
親子パッケージデザイン教室参加申込み締切日 

 １１月１４日（木） １７：００ 

抽選で参加者を決定させていただきます。（先着順

ではありません。）抽選結果は、各家庭に本校よりメー

ル又はＦＡＸで連絡いたします。                

抽選結果は、１１月１５日（金）連絡予定です。 

親子パッケージデザイン教室 「おかしのパッケージをデザインしよう」 

親子サイエンスクラフト 「風もないのに羽根車が回る !?」 

親子サイエンスクラフト参加申込み締切日 

 １０月３１日（木） １７：００ 

抽選で参加者を決定させていただきます。（先着順

ではありません。）抽選結果は、各家庭に本校よりメー

ル又はＦＡＸで連絡いたします。                

抽選結果は、１１月１日（金）連絡予定です。 

SSH 指定校 静岡北中学校 

親子サイエンスクラフト ・ 親子パッケージデザイン教室  

静岡北中学校・高等学校は、文部科学省 SSH（スーパーサイエンスハイスクール）指定校です。 

 

 

皆さんは「ラジオメーター」を知っていますか？ 
「ラジオメーター」は風が吹いていなくても、光があたるとくるくる回転する不思議な羽根車です。 
北高のお兄さんお姉さんと一緒に、身近な材料で「ラジオメーター」を作り、その仕組を解明しましょう！ 

 

いつも見なれているおかしも、パッケージデザインを変えることでいろいろなメッセージを伝えること 
ができます。身近にあるマスキングテープを使って、オリジナルのパッケージをデザインしてみましょう。 

日 時    令和元年１１月９日（土） 

授業・施設見学会         ９：３０ ～ １１：３０   要申込    ※中学１～３年生の授業を参観してください 

親子サイエンスクラフト              ①１３：００～ ②１４：３０～  要申込  

入試対策教室 （1 回目）                ①１３：００～ ②１４：３０～  要申込 

静岡北中学校説明会 （主に初参加の方対象）   ①１３：００～ ②１４：３０～   

校長メッセージ （２回目以上の保護者の方対象）  ①１３：００～ ②１４：３０～   
個別相談・インターネット出願操作デモ体験     ①１３：００～  ②１４：３０～   

令和元年１１月２３日（土） 

親子パッケージデザイン教室            ①１３：００～  ②１４：３０～  要申込 

入試対策教室 （２回目）                 ①１３：００～ ②１４：３０～  要申込 

静岡北中学校説明会 （主に初参加の方対象）   ①１３：００～ ②１４：３０～   

校長メッセージ （２回目以上の保護者の方対象）  ①１３：００～ ②１４：３０～   
個別相談・インターネット出願操作デモ体験     ①１３：００～  ②１４：３０～   

        ※親子サイエンスクラフト、親子パッケージデザイン教室の受講は①１３：００～か、②１４：３０～のどちらか 
一つの時間帯とさせていただきます。①、②とも同一内容です。 

              ※入試対策教室の内容は各回異なります。保護者の方も同席できます。 

※保護者対象説明会を行います。（説明会申し込みサイトでのお申し込み） 

11/15（金）焼津文化会館、11/19（火）清水テルサ、11/20（水）グランシップ  （３会場とも１９時開始） 

 

場 所    親子サイエンスクラフト       （静岡北高校棟内生徒食堂） 
              親子パッケージデザイン教室        （静岡北中学校棟内） 
              入試対策教室・静岡北中学校説明会他 （静岡北中学校棟内）                        

対 象    小学５・６年生児童様及び保護者様 

定 員    親子サイエンスクラフト       ①、②各 ３０名 
              親子パッケージデザイン教室   ①、②各 ３０名   

※授業・施設見学会、静岡北中学校説明会等の定員はありません。 

持   ち   物    親子サイエンスクラフト【筆記用具、スリッパ、靴入れ袋】  

     （参加されるお子様用を用意してください。） 

   親子パッケージデザイン教室 【筆記用具、スリッパ、靴入れ袋】 

（参加されるお子様用を用意してください。） 

静岡北中学校説明会 【スリッパ、靴入れ袋】   

（参加されるお子様用、保護者様用を用意してください。） 

申 込 方 法   説明会申込みサイトでの申込み  （抽選結果は登録していただいたメールアドレスにお知らせいたします。） 
   お手数ですが、本校ホームページ（ ｈｔｔｐｓ：// shizukita．jp ）にアクセスしていただき、説明会申込サイトから案内に 

              従って申し込んでください。なお、初めての方は、ＩＤ・ＰＷの新規登録が必要になります。 

              ＦＡＸでの申込み 
          お手数ですが、裏面の参加申込ＦＡＸ用紙に必要事項を記入の上、本校宛に送信してください。 

 送信の際、表裏を間違えないよう注意してください。  ＦＡＸ ０５４-２６７-６１５０ 

そ   の   他    上記日程以外で個別対応、学校見学等を希望される場合は、下記に連絡してください。 
/   ☆お問合せ先 静岡北中学校 TEL ０５４-２６７-６１５１ （入試広報課 関、教頭 伊藤） 

