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2016年度 藤沢市立村岡中学校 進路通信

ＥＳＰＯＩＲ VOL. 17 2016年７月20日（水） 発行

エ ス ポ ワ ー ル

夏休みになります

夏休み前、最後の説明会の案内となりました。本校に来ている案内は以下で全てになりま

す。どの学校も説明会などの開催はあると思いますが、案内が来ていない学校については各

自で開催日程などを調べてください。申込が必要な学校もありますが、最近は中学校を通さ

ずに各自で申込をするものがほとんどですので、指定された方法で申込をしてください。申

し込みなどで困ったことがあったら、担任または学年の先生に相談をしてください。

説明会などに参加するときの注意は「夏休みのしおり」P．12に出ています。必ずよく読

んでから申込または参加をするようにしてください。もちろん申し込んだらやむを得ない事

情がない限りは必ず参加してください。そして参加をしたら忘れないうちに記録カードに記

載しておきましょう。

尚、公立高校入学者選抜の募集案内（今年度はラベンダー色の表紙です）を配付しました

ので目を通すようにしましょう。

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。

○神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校《公立高校・茅ヶ崎市》

学校説明会 ８／20（土） 茅ヶ崎市民文化会館

部活動体験・見学 ８／26（土）

申込：部活動体験は申し込みが必要です。各自でＨＰから申し込んでください

オープンスクール（授業見学、部活動見学）10／29（土）

学校説明・入試説明会（部活動見学あり） 11／12（土）・12／10（土）

○向上高等学校《私立高校・伊勢原市》

学校説明会 ７／29（金）・９／10（土）・11（日）・10／８（土）

入試説明会 11／３（木）・11／12（土）・11／23（水）・11／26（土）・12／３（土）

12／１（木）～７（水） 17：00～

※ 上記の説明会では授業見学・部活動見学などの内容が少しずつ違いますので、詳し

くはＨＰなどで確認してください。

※ 平塚駅からスクールバスが運行されています。 （２ページに続きます）
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○神奈川県立横浜修悠館高等学校《公立高校・横浜市》

中学生対象体験スクーリング ８／６（土） 各自で往復ハガキにて申込が必要です

教室に案内がありますので参照してください。７／21（木）

学校説明会 11／５（土）・12／３（土） 申込不要

学校見学 日数が多いので省略します（ＨＰ参照してください）。申込が必要です。

○東京芸能学園高等部《私立サポート校・東京都》

スペシャル体験レッスン・学校説明会 ７／25（月）～30（土）

申込：各自でＨＰから申し込み

○国立音楽院高等部《私立サポート校・東京都》
くにたち

オープンキャンパス ～７／31（日）まで 日数が多いため省略します。

合同説明会 ～７／30（土）まで 詳細および申込はＨＰをご覧ください。

○武相高等学校《私立高校・横浜市》

オープンキャンパス ８／27（土） 体験コーナーは申込が必要です。

申込：同時に配付（男子のみ）した別紙の裏のＦＡＸのフォーマットを利用して各自

で申し込んでください。

説明会 10／１（土）・10／29（土）・11／５（土）・11／19（土）

クラブ見学 特進コース相談 11／26（土） 参加クラブは９月以降にＨＰで発表

説明会・個別相談会 12／３（土）

学園祭（文化祭） ９／25（日）

○翔洋学園高等学校《サポート校・藤沢市》

学校説明会（藤沢学習センターのみ） ８／６（土）・９／17（土）・10／15（土）

○秀英高等学校《私立高校・横浜市》

体験授業 ７／23（土）～11／26（土） 上履き・筆記用具持参

申込：前日までに保護者の方が電話にて申し込んでください（本人不可）

○神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会 ８／17（水） 関内ホール 藤沢市は13：30～の回です

10／８（土）・12／３（土） 体育館 部活動見学もできます

※ 全て申込不要です

○神奈川県立光陵高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会 ８／19（金） 西公会堂

11／12（土）・12／10（土） 光陵高校

光陵祭ミニ説明会 ９／17（土）・18（日）

※ 申込も含めてＨＰを参照してください （３ページに続きます）
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○藤嶺学園藤沢高等学校《私立高校・藤沢市》

夏休み見学会 ７／22（金）・８／23（火）・８／24（水） 申込不要

※ 案内が数部ありますので、希望者は担任の先生まで申し出てください

○神奈川県立綾瀬高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会 第１回 ８／22（月） 海老名市文化会館

