
学校説明会 2022 体験講座一覧 

 第１回 

１０/1６（日） 10:00～ 

第２回 

１０/２３（日） 10:00～ 

第３回 

１０/３０（日） 10:00～ 

第４回 

1１/６（日） 10:00～ 

第５回 

１１/1２（土） 15:00～ 

第７回 

１１/２３（水・祝） 14:00～ 

第８回 

１２/３（土） 15:00～ 

進学アドバンス 

コース 

 

進学スタンダード 

コース 

英語って大事！ 

グローバルな時代を 

生き抜くには！？ 

ドライアイスで遊ぼう！ 
言葉と絵で自己表現！ 

～川柳でカルタを作ろう～ 

ＥＵって何！？ 

今、世界で起きていること 

中学校の知識で 

大学入試に挑戦！ 

英語って大事！ 

グローバルな時代を 

生き抜くには！？ 

進学コースの数学！ 

高校入学後の英語の勉強の

仕方を学びます。 

楽しみながら科学の世界を

のぞいてみよう！ 

自分たちで作った川柳を使

って、オリジナルカルタを作

ろう！ 

ＥＵをテーマに、現代の世界

情勢を楽しく学びます。 

中学校までの勉強で数学の

大学入試問題が解けるか、挑

戦してみます。 

高校入学後の英語の勉強の

仕方を学びます。 

進学コースの授業を、入試問

題を題材に体験してみよ

う！ 

グローバル 

アドバンスコース 

 

