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時間 公開状況 時間 公開状況 時間 公開状況

柔 道（男⼦）  13:00〜16:30 体験/⾒学可 柔道場 稽古参加者は柔道着をご持参ください。

柔 道（⼥⼦）  13:00〜16:30 体験/⾒学可 柔道場 稽古参加者は柔道着をご持参ください。

野 球 9:00〜11:00 ⾒学可 9:00〜12:00 ⾒学可
9:00〜12:00
（練習試合）

⾒学可 ⻄東京グラウンド 練習参加はできません。

卓 球 13:00〜17:20  ⾒学可(練習試合) 13:00〜17:20 体験/⾒学可 北館3階 普段の練習に参加できます。経験の有無は不問です。体育館シュー
ズ/運動着/ラケット(経験者のみ)を持参してください。

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（男⼦） 9:00〜11:00 体験/⾒学可 9:00〜11:00 体験/⾒学可 9:00〜11:00 体験/⾒学可 体育館

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（⼥⼦） 9:00〜11:00 体験/⾒学可 9:00〜11:00 体験/⾒学可 9:00〜11:00 体験/⾒学可 体育館

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男⼦） 13:00〜15:00 体験/⾒学可 14:00〜16:00 体験/⾒学可 体育館 練習着/体育館シューズ/タオル等ご持参ください。

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（⼥⼦） 14:00〜16:00 体験/⾒学可 13:00〜15:00 体験/⾒学可 13:00〜15:00 体験/⾒学可 体育館 練習着/体育館シューズ/タオル等ご持参ください。

陸上競技 9:00〜12:00
⻑距離のみ
体験/⾒学可

8/8は夢の島陸上競技場
8/28は本校から上野公園周辺

8/8に開催いたします。8/28は⻑距離ブロックのみです。
練習着/シューズ/タオル/飲み物等ご持参ください。

 ⼭岳ワンゲル 9:00〜15:00 ⾒学可 中庭

サッカー  9:00〜13:00 体験/⾒学可 9:00〜 体験/⾒学可 9:00〜 体験/⾒学可 ⻄東京グラウンド

剣 道 9:00〜11:00 ⾒学可 9:00〜11:00 ⾒学可 9:00〜11:00 ⾒学可 北館3階 稽古参加者は防具等⽤具⼀式を持参ください。

ラクロス（男⼦） ９：００~ 体験/⾒学可 ９：００〜 体験/⾒学可 14:00〜18:00 体験/⾒学可 7/30と8/25は中央館屋上
8/28は江⼾川河川敷を予定 ウォーミングアップ・パスキャッチ・シュート練習など

ラクロス（⼥⼦） １３：００〜 体験/⾒学可 １３：００〜 体験/⾒学可 ９：００〜 体験/⾒学可 中央館屋上

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（男⼦） 11:00〜13:00 体験/⾒学可 11:00〜13:00 体験/⾒学可 11:00〜13:00 体験/⾒学可 体育館 練習に参加
運動着・ラケット（持っていれば）体育館で使⽤するシューズ持参

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（⼥⼦） 11:00〜13:00 体験/⾒学可 11:00〜13:00 体験/⾒学可 11:00〜13:00 体験/⾒学可 体育館 練習に参加
運動着・ラケット（持っていれば）体育館で使⽤するシューズ持参

ダンス 9:00〜12:00 体験/⾒学可 9:00〜12:00 体験/⾒学可 9:00〜12:00 体験/⾒学可 多⽬的フロア ストレッチ、アイソレ、ステップの体験

テニス 13:00〜15:00 体験/⾒学可 13:00〜15:00 体験/⾒学可 13:00〜15:00 体験/⾒学可 校内

ﾁｱｰﾘｰﾀﾞｰ

写 真 9:00〜12:00 ⾒学可 カフェテリア

⼯作研究 9:00〜15:00 ⾒学可 中庭

鉄道模型 9:00〜16:00 体験/⾒学可 9:00〜16:00 体験/⾒学可 北館2階

鉄道研究 9:00〜12:00 ⾒学可 カフェテリア

商業研究

 ⽂芸デザイン 9:00〜12:00 体験/⾒学可 9:00〜12:00 体験/⾒学可 カフェテリア ⼩説などの簡単な作品制作

吹奏楽 9:00~16:00 体験/⾒学可 各パートごと
楽器をお持ちの場合は持参してください。
また、8/22に別⽇開催いたします。

放 送 9:00〜16:00 体験/⾒学可 9:00〜16:00 体験/⾒学可 9:00〜16:00 体験/⾒学可 放送部室等 アナウンス、カメラ操作、編集等の体験

理 化 13:00〜16:00 体験/⾒学可 理化室 理科実験の演⽰と体験

英 語

書 道 9:00〜12:00 ⾒学可 9:00〜12:00 ⾒学可 9:00〜12:00 体験/⾒学可 書道室 作品制作

演 劇 13:00〜16:00 体験/⾒学可 13:00〜16:00 体験/⾒学可 13:00〜16:00 体験/⾒学可 多⽬的フロア 基礎練習体験＆⼨劇への参加

ギター 13:00〜15:00 体験/⾒学可 13:00〜15:00 体験/⾒学可 東館5階(部室・特52) ライブ・演奏体験

囲碁・将棋 9:00〜12:00 体験/⾒学可 特31 将棋・百⼈⼀⾸の体験

【 所在地  】
【交通機関】

【 所在地  】
【交通機関】
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場所 体験内容（体験可能な部活のみ）

運
動
部
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化
部

台東区⼤会のため
都⽴上野⾼校にて試合

私学卓球⼤会参加につき、
公開はありません。

部活動合宿期間

活動なし 活動なし 活動なし

種別  部  名同好会名 7／30（⽉） 8／25（⼟）オープンスクール

校外で活動

出稽古

出稽古

出稽古

出稽古

平成30年度  部活動公開予定（予約制：Web予約）                                

＊野球部・サッカー部 ：岩倉⾼校⻄東京グラウンド
〒202-0023 東京都⻄東京市新町2-3-27
●JR中央線[武蔵境]駅からお越しの⽅：北⼝から徒歩20分、または⻄武バス⽥無駅⾏「柳橋」下⾞バス停前

8／28（⽕）

活動なし 活動なし

活動なし活動なし

活動なし

外部活動

活動なし

活動なし

活動なし 活動なし

活動なし

普段通りの練習に参加していただきます。初⼼者には別メニューで
指導いたします。練習着/体育館シューズ/タオル等ご持参くださ
い。

合宿中 合宿中

活動なし 活動なし 活動なし

活動なし

活動なし 活動なし 活動なし

活動なし

活動なし

⼤会参加

●⻄武新宿線[⽥無]駅からお越しの⽅：南⼝から徒歩15分、または⻄武バス武蔵境⾏「柳橋」下⾞バス停前
＊ラクロス部（男⼦） ：江⼾川運動場兼ラグビー場  ※⾬天の場合は、グラウンド使⽤不可で中⽌

 江⼾川区北⼩岩7丁⽬地先
京成線[江⼾川]駅 徒歩15分（上流へ⼟⼿を歩く）


