
２０２２年度 神奈川学園 第２回オープンキャンパス（１１/５（土）実施）について 

 

日時  １１月５日（土） 10：00～12：00 
 

内容    

・授業体験（児童対象）   

 児童の方はショートホームルーム朝礼を含めた２時間（1コマ 35分）の授業（入試）体験講座へ参加します。 

朝礼の始まる時間までは「朝読書」の時間となります。お好きな本を１冊お持ちください（※本を忘れた場合は、教室にある本をお貸しします）。 

・保護者向け説明会（保護者対象） 

10:15～11:15頃、保護者の方向けに、在校生と本校教員による説明会を実施します。説明会ご参加の方は、説明会終了後、２時間目の時間中に児童の受

講しているクラスへご案内いたします。保護者の方は１時間目から体験講座を後ろでご覧いただくこともできます。 
 
当日のスケジュール 

時間 
児童の方 

（講座を後ろでご覧いただく保護者の方） 
説明会参加の保護者の方 

10:00 集合→ＨＲ教室へ 集合→シュガーホールへ 

10:15～10:25 朝礼 本日の流れの説明 

10:25～11:00 １時間目授業 卒業生・在校生による説明会 

11:10～11:45 ２時間目授業 説明会終了後→児童の方の参加している教室へ 

11:45～11:55 終礼（児童の方が感想を記入） 児童の方と一緒に終礼 
 

お申し込み方法 

プログラムを参考に、A組～K組までのどのクラスをご希望するかご検討を頂き（上下でセットの講座です）、イベント情報内の申し込みフォームからご予

約をお願いします。 

＊３年生以下の兄弟姉妹の方で参加をご希望の方は個別に対応させて頂きますので、事前に事務室までお電話をお願いいたします。 
 
※家庭科の講座を受講予定の方は下記４点をご確認ください。 
①はちみつのアレルギーをお持ちの方はご参加出来ません。 

②ハサミを共用します。（裁ちばさみ・ピンキングはさみ）持参も構いませんが、その場合はけがをしないように気をつけて下さい。  ③アイロンを使用・共用します。 

④完成した蜜蠟ラップは持ち帰り、ご自宅で使用できますが、１歳未満の乳児やはちみつアレルギーの方には、直接・間接的に使用しないで下さい。 

※体育の講座を受講予定の方は動きやすい服装でいらしてください。トレーニングウェアではなくても大丈夫ですが、ロングスカートやかかとの高い靴は

動きにくいです。靴は運動靴がよいです。 

 



神奈川学園中学高等学校 2022年 11/5（土）第 2 回オープンキャンパス プログラム      
集合 10：00 A 組（20 名）  

６年生対象 
B 組（20 名）  
６年生対象       

C 組（20 名）  
６年生対象 

D 組（20 名）  
６年生対象 

E 組（20 名） 
４～６年生対象     

F 組（20 名） 
４～６年生対象  

朝礼 １０：１５ 朝礼 ４階 S４０５ 朝礼 ４階 S４０１ 朝礼 ４階 S４０２ 朝礼 ４階 S４０４ 朝礼 ２階 S２０１            朝礼 ３階 S３０５ 

１時間目 
１０：２５ 

～１１：００ 

国語 入試体験 国語 入試体験 算数 入試体験 算数 入試体験 家庭科 授業体験       英語 授業体験 
４階 S４０５ ４階 S４０１ ３階 S４０２ ４階 S４０４ 家庭科室  ３階 S３０５  

入試問題を 

解いてみよう！ 

昨年度本校の入試問題を

もとに、ポイントになる問題

を中心に解説します！ 

入試問題を 

解いてみよう！ 

昨年度本校の入試問題をも

とに、ポイントになる問題を

中心に解説します！ 

入試問題を 

解いてみよう！ 

昨年度本校の入試問題を

もとに、ポイントになる問題

を中心に解説します！ 

入試問題を 

解いてみよう！ 

昨年度本校の入試問題をもと

に、ポイントになる問題を中心

に解説します！ 

みつろうラップを 
作ろう！（※） 

プラスチックの使用を減らす

取り組みの１つとして注目さ

れている「みつろうラップ」作

りに挑戦しましょう！                                 

Let's have fun speaking 
in English! 

Introduce yourself and tell 

your friends what you like 

and dislike. 

２時間目 

１１：１０ 

～１１：４５ 

 

終了後短

時間終礼 

英語 授業体験 体育 授業体験 家庭科 授業体験 理科 授業体験 社会 授業体験                   国語 授業体験 

４階 S４０５ 講堂 家庭科室 ４階 生物室 ２階 S２０３                       ３階 S３０４ 

Let's have fun 
speaking in English! 

