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神奈川の高校展

2019

高校ガイドブック
「公私が共に協調、努力して、神奈川の子どもたちが神奈川の高校で生き生
きと学べる環境づくりをめざす。｣ことを目的に、平成18 年度に神奈川県、県
教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、横須賀市教育委員会、
県立高等学校長会、県私立中学高等学校協会、神奈川新聞社が実行委員会を
組織し、県内の公立高校と私立高校が合同で説明会を初めて開催しました。
令和元年度も、引き続き実行委員会を組織し、高校進学を希望する中学生
とその保護者の方々に進路選択の一助として、「神奈川の高校の魅力と情報｣
をお伝えすることを目的に、スタートアップイベントとして、6 月 15 日に「全
公立展｣、7 月 15 日に「全私学（中･高）展｣を開催し、さらにメインイベン
トとして、8 月に県内 12 会場で「公私合同説明・相談会｣を開催する予定に
なっております。
皆様のご来場をお待ちしております。

ご

挨

拶

皆さん、ようこそ「神奈川の高校展２０１９」へお越しくださいました。
神奈川県では、子どもたちの未来を応援する取組みを進めています。その中で「神奈川の高校」につい
ても、公立高校と私立高校が連携し、それぞれの特色を生かしながら、共に向上できる環境づくりを目指
すために、「公私協調事業」に取り組んでいます。
「神奈川の高校展」では、中学生の皆さんが進路を選択するに当たり、ご自身の高校生活の未来像をよ
り具体的に描けるように、「神奈川の高校」の個性や魅力をアピールしていきます。
まず、スタートアップイベントとして、６月に「全公立展」、７月に「全私学（中・高）展」を開催し、
高校生による日頃の活動成果の発表や、ポスターの展示、学校紹介などを通じて、公立・私立を問わず神
奈川の高校全体について多彩な情報を発信していきます。
また、８月にはメインイベントとして、各学校の特色をより身近に感じていただくため、学校ごとの活
動を紹介したり、皆さんからの個別相談に応じたりする「公私合同説明・相談会」を県内の１２会場にお
いて開催します。是非、より多くの会場に足を運んでいただき、
「神奈川の高校」の魅力を発見してください。
自分の将来の夢や目標を実現するため、皆さん一人ひとりが主体的に進路を考え、自分に合った高校を
選ぶことは、とても大切なことです。自分の長所や個性を大きく伸ばしてくれるのはどの高校なのか、皆
さんの進路選択の一助として、この機会を最大限に役立てていただければ幸いです。
そして、一人でも多くの皆さんに、「神奈川の高校」で学んでいただけることを心から願っています。
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公私協調事業
神奈川の高校展2019 スケジュール
●スタートアップイベント

全公立展

入場無料

全私学（中･高）展

入場無料

6月15日（土）午前10時〜午後3時30分 7月15日（月･祝）午前10時〜午後4時
パシフィコ横浜 展示ホール

パシフィコ横浜 展示ホール、アネックスホール

【主催】神奈川新聞社

【主催】神奈川県私立中学高等学校協会

●メインイベント

公私合同説明･相談会

入場無料

8月 ６日（火）県央東地区

8月 1日（木）川崎地区

やまと芸術文化ホール（シリウス）

法政大学第二中・高等学校

8月 7日（水）鎌倉湘南地区

8月 7日（水）平塚地区

日本大学 生物資源科学部

平塚市中央公民館

8月 8日（木）横浜中地区

8月 8日（木）秦野伊勢原地区

明治学院大学 横浜キャンパス

秦野市文化会館

8月 9日（金）横須賀三浦地区

8月 8日（木）相模原地区

横須賀市立横須賀総合高等学校

麻布大学・麻布大学附属高等学校

8月10日（土）横浜南地区

8月 9日（金）県央西地区

横浜市立大学 金沢八景キャンパス

神奈川工科大学

8月17日（土）県西地区

8月11日（日・祝）横浜北地区

国際医療福祉大学 小田原キャンパス

鶴見大学
【主催】神奈川の高校展実行委員会

お問い合わせ先：県教育委員会高校教育課

公私協調事業 神奈川の高校展 2019

☎045-210-8254

参 加 校 紹 介 の 見 方

※
設置者
（県・市・法人）

校章

学校名

学校紹介

行事スケジュール

公立
神奈川県立

■■■■高校

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
《所在地》
《利用交通機関》
●□□□線□□□□駅より□□□□□□□□
〒000-000 □□□市□□0丁目0番0号
電話：000
（000）
0000 FAX：000
（000）0000 ●□□□線□□□□駅より□□□□□□□□
●□□□線□□□□駅より□□□□□□□□
URL:http://www.0000000000000000000

