
【部活動体験】
講座番号 部活名 講座内容 定員 開催場所 持ち物・留意点など

1 硬式野球 合同練習（打撃・守備） 男子30
瀬戸

グラウンド

グラブ・スパイク・ユニフォーム・アップシューズ・飲み物・タオル・着替え
※本校集合参加者はバス送迎あり(7:45出発)
※瀬戸グラウンド集合参加者は8:40集合 ※甲子園出場の場合・雨天の場合は中止

2 サッカー 体験練習会 男子40 テラスポ鶴舞 運動できる服装・飲み物※テラスポ鶴舞に8:20集合　10:00終了予定

3 ソフトテニス 乱打・ボレー・ストローク 男女20 校庭テニスコート 運動できる服装・ラケット・シューズ・帽子・飲み物　　　※小雨決行

4 ボクシング ボクシング体験 男女20
多目的
ホール

運動できる服装（中学校の体操服可）・体育館シューズ・水筒・タオル
※県強化合宿や練習会が重なった場合は中止

5 卓　　球 卓球部の練習体験 男女20 多目的ホール 運動できる服装・体育館シューズ・タオル・飲み物・あればラケット

6 チアリーディング チアを体験しよう！ 女子20 アトリウム 運動できる服装・体育館シューズ・飲み物・タオル・髪の毛が長い人は結ぶゴム

7 柔　　道 基本動作・受け身・投げ技 男女 5 柔道場 柔道着（ない場合はジャージ上下でも可）・飲み物・タオル

8 男子バレーボール バレーボール体験 男子10 体育館 運動できる服装・体育館シューズ・飲み物

9 吹 奏 楽 聴いたり吹いたりしてみよう 男女20 音楽室 持っている場合は楽器

10 漫画研究 イラストを描こう 男女30 1-11教室 筆記用具   ※まんが甲子園出場の場合は中止

【学習体験】
講座番号 教科名 講座内容 定員 開催場所 持ち物・留意点など

11 国　　語 俳句を作ろう 男女30 1-4教室 筆記用具

12 社　　会 おもしろ歴史教室 男女20 1-8教室 筆記用具   

13 理　　科 おもしろ理科実験 男女12 化学室 筆記用具

14 商　　業 絵入りうちわを作ろう 男女20 情報実習室1 特にありません

15 商　　業 ＣＤジャケットを作ろう 男女20 情報実習室2 特にありません

16 商　　業 プリクラを作ろう 男女20 情報実習室4 プリクラに入れたい写真(データ不可)

17 商　　業 電卓を使ってみよう 男女20 306教室 筆記用具

18 機　　械 ソーラー発電ランタンを作ろう 男女12
電気材料
実習室

体育ジャージ(長袖上着)

19 機　　械
オリジナルデザインの トート
バッグを作ろう

男女20 CAM・FA室 トートバッグに入れたい写真・絵(ＵＳＢメモリ持参も可)

20 機　　械 旋盤でコマを作ろう 男女12 旋盤実習室 体育ジャージ(長袖上下)

21 機　　械
サンドブラストでコップにガラス
アートをしよう

男女14 原動機実習室 体育ジャージ（長袖上着）

【部活動体験】
講座番号 部活名 講座内容 定員 開催場所 持ち物・留意点など

22 サッカー 体験練習会 男子40 テラスポ鶴舞 運動できる服装・飲み物※テラスポ鶴舞に8:20集合10:00終了予定

23 アーチェリー アーチェリー体験 男女20
瑞穂

アーチェリー場 運動できる服装・運動靴・飲み物・タオル※本校に8:30集合

24 ソフトテニス 乱打・ボレー・ストローク 男女20 校庭テニスコート 運動できる服装・ラケット・シューズ・帽子・飲み物　　※小雨決行

25 ボクシング ボクシング体験 男女20
多目的
ホール

運動できる服装（中学校の体操服可）・体育館シューズ・水筒・タオル
※県強化合宿や練習会が重なった場合は中止

26 卓　　球 卓球部の練習体験 男女20 多目的ホール 運動できる服装・体育館シューズ・タオル・飲み物・あればラケット

27 チアリーディング チアを体験しよう！ 女子20 アトリウム 運動できる服装・体育館シューズ・飲み物・タオル・髪の毛が長い人は結ぶゴム

28 柔　　道 基本動作・受け身・投げ技 男女 5 柔道場 柔道着（ない場合はジャージ上下でも可）・飲み物・タオル

29 剣　　道 剣道部活動体験 男女 10 多目的ホール 剣道具一式（面マスク含む）※用具がない場合はジャージ上下

30 女子バレーボール バレーボール体験 女子10 体育館 運動できる服装・体育館シューズ・飲み物

31 男子バスケットボール バスケットボール体験 男子30 体育館 運動できる服装※経験者に限る

32 吹 奏 楽 聴いたり吹いたりしてみよう 男女20 音楽室 持っている場合は楽器

33 漫画研究 イラストを描こう 男女30 1-11教室 筆記用具

【学習体験】
講座番号 教科名 講座内容 定員 開催場所 持ち物・留意点など

34 国　　語 俳句を作ろう 男女30 1-4教室 筆記用具

35 英語・家庭科 英語でクッキング 男女15 家庭科室 エプロン・タオル　※クッキーとカップケーキを作ります

36 社　　会 世界遺産クイズ 男女20 1-8教室 筆記用具   

37 理　　科 おもしろ理科実験 男女12 化学室 筆記用具

38 商　　業 絵入りうちわを作ろう 男女20 情報実習室1 特にありません

39 商　　業 ＣＤジャケットを作ろう 男女20 情報実習室2 特にありません

40 商　　業 プリクラを作ろう 男女20 情報実習室4 プリクラに入れたい写真(データ不可)

41 商　　業 電卓を使ってみよう 男女20 306教室 筆記用具

42 機　　械 ソーラー発電ランタンを作ろう 男女12
電気材料
実習室

体育ジャージ(長袖上着)

43 機　　械
オリジナルデザインのトートバッ
グを作ろう

男女20 CAM・FA室 トートバッグに入れたい写真・絵(ＵＳＢメモリ持参も可)

44 機　　械 旋盤でコマを作ろう 男女12 旋盤実習室 体育ジャージ(長袖上下)

45 機　　械
サンドブラストでコップにガラス
アートをしよう

男女14 原動機実習室 体育ジャージ（長袖上着）

＜お知らせ＞申し込みは、７月４日（月）１５：００から７月２０日（水）１７：００の間にお願いします。定員になった講座から募集を停止します。

※新型コロナウィルス感染症の影響で、中止や内容を変更する場合があります。感染症対策や最新情報は本校ホームページをご覧ください。
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