Introduce yourself and tell 

your friends what you like 

and dislike. 

楽しくリズムダンス（※） 
はじめはリズムジャンプを使

ったウォーミングアップ。その

後、音楽に合わせてダンスを

踊ります。リズムを感じなが

ら楽しくおどりましょう！ 

みつろうラップを 
作ろう！（※） 

プラスチックの使用を減ら

す取り組みの１つとして注

目されている「みつろうラッ

プ」作りに挑戦しましょう！  

フルーツの香りを作ろう！ 
お菓子や飲み物のフルーツの

香りには、化学的に作られた

香料（こうりょう）が使われてい

ます。今日は化学者になって、

薬品をまぜて作ってみよう！ 

古代エジプトの 

不思議に迫る 

様々な不思議に教科の壁を

超えて迫ります。パピルスで

「しおり」を作りましょう！ 

日本の伝統色を学んで
チャームをつくろう！ 

平安貴族になって伝統的な

色の組み合わせを学び、オリ

ジナルのチャームを作りまし

ょう！ 
  
集合 10：00 G 組（20 名）  

４～６年生対象  
H 組（20 名）  
４～６年生対象       

I 組（20 名）  
４～６年生対象  

J 組（20 名） 
４～６年生対象     

Ｋ組（20 名） 
４～６年生対象 

朝礼 １０：１５ 朝礼 ３階 S３０３ 朝礼 ３階 S３０１ 朝礼 ２階 S２０５ 朝礼 ２階 S２０２              朝礼 ３階 S３０２ 

１時間目 
１０：２５ 

～１１：００ 

音楽 授業体験 体育 授業体験 社会 授業体験 美術 授業体験       国語 授業体験 

地下 音楽室 講堂 ２階 S２０３ ２階 S２０４        ３階 S３０４ 

ディズニーソングを歌おう！ 
「リトル・マーメイド」から「パート・オブ・ユア・

ワールド 」を歌います。人間の世界に憧れ

るアリエルの気持ちを想像しながら、歌詞

の内容に合った声の出し方や表現の仕方

を学んでいきます。コーラス部員と共に歌う

ので、豊かなハーモニーも体験できます。 

楽しくリズムダンス（※） 
はじめはリズムジャンプを使った

ウォーミングアップ。その後、音

楽に合わせてダンスを踊ります。

リズムを感じながら楽しくおどり

ましょう！ 

古代エジプトの 

不思議に迫る 

様々な不思議に教科

の壁を超えて迫りま

す。パピルスで「しおり」

を作りましょう！ 

オリジナル缶バッジ作り 

色彩の基礎を学んで世界に１つの

缶バッジを作りましょう！ 

日本の伝統色を学んで 
チャームをつくろう！ 

平安貴族になって伝統的な色の組み合わせ

を学んで、オリジナルのチャームをつくりましょ

う。 

２時間目 

１１：１０ 

～１１：４５ 

 

終了後短

時間終礼 

理科 授業体験 数学・情報 授業体験 美術 授業体験 数学・情報 授業体験 音楽 授業体験 

４階 化学室 ３階 S３０１ ２階 S２０４ ２階 S２０２                      地下 音楽室 

フルーツの香りを作ろう！ 
お菓子や飲み物のフルーツの香りに

は、化学的に作られた香料（こうりょう）

が使われています。今日は化学者に

なって、薬品をまぜて作ってみよう！ 

プログラミングで模様作り 
簡単なブロック型のプログラミン

グの方法を学びます。基本的な

模様の描き方が身についたら、

授業の後半には、一人ひとりオリ

ジナルの模様を作成しよう！ 

オリジナル 

缶バッジを作り 

色彩の基礎を学んで世

界に１つの缶バッジを

作りましょう！ 

プログラミングで模様作り 
簡単なブロック型のプログラミングの

方法を学びます。基本的な模様の描

き方が身についたら、授業の後半に

は、一人ひとりオリジナルの模様を

作成しよう！ 

ディズニーソングを歌おう！ 
「リトル・マーメイド」から「パート・オブ・ユア・ワール

ド 」を歌います。人間の世界に憧れるアリエルの気

持ちを想像しながら、歌詞の内容に合った声の出し

方や表現の仕方を学んでいきます。コーラス部員と

共に歌うので、豊かなハーモニーも体験できます。  