創立：昭和00年

《学校説明会》
00月00日
（土）10：00〜11：00 本校
00月00日
（土）10：00〜11：00 本校
00月00日
（土）
10：00〜11：00 □□公民館
00月00日
（土）10：00〜11：00 □□公民館
《オープンスクール》
00月00日
（土）10：00〜11：00
00月00日
（土）10：00〜11：00
00月00日
（土）10：00〜11：00

本校
本校
□□公民館

《文化祭》
00月00日
（土）09：00〜15：00 本校
00月00日
（日）09：00〜14：00 本校

課程：全日制、
○○科

創立、
課程

校舎写真

所在地

利用交通案内

●高校の掲載順は、原則として公私立関係なく、学校が所在する市町村別（横浜市、川崎市、相模原市は区別）
になっています。
※法人名は学校によって省略させていただいている場合があります。
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横浜市
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

学 校 別索引（高校一覧）

※単位はページです

【 横浜市 】・ ・・・・・・・・・

5

横浜商科大学高等学校（私）

磯子区・・・・・・・・・・・・・・ 18

鶴見区・・・・・・・・・・・・・・

5

横浜富士見丘学園高等学校（私）

横浜学園高等学校（私）

追浜高等学校（県）

橘学苑高等学校（私）

【 横須賀市 】・ ・・・・・・・ 25

磯子工業高等学校（県）

海洋科学高等学校（県）

鶴見高等学校（県）

泉区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 12

氷取沢高等学校（県）

湘南学院高等学校（私）

鶴見大学附属高等学校（私）

秀英高等学校（私）

磯子高等学校（県）

津久井浜高等学校（県）

鶴見総合高等学校（県）

松陽高等学校（県）

横浜商業高等学校 別科（市）

三浦学苑高等学校（私）

白鵬女子高等学校（私）

横浜緑園高等学校（県）

東高等学校（市）

横浜修悠館高等学校（県）

緑ヶ丘女子高等学校（私）
金沢区・・・・・・・・・・・・・・ 19

横須賀大津高等学校（県）

金沢高等学校（市）

横須賀高等学校（県）

横浜サイエンス

瀬谷区・・・・・・・・・・・・・・ 13

金沢総合高等学校（県）

横須賀学院高等学校（私）

フロンティア高等学校（市）

瀬谷高等学校（県）

釜利谷高等学校（県）

横須賀工業高等学校（県）

聖ヨゼフ学園高等学校（私）

瀬谷西高等学校（県）

横浜高等学校（私）

横須賀総合高等学校（市）

横浜隼人高等学校（私）

横浜創学館高等学校（私）

横須賀明光高等学校（県）

関東学院六浦高等学校（私）

大楠高等学校（県）

法政大学国際高等学校（私）

神奈川区

7

・・・・・・・・・・・・

神奈川工業高等学校（県）

西区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 14

神奈川総合高等学校（県）

横浜平沼高等学校（県）

城郷高等学校（県）

【 川崎市 】・ ・・・・・・・・・ 20

【 三浦市 】・ ・・・・・・・・・ 28

川崎区・・・・・・・・・・・・・・ 20

三浦初声高等学校（県）

横浜翠嵐高等学校（県）

保土ヶ谷区・ ・・・・・・・・・ 14

大師高等学校（県）

横浜創英高等学校（私）

光陵高等学校（県）

川崎高等学校（県）

捜真女学校高等学部（私）

桜丘高等学校（市）

川崎高等学校（市）

【 逗子市 】・ ・・・・・・・・・ 28
逗子高等学校（県）
逗葉高等学校（県）

商工高等学校（県）
8

港北区・・・・・・・・・・・・・・
岸根高等学校（県）

保土ケ谷高等学校（県）

幸区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 21

横浜清風高等学校（私）

川崎総合科学高等学校（市）

慶應義塾高等学校（私）

聖和学院髙等学校（私）
【 鎌倉市 】・ ・・・・・・・・・ 29

