
2018　晃華学園中学校高等学校　オープンスクールへようこそ!!　　　　 2018/6/16（土）12:30～15:30
ライブ企画!!　晃華生各学年の成長がわかるプレゼンテーション、部活のパフォーマンスをお楽しみに！ ※以下のイベントやスケジュールは、都合により変更することがあります。あらかじめご了承下さい。

整理券が必要な企画です。各企画実施場所の前で、12:15～より整理券を配布します。

在校生、卒業生、保護者、教員による企画が目白押し！部活やさまざまな体験で、晃華LIFEを凝縮体験！ 2018/06/15版

マリアン 職員室 調理室 生徒 サブ 402 アデル M１A M１B M１C M１D 中１ 図書情報 421 424 カウンセ 高３ H３D H３C H３B H３A 理科選択 化学室 生物室 高２ 視聴覚 美術室 書道室 被服室 グランド

ホール (舞台側) (ドア側) 前 前 ラウンジ アリーナ ホール ラウンジ センター ラー室 ラウンジ 教室 ラウンジ 室 北側 南側

（放送室） 昼食場所 昼食場所 昼食場所 パン販売

放送研究 　＆

同好会 整理券 整理券 ドリンク 整理券 整理券 整理券 整理券 整理券

校内放送 サービス

高３生徒 体操部 バレー部 音楽部 バトン部 （幼児可） （幼児） 動画で S.C.の English あるある ロザリオ 課外 （幼児） 居合道 （幼児可） 書道 私も 陸上部 ソフト 硬式

プレゼン 公開練習 公開練習 公開練習 公開練習 陶芸 絵本の みる 部屋 カフェ 晃華♡ 制作＆ メディア 理科 同好会 美術部 同好会 晃華生 テニス部 テニス部

同好会 読み 晃華 　iPad 祈りの 作品発表 あそび① 公開練習 プラバン 作品展示 制服の 公開練習 公開練習 公開練習

手びねり 聞かせ   体験 ひととき 部活体験 （理科） あそび 試着体験

　　体験 by図書 愛晃会役員来校 （６名） ｂｙ ICT ① 　※随時 　※随時

　委員＆ &中１ by家庭科

ミニ学校 　E.S.S    同好会

説明会 宗教委員

① ｼｬﾐﾅｰﾄﾞ会

（広報部） （放送室）

部活体験 放研

校内放送

（中庭） 音楽部 バトン部 聖歌隊 フラワー かるた パン販売 英語の 授業行事 Aｌｌ　晃華 カウン English 課外 演劇部 （幼児） 居合道 美術部 私も 陸上部 ソフト 硬式

書道 案内委員 公開練習 　公開練習 コンサート デザイン 中３生徒 同好会 　＆ 絵本の ご紹介！ 個別相談 セラー室 カフェ ロザリオ メディア ワーク 理科 葉っぱの 同好会 晃華生 テニス部 テニス部

同好会 ツアー① 　＆ 同好会 プレゼン ドリンク 読み (広報部) 大公開！ 制作＆ ショップ あそび② ふしぎ① 放送 公開制作 公開練習 公開練習 公開練習

共同制作 合唱体験 公開練習 サービス 聞かせ ①S.C. トーク あるある 祈りの 作品発表 ① （理科） 葉脈標本 公開練習 研究 　＆ 制服の 　＆ 　＆ 　＆

公開制作 　＆ 高２生徒 　※随時 （在校生） 　＆ 晃華♡ ひととき 　＆ を作ろう 　＆ 同好会 部活体験 試着体験 部活体験 部活体験 部活体験

　＆ 部活体験 プレゼン Why ミニ学校 ゲーム 　iPad ② 部活体験 部活体験 （プラバン） 　※随時 　※随時 　※随時 　※随時

S.C.役員 バトン部 バスケ部 （職員室前） 卓球部 制作体験 　※随時 図書情報 SDGs？ 生活紹介 　＆   体験 （一眼レフ） かがみの by 科学 　※随時 公開練習 　＆
（生徒会） 部活体験 公開練習 個別相談 　公開練習 　※随時 中２生徒 センター (社会科) （保護者） 個別相談 　※随時 演劇部 ふしぎ① 同好会 　＆ （はがき
学校紹介 ①国語 案内委員 音楽部 プレゼン ツアー  （英語） いろいろ ワーク 万華鏡を ＆理科 部活体験 絵制作）

ツアー② コンサート 部活体験 　※随時 ②愛晃会 カメラ ショップ つくろう (アナウンス) 　※随時

②算数 楽器体験 　※随時 陶芸 高１生徒 都道府県 （保護者） あるある 体験 ②   ※随時

もあります 同好会 プレゼン by図書 カフェ 晃華♡ by 科学

バトン部 ③理科 作品展示 　委員＆ 2018 ③幼・小 　iPad 同好会 葉っぱの 書道 部活体験

演技発表 　＆ 中１生徒 　E.S.S ※4-6年   （教員）   体験 ロザリオ 作品発表 ＆理科 ふしぎ② 同好会

④社会 部活体験 プレゼン① 限定 制作＆ 　＆ 演劇部 葉脈標本

案内委員 公開練習 (手びねり) 祈りの 部活体験 ワーク を作ろう うちわに

公開練習 部活体験 ⑤WEB ツアー③ （幼児可） 中１生徒 ひととき （一眼レフ） ショップ 一筆！

アンケート プレゼン② ② 　※随時 ③ かがみの 制作体験

ミニ学校 卒業生 ふしぎ② ミニ記録会

説明会 が語る 万華鏡を

② 晃華 つくろう
（広報部）

放送室→ 放研

校内放送

マリアン 職員室 調理室 生徒 サブ 402 アデル M１A M１B M１C M１D 中１ 図書情報 421 424 カウンセ 高３ H３D H３C H３B H３A 理科選択 化学室 生物室 高２ 視聴覚 美術室 書道室 被服室 グランド

ホール (舞台側) (ドア側) 前 前 ラウンジ アリーナ ホール ラウンジ センター ラー室 ラウンジ 教室 ラウンジ 室 北側 南側

敷地内１階 地下１階 ２階 ３階 ４階

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30
メインアリーナ テニスコート

12:30 12:30

13:30 13:30

14:00 14:00

13:00 13:00

12:00 １　２　：　０　０　～　受　　付　　開　　始　　（　マ　リ　ア　ン　ホ　ー　ル　前　） 12:00

敷地内
メインアリーナ テニスコート

１階 地下１階 ２階 ３階 ４階

課外華道 生け花作品展示 

草月流 ２階廊下  本日初公開！新作♡児

童パンフとS.C.作成冊

子はここで配布！ 

案内所 案内委員が   

場所をお教えします。 職員室前 SDGS？What ?(´･ω･)?  

聞いたことはあるけれど…私にとっての

SDGsを考えてみませんか？２階廊下 

保健室 

授乳にもどうぞ。 


