
TOKYO JOSHI GAKUIN SCHOOL TOUR 会 の 流 れ

① ② ③ ④

全体会 中高別説明 中高別説明 ニーズ案内

□校長挨拶 □教育内容説明 □テーマ説明 □ランチ体験
(or ティーブレイク)

□生徒の活動紹介 □入試説明 □特設授業体験 □施設見学

□コース別授業体験 □個別相談

□コース別説明 □校長トーク

10:00～10:20 10:25～10:45 10:50～11:20 11:30～
13:30～13:50 13:55～14:15 14:20～14:50 15:00～

＊午前の説明会 (10:00～11:30)は …10/27 11/ 3 11/23 の３日間となります
午後の説明会 (13:30～15:00)は …10/ 5 11/30 12/ 7 の３日間となります

TOKYO JOSHI GAKUIN SCHOOL TOUR 全 体 会

月日曜 時間 テーマ<予定> 会場

□校長挨拶
10/ 5 13:30～ 芙蓉が丘講堂
（土） □茶 道 部 テーブル茶点前(江戸千家)

「ホッとする心のオアシス」

□校長挨拶
10/27 10:00～ 芙蓉が丘講堂
（日） □ダンス部 演技発表

「強く生きる女性」

□校長挨拶
11/ 3 10:00～ 芙蓉が丘講堂

（祝・日） □合 唱 部 さわやかミニコンサート
「青春のハーモニー」

□校長挨拶
11/23 10:00～ 芙蓉が丘講堂

（祝・土） □弓 道 部 巻 藁 射 礼
「緊張と集中の美学」

□校長挨拶

11/30 13:30～ □管弦楽部 ミニコンサート 芙蓉が丘講堂
（土） 「なごみのしらべ」

※生徒会ＤＡＹ 生徒会による案内・進行の日

□校長挨拶
12/ 7 13:30～ 芙蓉が丘講堂
（土） □映像紹介 授業・行事・校内風景

「ＴＪＧの映像冒険」



TOKYO JOSHI GAKUIN SCHOOL TOUR 中高別説明

月日 内容・テーマ 会場

10/ 5 ＴＪＧでの中学生活 (まるごと学校生活) フォンテーヌ
（土） (多目的会議室)

中学入試について

10/27 中学生に必要なこと (一度は考えます)
（日） フォンテーヌ

中学入試について

11/ 3 創立者のメッセージ (何を大切にしているの？)
中 （祝・日） フォンテーヌ

中学入試について

11/23 ＴＪＧの進路指導 (ひっぱる、支える、どうやって？)
学 （祝・土） フォンテーヌ

中学入試について

11/30 ＴＪＧの安心保健 (健康にも基本があります)
（土） フォンテーヌ

中学入試について

12/ 7 中学入試について
（土） フォンテーヌ

出題傾向アドバイス (こんなところが大切です)

10/ 5 ３コースの特色 (どんなコースがあるのかな？)
（土） 芙蓉が丘講堂

高校入試について

10/27 ＴＪＧプロデュース (どのような人を作りたいの？)
（日） 芙蓉が丘講堂

高校入試について

11/ 3 高校カリキュラムについて (どのようなことを学ぶのか)
高 （祝・日） 芙蓉が丘講堂

高校入試について

11/23 在校生 パネルディスカッション・質問コーナー
校 （祝・土） 芙蓉が丘講堂

高校３年生が高校生活をふり返ります。

11/30 ３コースの特色 (どんなコースがあるのかな？)
（土） 芙蓉が丘講堂

高校入試について

12/ 7 高校入試について
（土） 芙蓉が丘講堂

出題傾向アドバイス (こんなところが大切です)



TOKYO JOSHI GAKUIN SCHOOL TOUR テーマ・コース別説明授業

月日 内容・テーマ 会場

10/ 5 キュビナ体験授業(数学＋ＩＣＴ) フォレスト
（土） ＡＩと楽しくリメディアル、分からないところがわかる体験 (多目的図書室)

10/27 ドリームノート体験(生活) ２０９教室
（日） 自分との会話、先生とのキャッチボール体験

中 11/ 3 小笠原流礼法授業体験(日本文化＋マナー) 礼 法 室
（祝・日） 豊かな日本的コミュニケーションを体験

11/23 個別相談による学校案内をさせて頂きます。 芙蓉が丘講堂
学 （祝・土）

11/30 「国際理解」授業体験(グローバル) English Room
（土） 声を出そう！「話す」に光をあてた異文化理解授業体験

12/ 7 個別相談による学校案内をさせて頂きます。 芙蓉が丘講堂
（土）

SA 海外を見つめる学び 視聴覚教室

10/ 5 SL ＴＪＧの進路指導 第一芸術室
（土）

FC 森野熊八講演会 「もったいないが食育の基本」 フォンテーヌ
熊八料理教室 (要予約体験 20名) 調 理 室

SA 留学の夢かなえませんか 視聴覚教室
10/27
（日） SL ＩＣＴ活用授業 第一芸術室

FC 簡単！お麩でつくるキャラメルラスク 調 理 室

高 SA 留学体験を聞いてみよう！ 視聴覚教室
11/ 3

（祝・日） SL 高校生の現代社会での選択 第一芸術室

校 FC 季節のフルーツタルト 調 理 室

中高 個別相談による学校案内をさせて頂きます。 芙蓉が丘講堂
11/23

（祝・土） 中高 校長トーク フォンテーヌ
「ＴＪＧをもっと知ってほしい」VOL１

SA TJG英語と留学関連学習 視聴覚教室

11/30 SL そっち？ どれ？…「選ぶこと」を考える 第一芸術室
（土）

FC 野菜ソムリエ 荒川文子のベジタブルトーク 調 理 室
野菜の魅力発見 (要予約 ２０組)

中高 個別相談による学校案内をさせて頂きます。 芙蓉が丘講堂
12/ 7
（土） 中高 校長トーク フォンテーヌ

「ＴＪＧをもっと知ってほしい」VOL２

コース… ＳＡ：スタディーアブロード ＳＬ：セレクトラーニング ＦＣ：フードカルチャー


