
山脇祭へようこそ！ 平成 30年９月 15日（土） 

本日は、山脇祭にようこそおいでくださいました。山脇祭は、一年間の成果を発表する場として、 

この日の発表のために、各クラブ・団体が長い間準備を重ねてまいりました。 

スローガン「be THE ONE」の通り、生徒たちが一つになって輝く姿をどうぞご覧ください。 

また、山脇祭では、多くのクラブが小学生のみなさんに体験していただける企画を用意してい

ます。是非山脇生と共に楽しいひと時をお過ごしください。  山脇学園中学校･高等学校 

 

☆15日に体験ができるクラブ・体験時間 一覧        

号館 ク ラ ブ 場 所 体 験 時 間 

終日とは 9：10～16；00 

内      容 

1 号館 

かるた 142 終日 競技かるたの体験（覚えていない人も大丈夫です） 

華道 147 9：10～お花がなくなるまで フラワーアレンジメントをしてみませんか？  費用：300円～ 

書道 148       終日 色紙に文字を書こう！ （色紙販売） 

手芸 152 終日 毛糸を使ってシュシュを作りましょう！       費用100円 

卓球 155 終日 部員と卓球を楽しみましょう！ 

水泳 157 終日 体力測定 

２号館 
折り紙と砂絵 

243 終日 

（一部時間制） 

砂ビンと砂絵体験                  費用：100円 

折り紙体験     ①10:00  ②13:00    費用: 50円 

ＪＲＣ 244 終日 点字＆手話に挑戦してみましょう！クイズもあります。 

３号館 ＥＩクラブ ＥＩエリア 終日 英語プレゼンテーション・ミニゲームなど  

４号館 ブラスバンド 421  教室演奏時間内 演奏会の中での指揮者体験  ①10:00 ②10:40 

美術 435 9:10～材料がなくなるまで 手作りキーホルダーの絵付け体験          費用:50円 

４・５号館 

ＳＩクラブ ＳＩエリア 終日 終日体験  プランクトンストラップ作り、スライム作り、 

ロボット・グラスハープ・パズル体験 

その他 生物班 生物多様性発表①9:00 ②12:00 ③13:40 

           解剖 ①11:00 ②12:50 

       化学班 液体窒素など演示実験①12:30 ②14:00 

数学班 生徒による入試問題解説会 

         ①10:30 ②11:30 ③13:30 

6 号館 
琴 641 15：00～15：30 琴体験  簡単な曲を弾いてみましょう！ 

茶道 642・643 10：30～30分ずつ 9回 お茶席を体験してみましょう！           費用：３００円 

校 

庭 

テニス 
校庭 12：30～16：00 

赤坂でテニスをしよう！（play and stay）初心者大歓迎！ 

参加していただくと“ミニラケット”(マスコット)をプレゼント 

242 終日 テニスボールを使ったゲーム・テニス部クイズに挑戦！  

ソフトテニス 
校庭 11：10～12：30 ストラックアウト･ポンポンゲーム・ミラクルＢＯＸに挑戦！ 

253 終日 輪投げ・射的・ボーリング・ミラクル BOXに挑戦！ 

フォークダンス 校庭 15:00～15:15 マイムマイムなどの簡単な踊りです。一緒に楽しみましょう！ 

☆受験生の方のコーナー 

2 

号 

館 

生徒会 254 終日 
ユニセフカードの販売、活動の紹介をしています。 

6年生の方に手作りのお守りをお渡します。 

入試相談室 257 10：30～16：00 入試についてのご質問にお答えします。  

ビデオコーナー 258 10：30～16：00 学校紹介 DVDを上映します。 

学校説明会 ＥＩ大教室 9：20～10：30 初めて山脇学園にいらした方対象（要事前予約） 

校内ツアー 
258・259前 

（ノース EI） 

終日 

 (15:00発が最終) 

