
スケジュール
8:40～　9:00
9:00～　9:15
9:20～10:05

10:15～11:10
11:20～11:50
12:00～12:10

12:10～12:50

13:00～14:20

受　付
開会式
学校紹介
体験講座（裏面から選択）
ミニコスチュームショー
閉会式

昼食
クラブ体験（裏面から選択）
（　　　　　　）クラブ体験希望者は
昼食を持参してください。

クラブ体験希望者 無料送迎バスのご案内
オープンスクール参加者に、盛岡駅からの無料送迎バス
をご用意しています。利用希望者は裏面「参加希望票」の
「送迎バスの利用」の□欄にチェックを入れてください。

盛岡駅西口マリオス前2階バスロータリー   8：20発
盛岡誠桜高校   8：35着
盛岡誠桜高校 12：35発
盛岡駅西口マリオス前2階バスロータリー 12：50着
盛岡誠桜高校 14：45発
盛岡駅西口マリオス前2階バスロータリー 15：00着

行
き

帰
り

MO R I O K A  S E I O  H I G H  S C H O O L

盛岡誠桜高等学校

11月4日（木）必着

裏面の参加希望票を中学校の先生に提出してください。
※体験講座およびクラブ体験は、先着順となります。
※申込者数によっては第2・第3希望の体験講座・クラブ体験になる場合があります。また、第1希望のみ記入の際には
こちらで振り分けさせていただくことになります。ご了承ください。
※クラブ体験のみの参加はできません。

要項・筆記用具・内ズック・昼食（クラブ体験者）
● スイーツ講座選択者／エプロン・三角巾またはバンダナ等
● 弓道講座・ウエイト講座・ダンス講座選択者／ジャージ
● クラブ体験希望者／裏面表参照

申込方法

申込締切 持ち物

自分の将来を考える第一歩。誠桜らしさがいっぱいの
楽しい講座を用意しました。希望者はクラブ体験もできます。

保護者の方や先生方の参加も大歓迎です。11.13
2021.

男女
3学年

対象

※本校専願推薦入試は、オープンスクールへの参加が出願の必須条件となります

土

第3回

誠桜生の
日常

School
Life

誠桜総合運動場・県営武道館へは本校のバスで移動します。
終了後は本校に戻ります。  住所／滝沢市卯遠坂7ｰ32

サッカー部、男・女硬式野球部、
硬式・ソフトテニス部は
13：00～16：00（誠桜総合運動場に移動）
ハンドボール部は
13：00～15：00（県営武道館に移動）
【雨天の場合】
男・女硬式野球部は校内（13：00～14：20）

弥生祭



盛岡誠桜高校
第3回オープンスクール参加希望票
体験講座

第１希望：

第２希望：

第３希望：

講座

講座

講座

※希望する体験講座を第3希望まで記入してください。

クラブ体験

第１希望：

第２希望：

第３希望：

部

部

部

※体験を希望するクラブ名を第3希望まで記入してください。

きりとりせん

※当てはまる□欄に
　チェックを入れてください。

保護者の参加

□参加する
□参加しない
送迎バスの利用

※表面参照

希望する □生徒
 □保護者

〒020-0114 岩手県盛岡市高松1-21-14  TEL 019-661-3633  FAX 019-663-0819
URL http://www.morioka-seio.ed.jp

学 校 法 人
盛岡誠桜学園 盛岡誠桜高等学校

組3年 氏名 （男・女）

［ジャージ・スパイク］

［ジャージ・シューズ］

［ジャージ・シューズ］

［ジャージ・シューズ］

［ジャージ］

［ジャージ・シューズ・あればラケット］

［ジャージ・シューズ・あればラケット］

［ジャージ・中用シューズ］

［ジャージ・中用シューズ］

［ジャージ・スパイク・グローブ］

［ジャージ・スパイク・グローブ］

［ジャージ］

［中学校で使用している楽器］

［筆記用具］

［ジャージ］

サッカー部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
ハンドボール部
弓道部（男子生徒対象）
硬式テニス部
ソフトテニス部
陸上競技部（長距離）
陸上競技部（短距離）
男子硬式野球部
女子硬式野球部
バトントワリング部
吹奏楽部
茶道部
漫画研究部
パソコン部
英会話クラブ
華道部
軽音楽同好会（女子生徒対象）
ダンス同好会

30名
20名
30名
20名
15名
10名
10名
10名
10名
10名
20名
10名
20名
10名
10名
20名
10名
10名
10名
30名

クラブ体験 希望のクラブを選んでください。
※［　］内は用意するもの ※■内は定員

入試で悩んで
いるあなた！
すぐ連絡を！

個別入試相談会のご案内
　誠桜のことを詳しく知りたい
方、入試や奨学制度のことを聞
いてみたい皆さん。誠桜の個別
入試相談会に来てみませんか。
希望する方は電話で直接、希
望の週の金曜日までに申し込
んでください。（申込受付 平日9：00～16：00）

第1回 11月20日（土）
第2回 11月27日（土）

10：00～
12：00

回 期　日 時　間

申込先 盛岡誠桜高等学校
☎019ｰ661ｰ3633

サッカー部

JFA第８回全日本U-18
フットサル選手権岩手県大会 優勝！！

JFA第８回全日本U-18
フットサル選手権岩手県大会 優勝！！

希望の講座を選んでください。
※■内は定員体験講座

体験講座・クラブ体験ともに、
特に表記のないものについては、
男女どちらも申込みできます。

手芸講座「クリスマスリース作り」
かわいいクリスマスリースを
一緒に作りましょう。 20名

スイーツ講座「パンケーキ作り」
いつものパンケーキをアレンジ！
さらにフルーツも添えて豪華にしちゃいます！
※エプロン・三角巾または
　バンダナ等を持参してください。

60名

ギター・ドラム講座 （男子生徒対象）
大好評につき今回も開設！！
ギター、ドラムを経験したい方、どうぞ。

20名

弓道講座 （女子生徒対象）
あこがれの弓道を
是非体験してみよう。
※ジャージを持参してください。

10名

マネー講座
「マネーゲームで学ぶお金の話」
ライフプランを立てよう！

15名

化学講座
洗濯のりを使って
実験しよう！ 30名

パソコン講座
エクセルを
使ってみよう。 20名

ドキドキ！専攻科体験講座
専攻科の授業の一部をご紹介♪
入学した気持ちになって
保育の世界を楽しもう！ 40名

（1月検定にむけて）英語検定対策講座
今からでも間に合うかも…
STEPを中心にした
英語検定への対策講座です。

30名
数学講座♪
数楽で音学？
1.06で音階をつくろう！ 15名

百人一首講座 ※第１、2回と同じ内容です。
「ちはやふる」の世界に
ひたってみませんか？ 30名

ウエイト講座 ※第１、2回と同じ内容です。
怪我をしない身体作りができるように、
ベンチプレスの型を知ろう！！
※ジャージを持参してください。

10名

ダンス講座
高校生と一緒に
踊りましょう！！
※ジャージを持参してください。

30名

初心者限定