幸高等学校（市）
15

大船高等学校（県）

港北高等学校（県）

戸塚区

清心女子高等学校（私）

上矢部高等学校（県）

中原区・・・・・・・・・・・・・・ 22

鎌倉高等学校（県）

英理女子学院高等学校（私）

戸塚高等学校（市）

大西学園高等学校（私）

鎌倉学園高等学校（私）

新羽高等学校（県）

舞岡高等学校（県）

川崎工科高等学校（県）

鎌倉女子大学高等部（私）

日本大学高等学校（私）

横浜桜陽高等学校（県）

新城高等学校（県）

北鎌倉女子学園高等学校（私）

・・・・・・・・・・・・・・

住吉高等学校（県）

七里ガ浜高等学校（県）

南区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 16

法政大学第二高等学校（私）

深沢高等学校（県）

関東学院高等学校（私）

橘高等学校（市）

武相高等学校（私）
緑区

9

・ ・・・・・・・・・・・・・・

【 厚木市 】・ ・・・・・・・・・ 30

霧が丘高等学校（県）

横浜商業高等学校（市）

白山高等学校（県）

横浜清陵高等学校（県）

高津区・・・・・・・・・・・・・・ 23

厚木高等学校（県）

横浜翠陵高等学校（私）

横浜国際高等学校（県）

高津高等学校（市）

厚木北高等学校（県）
厚木西高等学校（県）

横浜総合高等学校（市）
青葉区

・・・・・・・・・・・・・・

10

宮前区

・・・・・・・・・・・・・・

23

市ケ尾高等学校（県）

港南区・・・・・・・・・・・・・・ 17

田奈高等学校（県）

永谷高等学校（県）

桐蔭学園高等学校（私）

南高等学校（市）

多摩区・・・・・・・・・・・・・・ 23

元石川高等学校（県）

横浜南陵高等学校（県）

生田高等学校（県）

横浜明朋高等学校（県）

生田東高等学校（県）

川崎北高等学校（県）

厚木中央高等学校（私）
厚木清南高等学校（県）
厚木商業高等学校（県）

都筑区・・・・・・・・・・・・・・ 10
17

厚木東高等学校（県）
【 海老名市 】・ ・・・・・・・ 31

菅高等学校（県）

有馬高等学校（県）

荏田高等学校（県）

栄区

向の岡工業高等学校（県）

海老名高等学校（県）

川和高等学校（県）

金井高等学校（県）

多摩高等学校（県）

中央農業高等学校（県）

新栄高等学校（県）

横浜栄高等学校（県）

日本女子大学附属高等学校（私）

中央大学附属横浜高等学校（私）

柏陽高等学校（県）

百合丘高等学校（県）

・ ・・・・・・・・・・・・・・

【 愛川町 】・ ・・・・・・・・・ 32
愛川高等学校（県）

山手学院高等学校（私）
旭区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 11

麻生区・・・・・・・・・・・・・・ 25

旭高等学校（県）

中区・ ・・・・・・・・・・・・・・ 18

麻生高等学校（県）

【 大和市 】・ ・・・・・・・・・ 32

二俣川看護福祉高等学校（県）

みなと総合高等学校（市）

麻生総合高等学校（県）

柏木学園高等学校（私）

星槎高等学校（私）

横浜緑ケ丘高等学校（県）

桐光学園高等学校（私）

聖セシリア女子高等学校（私）

希望ケ丘高等学校（県）

横浜立野高等学校（県）

大和高等学校（県）
大和西高等学校（県）

横浜旭陵高等学校（県）
－4－

相模原青陵高等学校（県）

大和南高等学校（県）

津久井高等学校（県）

【 寒川町 】・ ・・・・・・・・・ 40
寒川高等学校（県）

【 小田原市 】・ ・・・・・・・ 43

城山高等学校（県）
【 座間市 】・ ・・・・・・・・・ 33
座間総合高等学校（県）

東海大学付属相模高等学校（私） 【 平塚市 】・ ・・・・・・・・・ 40
橋本高等学校（県）

平塚学園高等学校（私）

座間高等学校（県）

平塚工科高等学校（県）

相模向陽館高等学校（県）

【 藤沢市 】

・ ・・・・・・・・・

37

平塚江南高等学校（県）

藤沢清流高等学校（県）

平塚湘風高等学校（県）

鵠沼高等学校（私）

平塚農業高等学校（県）

綾瀬高等学校（県）

