
 

 

筑波大学附属坂戸高等学校 
夏のオープンスクール 
2021.8.5（木）  8.28（土） 

予約申込期間 6.21～3日前まで 時間 
予約は以下の QRコードまたは 
本校ＨＰから 

受付 9︓15～ 
1時間目 10︓00～ 
2時間目 11︓10～ 
3時間目 13︓00～ 
4時間目 14︓10～ 
※詳しい時間割は裏面をご覧下さい。 
※保護者の方の体験授業の申込みはすることができませんが、参観は自由にすることができます。 
※学校概要説明および個別相談は保護者の方も参加することができます。 
※4時間すべてを選択する必要はありません。（途中参加/帰宅ＯＫです） 



8月5日（木）時間割

教科 農業 家庭 外国語 English 体育 S-TOK

授業タイトル
野菜の多様性を考えてみよう

～野菜の収穫実習～
みつろうラップ作り 異文化を知ろう！ Information gap activity スポーツの開発 批判的思考を体験しよう

定員 80 ５組 ５組 定員 20 10 20 20 10 20

内容
筑坂の概要を説明
します。

筑坂の教員が個別
相談に応じます。

筑坂の生徒が個別
相談に応じます。

授業内容

埼玉産と書かれている野菜
も、種子は外国産のことが多
い。実際の収穫体験をとおし
て、野菜の多様性を考えて
みよう。

日常で使うプラスチック製品
を少しでも減らすために、み
つろうラップを作ってみま
しょう。

国が違えば、文化も違う。教
材だけでなく、動画、教員の
海外エピソードを通して様々
な文化・慣習を学びます。異
文化に興味があればどなた
でも参加して下さい。

Join conversations
while practicing
pronunciation. The
class will be in English
and will encourage
active participation.

スポーツが苦手な人でも大
丈夫！頭を柔らかくしてス
ポーツを楽しもう！

国際バカロレアのコア科目で
ある「知の理論」の考え方を
使い、批判的思考に取り組み
ます。

教科 工業 家庭 農業 インドネシア語 理科（生物） 推薦入試小論文

授業タイトル ドローンのなぜ？を探る みつろうラップ作り 植物の癒しの効果
インドネシア語で
自己紹介しよう！

植物は動ける?動けない? 入試小論文の攻略

定員 ５組 ５組 定員 20 10 10 10 24 20

内容
筑坂の教員が個別
相談に応じます。

筑坂の生徒が個別
相談に応じます。

授業内容

ドローンはなぜ自由自在に
動けるかなど意外と知られ
ていないことを解明する。

日常で使うプラスチック製品
を少しでも減らすために、み
つろうラップを作ってみま
しょう。

アロマスプレーの制作をとお
して、植物の香りの活用につ
いて学ぼう。

インドネシア語で挨拶と自己
紹介を表現を学びます。

植物の活動を通して自然環
境について学び、ペーパーク
ラフトを作ります。

入試小論文の攻略方法を伝
授する。

教科 数学 国語 商業 English 工業・情報 推薦入試小論文

授業タイトル
数学でバスケットボールの選

手を選ぼう！
入試小論文の攻略

（国語編）
広告デザインをやってみよ

う！
Information gap activity シュミレーション技術 入試小論文の攻略

定員 80 ５組 ５組 定員 20 20 10 20 20 20

内容
筑坂の概要を説明
します。

筑坂の教員が個別
相談に応じます。

筑坂の生徒が個別
相談に応じます。

授業内容

あなたは，中学校のバスケッ
トボール部のコーチです。8
名から試合に出る5名の選
手を選ばなくてはいけませ
ん。さらに，選手を選んだ理
由を，保護者に説明しなけれ
ばいけません。あなたなら，
どうやって選手を選ぶ？

筑坂では国語の入試問題に
も、最後に「小論文」が…。こ
の夏、作文しか書いてこな
かった（かもしれない）あな
たの為の授業です。志望理
由書にも対応します

よく目にする人の心を動か
す広告。そのデザインはどう
やって作られるのか？デザ
インの基礎を学び、実際に
フォトショップを使って自分
で作品を制作します。

Join conversations
while practicing
pronunciation. The
class will be in English
and will encourage
active participation.

