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2016年度 藤沢市立村岡中学校 進路通信

ＥＳＰＯＩＲ VOL. 15 2016年７月15日（金） 発行

エ ス ポ ワ ー ル

学校説明会情報 詳細はＨＰを参照するか担任・進路担当まで問い合わせてください。

公立高校の案内も多くなりました。今号では特大号としてたくさん紹介します。夏休みの

予定を立てる際の参考にしましょう。

○白鵬女子高等学校《私立高校・横浜市》

オープンスクール ７／24（日）・８／21（日）・９／11（日） 申込不要

記念祭（文化祭） 10／１（土）・10／２（日）

学校説明会 10／23（日）・11／６（日）・11／13（日）・11／20（日）

・11／26（土）：午前推薦／午後一般・12／３（土）

入試個別相談会 12／10（土） 申込不要

○音楽学校メーザー・ハウス高等部《私立サポート校・東京都》

学校説明会 ７／24（日）・８／７（日）・８／28（日）・９／25（日）・10／23（日）

・11／20（日）・12／18（日）

レッスン見学 月・火・水・金 開催（お盆前後・年末年始は設定のない日があります）

個別相談会 毎週土曜日 開催（〃）

※ 2016年度に開校した学校です。

○豊島学院高等学校／昭和鉄道高等学校《私立高校・東京都》

学校説明会・体験授業など、日数が多いため日程などは省略します。詳細および申込はＨ

Ｐをご覧ください。体験入学・個別相談は電話にて申込が必要です。

上履き・筆記用具を持参。

○ヒューマンキャンパス高等学校《私立サポート校・横浜市》

学校相談会はほぼ毎日、体験授業も７月は17（日）・18（月）・30（土）など

JOB FESTA ８／２（火） 各自で電話かメールで申込

○楠の木学園《私立サポート校・横浜市》

オープンスクール ８／20（土）・10／８（土）・12／３（土）・１／21（土）

※ 不登校や、「発達障がい」（学習障がい、ADHD、自閉症スペクトラムなど）高校中

途退学など公・私教育機関では適切な対応が望めない中学生以上を対象とした学校で

す。 （２ページに続きます）
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○栄光ハイスクール《私立サポート校・東京都》

体験授業 ７／24（日）・８／21（日）・９／19（月）・10／22（土）・11／12（土）

・12／３（土） ※ 前日18：00までに要予約。

ダンスパフォーマンスコースは参加費1,000円（美容師コースは無料）。

学校説明会は月２回程度開催（日数が多いため日程などは省略します）。

○麻布大学附属高等学校《私立高校・相模原市》 上履き持参・予約不要

オープンスクール ８／20（土）

学校説明会 10／８（土）・11／23（水）体験授業の詳細はＨＰにて発表予定

翔渕祭（文化祭） ９／11（日）

※ 2014年に麻布大淵野辺高等学校から校名変更しました。

○湘南工科大学附属高等学校《私立高校・藤沢市》

学校見学会 ７／22（金）・７／26（火）・８／23（火） 申込が必要です

オープンスクール ８／４（木） 体験授業のみ申込が必要です

全体会は必ず参加すること

申込：各自でＨＰの申込フォームから申し込んでください 開催２日前に締切

体験授業の内容もＨＰに出ています

（村岡中学校には案内が来ていませんので各自でＨＰを参照してください）

※ 上履き持参・筆記用具を持参してください

○女子中高生のための実験体験イベント「Girl's SCIENCE Laboratory」（神奈川大学主催）

８／６（土）・19（日） 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス

８／７（日）・８（月） 神奈川大学横浜キャンパス

※ パンフレットを閲覧したい人は、理科の田畑先生まで。

○緑ヶ丘女子高等学校《私立高校・横須賀市》

学校見学会 ７／23（土）・８／20（土）

グリーン祭（文化祭） ９／22（木）

学校見学会・説明会 10／29（土）・11／３（木）

入試説明会 11／26（土）・12／３（土）

個別相談会 12／10（土）

入試体験 11／19（土）・12／10（土）

体験授業（幼児教育コース）10／１（土）・10／８（土）・11／５（土）

申込：入試体験・体験授業は各自で電話またはＦＡＸ、メールにて申込が必要です。

※「幼児教育コース」は県内唯一の設置です。

（３ページに続きます）
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○ＹＭＣＡ高等学院《私立サポート校・藤沢市》