 



静岡北中学校　　行

ふりがな

 

ふりがな

する ・ しない

駐車場の利用

１１月９日（土）開催

駐車場の利用

する ・ しない

１１月２３日（土）開催

　（　　）①13：00～

　（　　）②14：30～

申込み締切なし
初参加の方対象

（定員なし）

北中説明会

北中説明会

申込み締切なし
初参加の方対象

（定員なし）

 （　　）①13：00～

 （　　）②14：30～

 （　　）どちらでもよい

(　　　　人）

 （　　）①13：00～  （　　）①13：00～

申込み締切

10月31日（木）
１７：００

申込み締切

10月31日（木）
１７：００

申込み締切

10月31日（木）
１７：００

申込み締切なし
既に説明会に参加された

保護者の方対象

性別

電話番号

※抽選結果は、本校から電話連絡いたしません。親子サイエンスクラフトまたは親子パッケージデザイン教室に申込まれる場
合は、必ずこの欄を記入してください。抽選結果は、本校からＦＡＸまたはメールで連絡します。

参加する  ・  参加しない

①13：00 ～ ・ ②14：30 ～

１１月９日（土）開催

北中説明会 ・　校長座談会

参加する場合の時間帯

１１月２３日（土）開催

北中説明会 ・　校長座談会 参加する  ・  参加しない

参加する場合の時間帯 ①13：00 ～ ・ ②14：30 ～

※　参加申込み後、急用等でキャンセルされる場合は、すみやかに本校まで連絡してください。（静岡北中学校　054-267-6151）

※　開催に関して急な変更が生じた場合のみ、記入していただいた電話番号に連絡させていただく場合があります。

※　記入していただいた個人情報は、体験教室・説明会の連絡以外には使用いたしません。

※  親子サイエンスクラフト、親子パッケージデザイン教室の抽選結果に関して、電話での問合せは遠慮してください。

参加申し込みＦＡＸ用紙

親子サイエンスクラフト・学校説明会または親子パッケージデザイン教室・学校説明会の両方に申込まれ、
親子サイエンスクラフトまたは親子パッケージデザイン教室が抽選にはずれてしまった場合について、どちらかに○をつけてください。

 （　　）②14：30～

１１月９日（土）　親子サイエンスクラフト ・ １１月２３日（土）　親子パッケージデザイン　参加申し込み

参加を希望される時間帯の（　　　）に○をつけ、人数を記入してください。
※FAXで申込まれる方は太枠内を必ず記入してください。

抽選結果連絡用メールアドレス（携帯電話、ＰＣ等）

抽選結果連絡用ＦＡＸ番号（自宅等）

※　親子サイエンスクラフトの抽選結果は、１１月１日（金）、親子パッケージデザイン教室の抽選結果は１１月１５日（金）にお知らせ
     する予定です。万が一連絡がない場合は、お手数ですが本校まで一報をお願いいたします。

抽選結果連絡用
ＦＡＸ番号
または

メールアドレス
記入欄

（どちらかを必ず
       ご記入ください。）

参加児童氏名

同伴保護者氏名 小学校

年生　

 （　　）②14：30～

第1回入試対策教室 校長メッセージ

（定員なし） （定員なし）

個別相談
インターネット出願操作

デモ体験

 （　　）どちらでもよい

(　　　　人）

(　　　　人）

 （　　）どちらでもよい

(　　　　人）

 （　　）どちらでもよい

(　　　　人）

 （　　）②14：30～

授業・施設見学会

（定員なし）

9:30 ～ 11:30

親子サイエンスクラフト

（定員あり）

 （　　）①13：00～

申込み締切なし

（定員なし）

　  （　　）①13：00～

  　（　　）②14：30～

(　　　　人）

　（　　）②14：30～ 　（　　）②14：30～ 　（　　）②14：30～

※ 親子サイエンスク
　　ラフト・親子パッケ
　　ージデザイン教室
　  の受講は①か②
    のどちらか１つの
    時間帯とさせてい
    ただきます。

　（　　）①13：00～ 　（　　）①13：00～ 　（　　）①13：00～

（定員あり） （定員なし） （定員なし）

親子パッケージデザイン教室 第2回入試対策教室 校長メッセージ

　（　　）どちらでもよい

(　　　　人）(　　　　人） (　　　　人） (　　　　人）

申込み締切
11月14日（木）

１７：００

申込み締切
11月14日（木）

１７：００

申込み締切なし
既に説明会に参加された

保護者の方対象

　（　　）どちらでもよい 　（　　）どちらでもよい 　（　　）どちらでもよい

　  （　　）どちらでもよい

(　　　　人）

個別相談
インターネット出願操作

デモ体験

申込み締切なし

（定員なし）

　  （　　）①13：00～

  　（　　）②14：30～

　  （　　）どちらでもよい