第２回 11／23（水） 綾瀬市文化会館

個別相談会 １／14（土）

彩綾祭（文化祭） ９／３（土）

オープンスクール 10／22（土） 個別相談会も実施

○神奈川県立氷取沢高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会 ８／21（日） 磯子公会堂

10／８（土）・11／26（土） 氷取沢高校

ミニ学校説明会 12／23（金） 申込が必要です

学校へ行こう週間 10／３（月）～７（金）

※ 氷取沢高校と磯子高校は再編計画の対象校で両校は卒業後に統合されるため、氷取

沢高校での最後の卒業生となります。

○和光高等学校《私立高校・町田市》

夏の学校説明会 ８／６（土）・８／20（土）

オープンスクール ９／３（土） 受験生交流会

秋の学校説明会 ①10／15（土）・②11／19（土）・③11／26（土）・④12／４（土）

①②④は受験生交流会も開催、③は体験授業も実施

和光祭（文化祭） 10／29（土）・30（日）

○川﨑市立 橘 高等学校《公立高校・川崎市》
たちばな

普通科学校説明会 ８／19（金） エポックなかはら ８／９（火）締切

（内容は同じです） 11／26（土） 橘高校アリーナ 11／16（水）締切

スポーツ科説明会・体験学習 11／19（土） 11／９（水）締切

国際科説明会・体験学習 ９／17（土） ９／７（水）締切

11／19（土） 11／９（水）締切

申込：各自ＦＡＸまたは郵送などで申込（フォーマットはＨＰにもあります）。

○清心女子高等学校《私立通信制高校・横浜市》

学校説明会 ７／23（土）・８／27（土）・10／29（土）・11／12（土）・11／19（土）

・11／26（土）・12／３（土）・12／10（土）・１／７（土）

オープンキャンパス ９／３（土） （４ページに続きます）
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○国立高等専門学校４校 合同進学説明会

釧路工業高専／弓削商船高専（愛媛県）／高知工業高専／広島商船高専の４校です

９／11（日） 学術総合センター（東京都千代田区）

申込：各自でハガキまたはＦＡＸ、電話、E-mailのいずれかで申込 ９／２締切

○国立館山海上技術学校《国立学校・千葉県館山市》

体験入学 ８／３（水）・10／１（土）

学校説明会 11／26（土）

申込：各自で電話またはＦＡＸ（フォーマットは進路担当まで）、ＨＰから申し込み

※ 高卒の資格は取れます。

○日本ウェルネス高等学校 東京キャンパス《私立サポート校・東京都》

各種体験 部活動、保育（７／26）、ドッグシャンプー（７／26・８／23）、

ドッグトレーナー（７／28）

荒俣宏の海あそび塾、マンガ描き方教室など

申込：各自で申し込んでください。

○湘南国際アカデミー高等部《私立サポート校・藤沢市》

学校相談会 ７／９（土）～８／31（水）・９／５（月）～12／16（金）

オープンキャンパス ８／６（土）～12／17（土）

実技体験（介護・アロマ）あり → 申し込みが必要です

※ 来春開講予定で、みなさんは１期生となります。アロマと介護が学べる学校です。

○日本大学藤沢高等学校《私立高校・藤沢市》

学校見学会 ７／23（土）・７／28（木）・８／24（水）・８／27（土）

申込：各自でＨＰから申込が必要です

高校入試説明会 11／５（土）・11／19（土）・12／３（土） 申込不要

※ 基本的には保護者対象の説明会なので、生徒は保護者同伴で来るようにとのことです。

○神奈川県立藤沢工科高等学校《公立高校・藤沢市》

学校説明会 ７／23（土）・11／５（土）・12／17（土）

わくわく工作教室 ８／９（火） 申込：詳細はＨＰを閲覧してください

○神奈川県立秦野総合高等学校《公立高校・秦野市》

体験授業・学校説明会 ７／31（日）

学校説明会 ８／27（土）・28（日）・11／26（土）・12／10（土）・１／５（木）

８月は部活動体験あり

清峰祭（文化祭） ９／３（土）・４（日）

※ 全て申込不要 （右ページに続きます）
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○横須賀学院高等学校《私立高校・横須賀市》

学校見学会 ８／13（土）・15（月）・16（火） 上履き持参

申込：理科実験講座のみ申込が必要で、ＨＰから、または電話で申し込んでください

文化祭 ９／22（木）

オープンデー 11／３（木）

学校案内日 11／23（水）・12／３（土）・12／10（土）

学校説明会 毎週月曜日

○自然学園高等学校《私立通信制高校・相模原市》

表記の学校の学校説明会などはＥＳＰＯＩＲ vol.９でお知らせしましたが、来春 藤沢に

も学習センターが開講予定するそうです。

○代々木高等学校 県央キャンパス《私立サポート校・大和市》

学校説明会・個別相談 ８／６（土）・８／20（土）

申込：ＦＡＸまたは電話にて申込が必要です（フォーマットは村岡中にあります）

○横浜学園高等学校《私立高校・横浜市》

オープンスクール ８／20（土） 詳しい講座は掲示を見てください

申込：各自でＨＰからまたはＦＡＸにて申込が必要です

（フォーマットは村岡中にあります）

○神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校《公立高校・茅ヶ崎市》

部活動見学 ８／２（火）・３（水）

学校見学 ８／22（月）～24（水）

学校へ行こう週間 10／11（火）～15（土）

オープンスクール・第１回学校説明会 10／15（土）

第２回学校説明会 12／10（土） 寒川町民センター

学校見学 10／19～12／21の原則毎週水曜日

※ 「学校へ行こう週間」以外は申込不要です。特に場所の記載がないものは茅ヶ崎北

陵高校が会場です。

○神奈川県立希望ヶ丘高等学校《公立高校・横浜市》

学校説明会・校内見学会 ７／24（日） 旭公会堂

８／27（土） 瀬谷公会堂

11／26（土） 希望ヶ丘高校

最後は公私合同説明会の案内です。近隣の鎌倉・湘南地区と茅ヶ崎・寒川地区の案内を載せ

ておきます。また他地区の学校も県教委のＨＰを見てください。 （６ページに続きます）


