
2022.7.09現在

時間 公開内容 時間 公開内容 時間 公開内容

柔　道
（男子）

10：00～12：00 見学、参加可能 10：00～12：00 見学、参加可能 柔道場 柔道着持参

柔　道
（女子）

10：00～12：00 見学、参加可能 10：00～12：00 見学、参加可能 柔道場 柔道着持参

2 野　球 9:00～12:00 見学 9:00～12:00 見学 西東京グラウンド
西東京市新町2-3-27

3 卓　球 9:00～12:00 体験/見学可 11:00～13:00 体験/見学可 北館3階
練習参加/運動着,体育館シューズ,
ラケット,飲み物,タオル持参

バレーボール
（男子）

9:00～11:00 体験/見学可 11:00～13:00 体験/見学可 13:00～15:00 体験/見学可 体育館

運動着・体育館シューズ・タオル・飲み
物の持参をお願い致します。

バレーボール
（女子）

9:00～11:00 体験/見学可
大会出場のため
公開なし

13:00～15:00 体験/見学可 体育館

運動着・体育館シューズ・タオル・飲み
物の持参をお願い致します。

バスケットボール
（男子）

13:00～15：00 体験/見学可 9：00～11：00 体験/見学可 11：00～13：00 体験/見学可 体育館
練習に参加・見学のみも可能
運動着・タオル・シューズ・水分補給出
来るもの持参をお願いします。

バスケットボール
（女子）

13:00～15：00 体験/見学可 9：00～11：00 体験/見学可 11：00～13：00 体験/見学可 体育館
練習に参加・見学のみも可能
運動着・タオル・シューズ・水分補
給出来るもの持参をお願いします。

陸上競技
(短・跳・投）

実施無し 実施無し 未定 実施予定 未定
詳細は陸上競技部（短距離・跳躍・
投擲）HPに決定次第掲載します。

陸上競技
（長距離）

9:00～12:00 体験/見学可 9:00～12:00 体験/見学可
7/30・8/20:学校
中庭～上野公園

7
山岳

ワンゲル
9:00～12:00 見学可 3H教室または中庭

8 サッカー 9:00～12:00 体験/見学可 9:00～12:00 体験/見学可 9:00～12:00 体験/見学可
7/30 西東京G
8/20・21 学校

練習に参加・見学のみも可能
運動着・タオル・スパイク(トレーニン
グシューズ)・水分補給出来るもの持参
をお願いします。

9 剣　道 9:00～11：00 体験/見学可 9:00～11：00 体験/見学可 北館3階

10
ラクロス
（男子）

9:00～11:00 体験/見学可 14:00～16:00 体験/見学可 9:00～11:00 体験/見学可 中央館屋上
練習に参加・見学のみも可能
運動着・タオル・スニーカー・水分補給
出来るもの持参をお願いします。

11
ラクロス
（女子）

14:00～16:00 体験/見学可 9:00～11:00 体験/見学可 14:00～16:00 体験/見学可 中央館屋上

バドミントン
（男子）

バドミントン
（女子）

13 ダンス 13:00～15：00 見学可 13：00～15：00 見学可 多目的フロア

14 テニス 9:00～10:00 見学のみ 中庭

15 写　真 9：00～12：00 体験・写真展示 9：00～12：00 体験・写真展示 中央館４階 1F 一眼レフカメラの操作の体験

16 工作研究 10:00～15:00 見学・展示(体験不可) 9：00～15：00 見学・展示(体験不可) 工場・シミュレーター棟前 機関車の整備または試運転等

17 鉄道模型
9:00～11:00
13:00～15:00

見学・展示(体験不可) 鉄道実習室 作品見学および制作体験

18 鉄道研究
9:00～11:00
13:00～15:00

見学・展示
9:00～11:00
13:00～15:00

見学・展示 鉄道実習室 見学等

19 商業研究 9:00～11:00 体験/見学可 学校周辺地域の研究

20
文芸

デザイン
9：00～12：00 体験/見学可 9：00～12：00 体験/見学可 ✕

展示のみ
（中央館図書室

前）

7/30、カフェテリア
8/20、中央館の特41

昨年度発行の部誌配布・展示
缶バッチ作成等の創作体験の実施

21 吹奏楽 13：00-16：00 合同練習 13：00-16：00 合同練習 13：00-16：00 合同練習 各教室
パート練習、合奏体験
演奏に必要なもの(楽器含む)をお持
ちください

22 放　送 9:00-17:00 放送体験 9:00-17:00 放送体験 部室及び教室
アナウンス体験、放送機器の操作な
ど

23 理　化 9：00～11：00 見学可 理科室

24 英　語 9：00～12：00 体験/見学可 9：00～12：00 体験/見学可 グローバルルーム 英語ゲーム体験

25 書　道 9:00～11:00 見学可 9:00～11:00 見学可 書道室

26 演　劇 9：00～12：00 見学可 9：00～12：00 見学可 9：00～12：00 見学可 多目的室

27 茶　道 13:00～15：00 体験/見学可 13:00～15：00 見学可 13:00～15：00 体験/見学可
7/30,8/21：グ
ローバルルーム
8/20：家庭科室

お茶を点てる
※8/20(土)は部員が和菓子づくり体
験をしている様子を見学になりま
す

28 ギター 9：00～11：00 体験/見学可 9：00～11：00 体験/見学可 9：00～11：00 体験/見学可 東館5F特52教室

29 囲碁・将棋・かるた 9：00～11：00 体験/見学可 東館特31 百人一首、将棋の体験

当日コンテストのため実施なし

実施なし 実施なし

練習に参加
運動着・ラケット（持っていれば）体育
館で使用するシューズ持参

体育館

実施なし

未定

実施なし

実施なし

実施なし

体験/見学可 体験/見学可

実施なし

9:00～11:0013:00～15:0011:00～13:00

6

区民大会のため実施なし

体験/見学可

大会のため実施なし

当日コンテストのため実施なし

令和４年度部活動公開予定

No
部　　名
同好会名

7／30（土）部活動公開　 8／20（土）オープンスクール 8／21（日）オープンスクール
場所 体験内容（体験可能な部活のみ）

5

運
動
部

1

4

実施なし

実施なし

実施なし

野球部・サッカー部
【グラウンド】岩倉高校西東京グラウンド
【所在地】  〒202-0023　東京都西東京市新町2-3-27
【交通機関】●JR中央線武蔵境駅からお越しの方：北口から徒歩20分 または西武バス田無駅行柳橋バス停前
            ●西武新宿線田無駅からお越しの方：南口から徒歩15分 または北口より西武バス武蔵境駅行柳橋バス停前

同
好
会

文
化
部

12

実施なし 実施なし

実施なし

実施なし

実施なし

実施なし 実施なし

実施なし

実施なし