豆を使って円周率を導き出
す

入試小論文の攻略方法を伝
授する。

教科 国語 英語 国際科 インドネシア語 理科（物理） S-TOK

授業タイトル
筑坂の『ことばと文化』
の授業を体験しよう

アカデミック・ライティング
入門

Let's discuss SDGs
in English

インドネシア語で
自己紹介しよう！

部屋が散らかるのは
自然の摂理…？

批判的思考を体験しよう

定員 ５組 ５組 定員 30 20 10 10 20 20

内容
筑坂の教員が個別
相談に応じます。

筑坂の生徒が個別
相談に応じます。

授業内容

筑坂には『ことばと文化』と
いう授業があります。筑坂生
が国語の授業でどのような
ことを学んでいるか、楽しく
体験してみませんか。

Practical Englishの授業
では高校生が卒研の内容を
英語で発表することにチャレ
ンジします。英語で論文を書
くのはどんな感じなのか、体
験してみよう。

Practice sharing your
opinions and ideas
about SDGs in
English.

インドネシア語で挨拶と自己
紹介を表現を学びます。

部屋の片づけが中々できな
い。部屋を綺麗にしたいのに
その方法が分からない。そん
なあなたに物理学の視点か
ら諦めと対処法のアドバイス
をお送りします。

国際バカロレアのコア科目で
ある「知の理論」の考え方を
使い、批判的思考に取り組み
ます。

※保護者の方は体験授業に参加することはできませんが、参観は自由にしていただけます。

※学校概要説明および個別相談は保護者の方も参加することができます。

※４時間すべてを選択する必要はありません。（途中参加/帰宅していただけます）

※定員を満たした授業から申込みを締切ります。ご希望の授業に参加できない場合もございますのでご了承ください。

※午前と午後の授業に参加される場合は、お弁当をご持参ください。

授業

10:00 1限

タイトル
教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

時間 学校概要説明/個別相談会

筑坂生による
個別相談会

学校概要説明

学校概要説明

教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

タイトル

14:10 ４限

教員による
個別相談会

タイトル

11:10 2限

13:00 ３限

タイトル



8月28日（土）時間割

教科 情報 農業 English 公民科（倫理） 体育 国語 S-TOK

授業タイトル プログラミング体験 コメとムギ Information gap activity
人間は自由の刑に
処せられている!?

立ち幅跳びを科学する 俳句を作ろう！ 批判的思考を体験しよう

定員 80 ５組 ５組 定員 24 20 20 20 10 20 20

内容
筑坂の概要を説
明します。

筑坂の教員が個
別相談に応じま
す。

筑坂の生徒が個
別相談に応じま
す。

授業内容

身近なものをプログラミ
ングでシミュレーションし
てみよう。

私たちの主食をとおして、
農業や食生活の観点から
食料問題について考えて
行きましょう。

Join conversations
while practicing
pronunciation. The
class will be in
English and will
encourage active
participation.

この衝撃的な一文の読み
解きにチャレンジする人求
ム!!みなさんは、自由な社
会をどう生きますか!?

自分の立ち幅跳びをタブ
レットで撮影して分析して
みよう！

筑坂には『古典に学ぶ』と
いう授業があります。そこ
では古典文学について
色々考えてもらう訳です
が…今回は俳句を学び、
その作り方を知ってもら
いたいと思います。

国際バカロレアのコア科目
である「知の理論」の考え
方を使い、批判的思考に
取り組みます。

教科 農業 英語 インドネシア語 公民科（経済） 理科（化学） 地理歴史科（地理） 推薦入試小論文

授業タイトル ニワトリから学ぼう
What is School to You？
～英語の窓から世界をの

ぞいてみたら～

インドネシア語で
自己紹介しよう！

私たちの老後は
どうなるの!?

手品（マジック）を化学す
る

地図は噓つきである!? 入試小論文の攻略

定員 ５組 ５組 定員 20 20 10 20 24 20 20

内容
筑坂の教員が個
別相談に応じま
す。

筑坂の生徒が個
別相談に応じま
す。

授業内容

知っていそうで知らない
ことが多いニワトリ。そん
なニワトリについてふれあ
いを通して学びます。

高校の英語の授業を体験
してみよう。

インドネシア語で挨拶と自
己紹介を表現を学びます。

みんなの老後の生活はど
うなるか、「年金」をテーマ
に経済の視点から考えま
す。

手品師（マジシャン）がカウ
ントダウンをした後に、溶
液の色が一瞬で変化する
ような手品を見たことは
ありませんか？本講座は
手品の原理を化学実験を
通して理解します。

世界地図は世界の様子を
正しく表している!?本当
でしょうか？

入試小論文の攻略方法を
伝授する。

教科 公民科（政治） 国語 English 英語　 数学 外国語科 推薦入試小論文

授業タイトル
憲法は私たちを守ってく

れる!?くれない!?
入試小論文の攻略

（国語編）
Information gap activity

音から見る英語の世界
高校での英語学習に向けて
今からやるべき10のこと

ハノイの塔
「受身」の真実

～be動詞と一般動詞～
入試小論文の攻略

定員 80 ５組 ５組 定員 20 20 20 20 20 20 20

内容
筑坂の概要を説
明します。

筑坂の教員が個
別相談に応じま
す。

筑坂の生徒が個
別相談に応じま
す。

授業内容

日本国憲法では基本的人
権が保障されていますが、
人権は１００％保障されて
いるのでしょうか!?