グローバル 

スタンダードコース 

白鵬 
× 

グローバルコース 

グローバルコース 
× 

ＳＤＧｓ 

グローバルコース 
× 
留学 

グローバルコース 
× 

生徒力 

グローバルコース 
× 

ＳＤＧｓ 

グローバルコース 
× 
留学 

グローバルコース 
× 

生徒力 

白鵬のグローバルコースで 

何が学べるの？ 

社会に貢献！白鵬生の 

実践を紹介します。 

白鵬から世界へ！ 

白鵬の留学プログラムを 

紹介します。 

これが白鵬のグローバル！

生徒の授業実践を 

紹介します。 

社会に貢献！白鵬生の 

実践を紹介します。 

白鵬から世界へ。 

白鵬の留学プログラムを 

紹介します。 

これが白鵬のグローバル！ 

生徒の授業実践を 

紹介します。 

メディアアート表現 

コース 

Mac でアニメーションを 

作ろう！ 

Mac で音楽制作を 

体験しよう！ 

ペンタブレットで 

デジタルイラストに挑戦！ 

Mac でアニメーションを 

作ろう！ 

Mac で音楽制作を 

体験しよう！ 

ペンタブレットで 

デジタルイラストに挑戦！ 

ペンタブレットで 

デジタルイラストに挑戦！ 

パラパラ漫画の原理でアニ

メーションを作ります！ 

楽譜が読めなくても大丈

夫！初心者大歓迎！ 

Mac とペンタブレットを用

いて、デジタルイラストの描

き方を丁寧に教えます！ 

パラパラ漫画の原理で 

アニメーションを作りま

す！ 

楽譜が読めなくても大丈

夫！初心者大歓迎！ 

Mac とペンタブレットを用

いて、デジタルイラストの描

き方を丁寧に教えます！ 

Mac とペンタブレットを用

いて、デジタルイラストの描

き方を丁寧に教えます！ 

スポーツコース 

上手にできる、強くなる？ 

速く動くには？効率の良い動きとは？体を動かす仕組みについて学びます。 

保育コース 

折り紙を楽しもう！ 
幼稚園教諭による 

保育特別講座 
子どもの世界を体験してみよう！ 

現役保育士 × 

絵本男子モデルによる 

「絵本・歌遊び講座」 

子どもの世界を体験してみよう！ 
保育のやりがい、楽しさを 

知ろう！ 

手作りスタンプで 

スタンプ遊びをしよう！ 

折り紙でジャック・オ・ラン

タンを作って、ハロウィンカ

ードを作ってみましょう！ 

幼稚園の先生をお招きして、

保育に関する特別講義を実

施します。 

チャイルドビジョンを作成

し、子どもの視野に立ってみ

ましょう！ 

現役保育士×絵本男子モデ

ルで活躍するりょう先生の 

笑顔でつながる「絵本・歌遊

び講座」です！ 

チャイルドビジョンを作成

し、子どもの視野に立ってみ

ましょう！ 

保育現場を知る先生に、保育

について詳しく教えてもら

います！ 

幼児でも簡単に作れるスタ

ンプを作って、遊んでみまし

ょう！ 

 



 第１回 

１０/1６（日） 10:00～ 

第２回 

１０/２３（日） 10:00～ 

第３回 

１０/３０（日） 10:00～ 

第４回 

1１/６（日） 10:00～ 

第５回 

１１/1２（土） 15:00～ 

第７回 

１１/２３（水・祝） 14:00～ 

第８回 

１２/３（土） 15:00～ 

フード 

コーディネート 

コース 

食中毒を防ごう 

 

野溝・戸﨑 

アイシングで 

デコレーション体験 
スイーツ作り体験 

食中毒を防ごう 

 

野溝 

アイシングで 

デコレーション体験 

アイシングで 

デコレーション体験 
スイーツ作り体験 

アイシングでクッキーを 

飾ってみよう。 
マドレーヌを作ります！ 

アイシングでクッキーを 

飾ってみよう。 

アイシングでクッキーを 

飾ってみよう。 

スノーボールクッキーを 

作ろう 

行事食で季節を感じよう 
野菜ジュースと野菜は 

同じかな？ 
自分で食品を選ぼう！ 行事食で季節を感じよう 

野菜ジュースと野菜は 

同じかな？ 

食中毒を防ぐために、正しい

手洗い方法を学ぼう！ 

年中行事と行事食について

学ぼう。 

野菜ジュースについて 

考えてみよう 

食中毒を防ぐために、正しい

手洗い方法を学ぼう！ 

食品の選択や旬について 

考えよう 

年中行事と行事食について

学ぼう。 

野菜ジュースについて 

考えてみよう 

総合コース 

ドッグトレーニング Street Dance ネイルアート ファッションデザイン Street Dance ネイルアート Street Dance 

ドッグトレーニングの 

概要や取り組みについて 

学びます。 

本校卒業生で、D.LEAGUER

（プロリーグダンサー）の 

Funky YUI によるダンスレ

ッスンです！ 

アクリル絵具を使用して 

秋ネイルを描こう！ 

ミシンを使って小物入れを 

作りましょう。 

本校卒業生で、D.LEAGUER

（プロリーグダンサー）の 

Funky YUI によるダンスレ

ッスンです！ 

アクリル絵具を使用して 

秋ネイルを描こう！ 

本校卒業生で、D.LEAGUER

（プロリーグダンサー）の 

Funky YUI によるダンスレ

ッスンです！ 

演技レッスン 

～飛んでいこう！ 

子ども時代に！～ 

楽しく 

カラーコーディネート 

楽しく 

カラーコーディネート 

演技レッスン 

～新しい自分に 

出会いましょう～ 

マンガ制作を体験しよう！ 
楽しく 

カラーコーディネート 
ファッションデザイン 

思いっきり友達と遊んだ 

日々に戻ってみましょう。 

サークルトレイを 

カラーコーディネートして

みましょう。 

ピクチャーフレームを 

カラーコーディネートして

みましょう。 

自分でも知らなかった 

自分を発見しましょう。 

マンガの描き方の基礎を学

びます。 

（持ち物：定規、シャープペ

ンシル、消しゴム） 

ミニツリーを 

カラーコーディネートして

みましょう。 

アクセサリーを手作りしま

しょう。 

※第６回（11/23 推薦対象）では、講座体験は行いません。 