学校説明会 ７／23（土）・８／27（土）・９／24（土）・10／22（土）・11／19（土）

・12／10（土）・１／14（土）・２／18（土）

公開授業 ９／19（月）

申込：各自で学校のＨＰか電話で

○バンタン高等学院《私立サポート校・東京都》

オープンスクール 事前予約で毎日開催

○青山ビューティー学院《私立サポート校・東京都》

体験会 ７／23（土）

※ 2017年度より美容師免許コースが開講します。

○日本音楽高等学校《私立高校・東京都》

学校説明会 ７／23（土）・９／17（土）・11／12（土）・11／20（日）・11／26（土）

・１／14（土）

体験入学 ８／６（土）・８／20（土）・10／29（土）・12／３（土）

総合学習上演「サウンドオブミュージック」 10／15（土）

音楽講習会 12／10（土）・12／11（日）

申込：ＦＡＸにて申込（フォーマットは村岡中にあります）

○柏木学園高等学校《私立高校・大和市》

オープンスクール ７／29（金）

文化祭 ９／17（土）

学校説明会 10／22（土）・11／５（土）・11／23（水）・12／３（土）・12／10（土）

※ 受験希望者は必ず参加してください

※ 2017年度から通信制の情報経済科の募集を取りやめ、新たに全日制普通科情報コー

スに改変します。募集定員などの要項は９月以降に発表となります。

○藤沢翔陵高等学校《私立高校・藤沢市》

オープンスクール ８／20（土）・21（日） 講座体験・部活動体験

申込：ＨＰから要申込 ８／19（金）13：00締切

○横須賀市立横須賀総合高等学校《公立高校・横須賀市》

体験入学 ８／17（水）・18（木） 本校生徒はＢグループでの行動になります。

事前申込不要 ただし希望する講座を受講できない場合があります

講座一覧は掲示などを見てください （４ページに続きます）
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○相洋高等学校《私立高校・小田原市》

詳細は同時に配付した別紙を参照してください

８／９（火） 学校説明会

８／20（土） クラブ（運動部）見学会

９／10（土）・11（日） 相洋祭（文化祭）

10／１（土） 公開授業

11／13（日）・11／19（土）・11／26（土）・12／３（土） 入試説明会

申込：全て申込が必要です。各自でＨＰの申込フォームから申し込んでください。

○ 橘 学苑高等学校《私立高校・横浜市》
たちばながくえん

オープンスクール ８／20（土） 申込が必要です・生徒のみ

学校説明会 ８／20（土）・10／１（土）・10／29（土）・11／12（土）

・11／26（土）・12／３（土） 予約不要

橘花祭（文化祭） 10／１（土）・２（日）

特別講座（国際コース・デザイン美術コース希望者） 10／29（土） 申込が必要です

個別相談会 12／８（土）～12（土） 要予約

申込：各自で①郵送・②ＦＡＸ・③電話・④E-mail・⑤ＨＰのいずれかで申込

※ 上履き持参

○立花学園高等学校《私立高校・足柄上郡松田町》
たちばながくえん

オープンスクール 申込が必要です

部活動体験 期日：８／１（月）・２（火）

授業体験 期日：８／３（水）

申込：各自電話またはＦＡＸにて申込（フォーマットはＨＰにあります）

立花祭 ９／10（土）・11（日）

入試説明会 10／15（土）・10／29（土）・11／13（日）

・11／19（土）・11／27（日）・12／３（土）

個別相談会 12／５（月）～９（金）

○神奈川県立弥栄高等学校《公立高校・相模原市》

学校説明会 ８／19（金） 相模原市民会館

11／12（土）・12／３（土） 弥栄高校

部活動体験 ８／20（土）

文化祭 ９／17（土）・18（日）

オープンスクール 10／22（土）

※ 再編計画の対象校で、学科などの改編があります。 （右ページに続きます）
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５・６ページは平塚地区の公立高校を中心に掲載します。

