
●部活動紹介コーナー　　　　　●学園生活相談コーナー
●附属中保護者、生徒と話そう！　●制服を着てみよう!　　●高校コーナー
※第1回と2回は同じ内容です。

内容 ▶

オープンスクール

岡部駅南口より運行（時間はホームページ掲載）スクールバス

小学生と保護者の方向け

7月24日土　　  9:30-12:00/13:30-16:00

１. 全体説明会　生徒による学校、学園生活紹介
 授業・部活・行事などについて、生徒スタッフが発表形式でご紹介します。

2. 体験講座
 簡単な実験や工作、クイズなどの講座を楽しみながら、校内を自由に見学します。

3. キャンパスツアー
 ツアーガイドが校内をご案内します。

4. 自由参加ブース
 ●部活動紹介コーナー　　●学園生活相談コーナー　　●高校コーナー

本校ホームページの「各種申し込み」
より（11月1日より受付）お申し込み

内容 ▶ 学園生活や入試についての個別相談会です。 ※校内は、自由見学となります。　※個別相談のため、一日30組の受付とさせていただきます。

運行なしスクールバス

12月4日土  14:00-16:00  12月19日日  9:30-11:30
受験相談会 ６年生と保護者の方向け

内容 ▶

入試対策会＆解説授業

岡部駅南口より運行（時間はホームページ掲載）スクールバス

第1回 8月1日日　第2回 11月23日
６年生と保護者の方向け

※教科の順番は入れ替わることがあります。　　※各授業間は15分間の休憩があります。
※校内は、自由見学となります。　　※国語・算数は各30分、理科・社会は各15分

本校令和3年度入試の問題を主に取り上げ、出題方針や設問のねらい、解答の手
順と間違えやすかった点などを解説します。さらに、よく出題されている問題を中
心に、考え方と解答のしかたを説明します。国語・算数に加え、理科・社会との選択
パターンがB～Eまでありますので、申し込みの際に、いずれかをお選びください。

岡部駅南口より運行（時間はホームページ掲載）スクールバス

入試準備会＆Ｈelloスクール    小学生と
保護者の方向け

授業トライアル
ふんいき

内容 ▶ 入試準備会 保護者の方

Helloスクール 小学生

教室で授業の雰囲気を体験します。
各教科の入門にあたることがらを中心に、楽しく分かりやすい内容となって
います。授業時間は各30分で、2つの授業を受けることができます。
※授業は自由に選べます。　※筆記用具は各自で用意してください。

参加します　□7月24日土 参加人数 　　　　人 スクールバス利用 　有  ・ 無オープンスクール

火・祝

参加する授業に○

参加人数 　　　　人
参加人数 　　　　人

スクールバス利用 　有  ・ 無
スクールバス利用 　有  ・ 無

入試対策会＆解説授業
8月 1日日
11月23日　火・祝

1.学校紹介
2.私立中学受験と保護者のあり方
3.中学入試を振り返って～附属中保護者による体験談

※日程・内容について変更の可能性があります。ホームページをご確認ください。

Ａ　国語・算数 ＋
必須

B 理科　　C　理科・社会
D 社会　　E　受講しない

いずれかを選択

A + B・C・D・E
A + B・C・D・E

※新型コロナウイルス感染防止のため、中止や延期・内容変更となる場合があります。必ず事前に最新情報を本校ホームページでご確認ください。

参加します　□  5月15日土入試準備会＆Ｈelloスクール 参加人数 　　　　人 スクールバス利用 　有  ・ 無
参加します　□  6月19日土 参加人数 　　　　人 スクールバス利用 　有  ・ 無

参加します　□9月26日日
参加します　□10月23日土

学 校 説 明 会
参加人数 　　　　人
参加人数 　　　　人

スクールバス利用 　有  ・ 無
スクールバス利用 　有  ・ 無

各回とも 9:30-12:00
13:30-16:00

各回とも 9:30-12:00
13:30-16:00各回とも 9:30-11:30/13:30-15:30
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