山脇生が校内をご案内いたします。（約 30分間） 

＊混雑している場合はお待ちいただくこともあります。  

★ 体験時間・内容は天候などにより変更されることがあります。 

★  終日体験可能なクラブも、途中、クラブの都合により展示室を閉めることがあります。 



山脇祭へようこそ！  平成 30年 9月 16日（日） 

本日は、山脇祭にようこそおいでくださいました。山脇祭は、一年間の成果を発表する場として、 

この日の発表のために、各クラブ・団体が長い間準備を重ねてまいりました。 

スローガン「be THE ONE」の通り、生徒たちが一つになって輝く姿をどうぞご覧ください。 

また、山脇祭では、多くのクラブが小学生のみなさんに体験していただける企画を用意してい

ます。是非山脇生と共に楽しいひと時をお過ごしください。  山脇学園中学校･高等学校 

 

☆１６日に体験ができるクラブ・体験時間 一覧        

号館 ク ラ ブ 場 所 体 験 時 間 

終日とは 9：10～15；00 

内      容 

1 号館 

かるた 142 終日 競技かるたの体験（覚えていない人も大丈夫です） 

華道 147 9：10～お花がなくなるまで フラワーアレンジメントをしてみませんか？  費用：300円～ 

書道 148       終日 色紙に文字を書こう！ （色紙販売） 

手芸 152 終日 毛糸を使ってシュシュを作りましょう！      費用 100円 

卓球 155 終日 部員と卓球を楽しみましょう！ 

水泳 157 終日 体力測定 

２号館 
折り紙と砂絵 

243 終日 

（一部時間制） 

砂ビンと砂絵体験                  費用：100円 

折り紙体験   ①10:00  ②13:00          費用: 50円 

ＪＲＣ 244 終日 点字＆手話に挑戦してみましょう！クイズもあります。 

３号館 ＥＩクラブ ＥＩエリア 終日 英語プレゼンテーション・ミニゲームなど  

４号館 ブラスバンド 421 教室演奏時間内 演奏会の中での指揮者体験 

美術 435 9:10～材料がなくなるまで 手作りキーホルダーの絵付け体験          費用:50円 

４・５号館 

ＳＩクラブ ＳＩエリア 終日 終日体験  プランクトンストラップ作り、スライム作り、 

ロボット・グラスハープ・パズル体験 

その他 生物班 生物多様性発表①9:00 ②12:00 ③13:40 

           解剖   ①11:00 ②12:50 

       化学班 液体窒素など演示実験 ①10:30 ②12:30  

数学班 生徒による入試問題解説会 

         ①10:30 ②11:30 ③13:30 

6 号館 
琴 641 15：00～15：30 琴体験  簡単な曲を弾いてみましょう！ 

茶道 642・643 9：30～30分ずつ 9回 お茶席を体験してみましょう！           費用：３００円 

校 

庭 

テニス 
校庭 12：00～15:00 

赤坂でテニスをしよう！（play and stay）初心者大歓迎！ 

参加していただくと“ミニラケット”(マスコット)をプレゼント 

242 終日 テニスボールを使ったゲーム・テニス部クイズに挑戦！  

ソフトテニス 
校庭 9:10～12:00 ストラックアウト･ポンポンゲーム・ミラクルＢＯＸに挑戦！ 

253 終日 輪投げ・射的・ボーリング・ミラクル BOXに挑戦！ 

フォークダンス 校庭 10:10～10:25 マイムマイムなどの簡単な踊りです。一緒に楽しみましょう！ 

☆受験生の方のコーナー 

2 

号 

館 

生徒会 254 終日 
ユニセフカードの販売、活動の紹介をしています。 

6年生の方に手作りのお守りをお渡します。 

入試相談室 257 10：30～16：00 入試についてのご質問にお答えします。  

ビデオコーナー 258 10：30～16：00 学校紹介 DVDを上映します。 

学校説明会 ＥＩ大教室 9：20～10：30 初めて山脇学園にいらした方対象（要事前予約） 

校内ツアー 
258・259前 

（ノース EI） 

終日 

 (14:00発が最終) 

山脇生が校内をご案内いたします。（約 30分間） 

＊混雑している場合はお待ちいただくこともあります。  

★ 体験時間・内容は天候などにより変更されることがあります。 

★  終日体験可能なクラブも、途中、クラブの都合により展示室を閉めることがあります。 