筑坂では国語の入試問題
にも、最後に「小論文」が
…。この夏、作文しか書い
てこなかった（かもしれな
い）あなたの為の授業で
す。志望理由書にも対応し
ます

Join conversations
while practicing
pronunciation. The
class will be in
English and will
encourage active
participation.

ＣＧモデルを使い日本語
と英語の音の違いを体験
的に知る。／受験勉強と
「その先」の英語学習に向
けて「今から」何をすれば
良いか学びます。
 

昔からある有名な問題を
題材に、実際に道具を用
いて、パズル感覚で、手を
動かしながら、規則性を見
つけていきます。

英語の「受身」から英語的
な発想を知って、楽に英語
を使えるようになろう！

入試小論文の攻略方法を
伝授する。

教科 数学 公民科（倫理） インドネシア語 国語 家庭科 地理歴史科（日本史） S-TOK

授業タイトル
テクノロジーを
利用した数学

「食べ放題」は
幸せですか!?

インドネシア語で
自己紹介しよう！

動詞的人生 砂糖のはたらきを知ろう
～砂糖は甘いだけじゃない～

暗殺された井伊直弼は
悪人なのか？

批判的思考を体験しよう

定員 ５組 ５組 定員 10 20 10 30 10 20 20

内容
筑坂の教員が個
別相談に応じま
す。

筑坂の生徒が個
別相談に応じま
す。

授業内容
テクノロジーを利用して数
学を考えよう！

昔の人の考え方から、「幸
福」について考えよう。食
べ放題を超える幸せとは、
なんですか!?

インドネシア語で挨拶と自
己紹介を表現を学びます。

一つの動詞をめぐって、自
分の生活や人生との関わ
りについて語り合います。

砂糖は、甘くて美味しいで
すが、調理におけるはたら
きはそれだけではありま
せん。個人で実習して持ち
帰るおやつ作成も行いま
す。

暗殺された井伊直弼は、
本当に悪人なのか？気分
は歴史学者。様々な証拠
をもとに、自分たちで分析
して答えを導きだそう！

国際バカロレアのコア科目
である「知の理論」の考え
方を使い、批判的思考に
取り組みます。

※保護者の方は体験授業に参加することはできませんが、参観は自由にしていただけます。

※学校概要説明および個別相談は保護者の方も参加することができます。

※４時間すべてを選択する必要はありません。（途中参加/帰宅していただけます）

※定員を満たした授業から申込みを締切ります。ご希望の授業に参加できない場合もございますのでご了承ください。

※午前と午後の授業に参加される場合は、お弁当をご持参ください。

授業

10:00 1限

タイトル
教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

時間 学校概要説明/個別相談会

筑坂生による
個別相談会

学校概要説明

学校概要説明

教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

教員による
個別相談会

筑坂生による
個別相談会

タイトル

14:10 ４限

教員による
個別相談会

タイトル

11:10 2限

13:00 ３限

タイトル



 

オンライン学校説明会／入試説明会 

●オンライン学校説明会（筑坂の概要説明） 

2021 年 7 月 22 日（木）10：00～11：30（予定） 

●オンライン学校説明会（筑坂の学び説明） 

2021 年 8 月 7 日（土）10：00～11：30（予定） 

●オンライン入試説明会 

2021 年 10 月 23 日（土）10：00～11：30（予定） 

学校見学会 

●2021 年 7 月 31 日（土） 

●2021 年 9 月 25 日（土） 

●2021 年 10 月 16 日（土） 

オンライン個別相談会 

●2021 年 7 月 22 日（木）ＰＭ 

●2021 年 8 月 7 日（土）ＰＭ 

●2021 年 9 月 18 日（土） 

●2021 年 10 月 23 日（土）ＰＭ 

●2021 年 11 月 13 日（土） 

●2021 年 12 月 18 日（土） 

Access 

Event Schedule 
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