○神奈川県立平塚農業高等学校《公立高校・平塚市》

体験入学 ８／２（火） 申込が必要です（７／19必着・定員もあり）

講座の詳細はＨＰを参照してください

申込：各自で郵送またはＦＡＸ（フォーマットは進路担当まで）、ＨＰから申込

授業見学会・体験入学 10／15（火）

平農祭（文化祭） 11／５（土）・６（日）

学校見学会 11／26（土）

※ 詳細は追って発表されます。

○神奈川県立平塚商業高等学校《公立高校・平塚市》

体験入学・学校説明会

第１回 ７／29（金）・30（土） 要申込 ７／22（金）締切

※ ７／29（金）のみ保護者は参加できません

第２回 10／15（土） 要申込ですが、詳細は秋に発表されます

学校説明会 12／10（土） 申込不要・詳細は秋に発表されます

申込：電話またはＨＰから

※ 平塚農業高校と平塚商業高校は再編計画の対象校で、両校は在学中から統合され新し

い学校での卒業（１期生）となります。詳細は県教委からの冊子をご覧ください。

○神奈川県立平塚江南高等学校《公立高校・平塚市》

いずれも申込不要です

学校説明会 ８／13（土） 平塚市中央公民館 藤沢市は14：00～

入試説明会 11／５（土）・12／３（土） 体育館 10：00～（内容は同じです）

○神奈川県立高浜高等学校《公立高校・平塚市》

すべて申込は不要です

福祉体験教室 ８／26（金） 上履き持参

高浜祭（文化祭） ９／３（土）

学校説明会 10／15（土）・11／19（土）・12／17（土）

オープンスクール 10／17（月）～21（金）

※ 今年度から再編の対象で普通科福祉コースの募集を行いませんが、学校全体の教育

活動の中で福祉に関する学習を取り入れていくそうです。詳しくは説明会などで確認

してください。 （６ページに続きます）
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○神奈川県立平塚湘風高等学校《公立高校・平塚市》

学校説明会・部活動公開・個別相談 ８／27（土）・11／12（土）・12／17（土）

高校体験プログラム ８／27（土） 各自でＨＰより申込

文化祭 10／22（土）

個別相談会 １／10（火）～13（金） 各自で電話にて申込

○神奈川県立大磯高等学校《公立高校・中郡大磯町》

学校説明会 第１回 ８／19（金）説明会（第１回のみ平塚市中央公民館）

第２回 10／15（土）公開授業・説明会・部活動

第３回 11／12（土）説明会・校舎見学

第４回 12／10（土）説明会・校舎見学

※ 全て申込不要

○神奈川県立二宮高等学校《公立高校・中郡二宮町》

説明会・個別相談 ９／４（日） 二宮町生涯学習センター【ラディアン】

11／６（日） 小田原市民交流センター【ＵＭＥＣＯ】

11／26（土） 平塚市勤労会館

12／17（土） 二宮町生涯学習センター【ラディアン】

※ 体育館の改修工事のため、二宮高校での説明会はありません。【ラディアン】で開催す

る日の説明会後に希望者に見学の機会が設けられる予定です。

○神奈川県立平塚工科高等学校《公立高校・平塚市》

学校説明会 ８／20（土）

オープンキャンパス 10／８（土）

平工祭（文化祭） 10／29（土）・30（日）

入学者選抜説明会 12／10（土）

※ 申込はＨＰなどで確認してください

○神奈川県立横浜桜陽高等学校《公立高校・横浜市》

高校体験プログラム ７／22（金）

申込：各自で電話またはＦＡＸで申し込んでください（フォーマットは村岡中にもあ

ります）。７／19（火）17時締切

桜陽祭（文化祭） 10／８（土）・９（日）

桜陽オープンウィーク 10／24（月）～28（金）

桜陽部活動体験デー 10／29（土）

入選説明会 11／19（土）・12／17（土）

（７ページに続きます）
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○三浦学苑高等学校《私立高校・横須賀市》

