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第　回1

第　回

第　回

第　回

第　回
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本校 HP 内「文化教養コース」紹介ページ

オープンスクール申込みフォームをクリック

参加者のユーザー登録をしてください

参加月日・体験授業などを選択してください

申込み完了後、受付確認メールが自動返信されます
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月8 24日
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月8 25日
月9 28日
月10 26日
月11 16日
月12 7日

保護者・職員対象 コース説明会

文化教養コース オープンスクール 2019

【英語】Let s enjoy English!

【保健】私たちが毎日使う水

【国語】言葉あそび
【美術】缶バッチ作り
【数学】数学から数楽に
【書道】こころを映す文字
【数学】数学から数楽に
【美術】缶バッチ作り
【理科】からだのしくみ
【英語】Let s play games in English!

‘

‘

毎回同時開催

保護者・職員対象
コース説明会
10:00～11:50

文化教養コースについて
説明致します。

ご希望により個別相談も
承ります。

時間 10:00～11:50

20 月のみ    名/ 2512各授業    名定員

中学校の制服服装

筆記用具・上履き持物

「生徒」当日の日程
9:30～ 10:00 10:00～

体験授業
開始

受付

11:10

コース
説明

11:40

アンケート
記入

11:50

解散集合

参加希望の皆様へご連絡
1. 体験型のオープンスクールです。

2. 中学生の皆さんは、何度参加して頂いても結構です。また、参加により文化教養コースの出願資格となります。

3. 保護者・引率職員説明会を同時開催致します。（毎回）保護者・中学校の先生方だけでの参加も受付致します。

4. お車でお越しの場合は、下記地図の第 2駐車場をご利用ください。

オープンスクールのお申込みは、ホームページの専用お申込みフォームから

0277-22-6100

※本校総合コース・調理科などのオープンスクール申込みフォームとは別になります。

※申込みを終えて完了の画面が表示されても、受付確認メールが届かない場合は、受付できていません。

　お手数ですが、電話連絡をお願いいたします。

※第１回と第２回は、どちらかを選択してください。（２日連続の申し込みはご遠慮ください。）

※第３回から第６回は、体験授業のどちらかを選択してください。（２科目の参加はできません。）

※第３回の美術と第５回の美術は、どちらか１回の申し込みでお願いします。（２回目の申込みはご遠慮ください。）

桐生第一高等学校　文化教養コース　田中まで

普通科 文化教養コース

文化教養コース普通科

桐生第一高等学校

〒376-0042 群馬県桐生市堤町 1-4-34
TEL：0277-22-6100
FAX：0277-44-6265

桐桜学舎

お問合せ
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https://www.kiriichi.ac.jp/admissions/course/bunkyo/

桐生第一文化教養コース

お申込みの流れ

　集団行動が苦手なため、今まで多くの可能性を持ちながらも力を十分に発揮できず、高校入学後改めて学び直し

たいと考えている生徒を応援しようと設置されたコースです。少人数での学習や体験学習を通して、上級学校へ

進学するための学力と、生きるための心や技能を身につけることを目標としています。

学校は快適な空間でなければなりません。
他人の悪口を言わない。嫌がることはしない。無論いじめは許しません。約束（ルール）

基礎・基本を繰り返し学習していきます。
また、スタディサプリ（リクルート社のオンライン学習サービス）を利用し
ひとり一人が自分のペースで学び直しています。

基礎学力

漢検・英検・数検などの資格取得に積極的に取り組んでいます。
自分の進度に合わせ、自分の限界に挑戦します。資格取得

情報・福祉・美術などの実習の授業を多く取り入れ、幅広い知識と視野を
身につけます。自分の興味や適正を見極め、卒業後の進路決定に活かします。実学実践

野外炊事・登山・研修旅行など多種多様な体験学習を通して、集団生活の
中での自分の役割を見つけ、喜びや困難をみんなで共有します。集団適応能力

学校生活の様々な活動の中で、自分の行動に責任をもち、社会に通用する
規範を身につけます。自分力を育てる

「個」を生かした集団づくりを目指します。
ひとりひとり違うことを理解し合い、思いやる気持ちを学び、
人として生きる強さを身につけます。

　人にはかけがえのない「個」が存在します。成長や発達のペースも人さまざまです。だから、各自のリズムに

合わせてゆっくりと、集団の中で「個」を生かせるよう導いていきます。カリキュラムも全日制普通科の授業を柱に、

個々に応じた学習指導に体験学習を組み合わせ、五感をフルに活用した授業を実施しています。

クラス編成は少人数制で、各学年 1 学級。文化教養コースの職員は生徒ひとりひとりと向き合って、理解し、

尊重し、認め、心の通うコミュニケーションをしていきます。

　また、山の上の恵まれた環境の中で季節を感じながら、専用校舎で学べる

のも特徴です。生徒みんなが、自分と向き合い、自分を好きになり、自分の

可能性を発見し、自分の将来を思い描く、そんな教育を展開していきます。

様々な体験教育を通じて、
生徒ひとりひとりの「個」の魅力を伸ばしながら、
「人間力」「自分力」を習得していきます。

こんな先生達がサポートしています。

学校行事

月4 入学式

月4 野外炊事（カレー作り）

月7 野外炊事（カレー作り） 月11 研修旅行（鎌倉）

月10 プレゼン大賞 月12 球技大会

月1 スケート教室

月2 スキー教室

月5 吾妻山登山

月6 桐生大学見学

専属のスクールカウンセラーが
いつも皆のそばに

「開善塾教育相談研究所認定教育相談士」
の資格を持つスクールカウンセラーが、
毎日いつでも生徒の相談を受けつけます。
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