オープンスクール

部活動体験 ７／23（土）・８／19（金）

授業体験 ８／20（土）

※ 各自ＦＡＸにて申込（フォーマットは村岡中にあります）

工業の日 ８／27（土） 申込不要

○湘南学院高等学校《私立高校・横須賀市》 上履き不要

第１回学校説明会 ８／４（木） ①10：00②11：00③13：00④14：00 各回定員制

申込：①郵送・ＦＡＸ ７／27（水）消印有効（ＦＡＸのフォーマットは進路担当まで）

②インターネット ７／28（木）

○神奈川県立鶴嶺高等学校《公立高校・茅ヶ崎市》

オープンスクール ８／22（月）・23（火）

参加パターン Ａ 説明会・体験授業希望者

Ｂ 説明会・部活動体験希望者

Ｃ 説明会のみ（希望者は学校見学も）

申込：各自で往復ハガキでの申込（必要事項は教室掲示の案内を参照してください）

７／20（水）必着

今後の学校説明会 10／29（土）・12／10（土） 詳細は秋以降に発表されます

○アイム湘南美容教育専門学校《私立高等専修学校・秦野市》

体験入学 ７／23（土） ８月以降はＨＰ参照

申込：電話またはＨＰから申込

○国際理容美容専門学校《私立専門学校・東京都》

体験入学 ７／16（土）～11／３（木）

学校説明会 ７／16（土）～１／14（土）

オープンスクール ９／10（土）・10／22（土）

申込：各自で電話またはハガキ，ＨＰ，E-mailなどから申込

○東京理容専修学校《組合立高等専修学校・東京都》

オープンキャンパス ７／23（土）・８／22（土）・９／３（土）・９／９（金）

（要予約） ・10／７（金）・11／25（金）・12／16（金）・１／13（金）

授業公開日 10／10（月） 青蔦祭（文化祭） 10／31（月）

学校見学 随時（申込が必要です） （８ページに続きます）
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○川﨑市立川﨑総合科学高等学校《公立高校・川崎市》

学校説明会 ９／10（土） 申込不要

各科説明会 11／５（土）・12／10（土） 申込が必要です（詳細はＨＰ参照）

体験教室 ８／１（月）～８／10（水） 申込が必要です（詳細はＨＰ参照）

文化祭 ９／24（土）・25（日）

※ 体験教室は学科によって開催日が違います。よく確認の上、申込をしてください。

○神奈川県立藤沢西高等学校《公立高校・藤沢市》

学校紹介 ７／30（土）・８／11（木） 視聴覚室 それぞれ午前・午後開催

申込：各自でＦＡＸで申込（フォーマットは村岡中にあります）。

フォーマットはＨＰからもダウンロードできます。

部活動体験交流会 ８／20（土）～11／12（土）

実施日は部活動によって違います。

申込：各自でＦＡＸで申込（フォーマットは村岡中にもあります）

フォーマットはＨＰからもダウンロードできるようになる予定です。

ただし「個人用」の「様式２」を使用してください。

締切：８月分 → ８／16（火） 10月分 → 10／７（金） 11月分 → 11／４（金）

授業公開・部活動見学 11／12（土）・14（月）・15（火） 申込が必要です。

西校祭（文化祭） ９／３（土）・４（日）

学校説明会 11／３（木）・12／17（土） 体育館 申込不要・上履き持参

※ 校舎改築中ですが新校舎は３月に完成予定です。グラウンドも改修済みだそうです。

○神奈川県立金井高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会 ８／18（木） 鎌倉芸術館 ８／19（金） 戸塚公会堂

10／29（土）・12／17（土） 金井高校

金井祭（文化祭） ９／11（日）

○神奈川県立深沢高等学校《公立高校・鎌倉市》

オープンスクール ８／27（土） 部活動体験・施設見学・個別相談

上履き持参・部活動体験に必要なものなど

申込：部活動体験は各自でＦＡＸまたは郵送にて申込が必要です。

体験できる部活動と時間は掲示を参照してください。

（フォーマットは村岡中にもきていますがＨＰからもダウンロードできます）

深高祭（文化祭） ９／３（土）

学校説明会 11／12（土）・12／17（土） 申込不要

★今回は８ページに渡っています。気をつけて見てください。