湘南工科大学附属高等学校（私）

平塚商業高等学校（県）

綾瀬西高等学校（県）

湘南高等学校（県）

高浜高等学校（県）

【 綾瀬市 】

・ ・・・・・・・・・

33

藤嶺学園藤沢高等学校（私） 【 大磯町 】・ ・・・・・・・・・ 42

相原高等学校（県）

日本大学藤沢高等学校（私）

麻布大学附属高等学校（私）

藤沢工科高等学校（県）

神奈川総合産業高等学校（県）

藤沢翔陵高等学校（私）

麻溝台高等学校（県）

藤沢総合高等学校（県）

上鶴間高等学校（県）

藤沢西高等学校（県）

上溝南高等学校（県）

大磯高等学校（県）

二宮高等学校（県）

秦野高等学校（県）

光明学園相模原高等学校（私）

アレセイア湘南高等学校（私）

秦野総合高等学校（県）

相模女子大学高等部（私）

茅ケ崎高等学校（県）

秦野曽屋高等学校（県）

相模田名高等学校（県）

茅ケ崎西浜高等学校（県）

相模原高等学校（県）

茅ケ崎北陵高等学校（県）

相模原総合高等学校（県）

鶴嶺高等学校（県）

私 立

学校法人橘学苑

橘学苑高等学校

創立:昭和17年4月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

鶴見高等学校

創立:昭和16年４月 課程:全日制

私 立

学校法人総持学園

鶴見大学附属高等学校

創立:大正13年

課程:全日制・普通科

【 伊勢原市 】・ ・・・・・・・ 43
伊勢原高等学校（県）
伊志田高等学校（県）

弥栄高等学校（県）

相洋高等学校（私）
小田原高等学校（県）
小田原城北工業高等学校（県）
西湘高等学校（県）
【 南足柄市 】・ ・・・・・・・ 45

【 大井町 】・ ・・・・・・・・・ 45

【 松田町 】・ ・・・・・・・・・ 45
立花学園高等学校（私）

【 秦野市 】・ ・・・・・・・・・ 42
【 茅ヶ崎市 】・ ・・・・・・・ 39

小田原東高等学校（県）

大井高等学校（県）

【 二宮町 】・ ・・・・・・・・・ 42

上溝高等学校（県）

旭丘高等学校（私）

足柄高等学校（県）

湘南台高等学校（県）
【 相模原市 】・ ・・・・・・・ 34

向上高等学校（私）

【 山北町 】・ ・・・・・・・・・ 45
山北高等学校（県）
【 開成町 】・ ・・・・・・・・・ 45
吉田島高等学校（県）
【 箱根町 】・ ・・・・・・・・・ 45
函嶺白百合学園高等学校（私）

本校では「グローバル社会・IT時代に活躍できる感性教育」を目標にしています。「国際コース」はニュージーランド
へ1年間留学することによって確実に語学力を高めます。「文理コース」には特別進学と総合進学のクラスがあり学力を
向上させ大学進学を実現します。「デザイン美術コース」は豊かな表現力を伸ばし、美術系大学への進学を実現します。

《利用交通機関》
●JR京浜東北線「鶴見駅」バス10分
●東急東横線「綱島駅」バス20分
●JR横浜線、横浜市営地下鉄「新横浜駅」
バス25分
〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35
電話: 045(581)0063 FAX: 045(584)8643
URL: http://www.tachibana.ac.jp

《学校説明会》
《オープンスクール》
8月17日（土）10:00～11:30 8月17日
（土）10:00～11:30
9月28日（土）11:00～12:00
10月19日（土）14:00～15:30 《文化祭》
11月16日（土）14:00～15:30 9月28日
（土）10:00～14:30
11月23日（土）14:00～15:30 9月29日
（日）10:00～14:30
《個別相談会》
11月30日（土）14:00～15:30
（土）
1月11日（土）14:00～15:30 《特別講座》国際・デザイン美術コース 12月7日
②16:00～
10月19日
（土）14:00～16:00 ①13:30～

－鶴見高校は「Challenge」する生徒を応援します－

鶴見高校は校是「文武両道・自主自立」 校訓「探求 真善美」を実現するためにChallengeする生徒を全力で応援します。
また、生徒の大多数が部活動に参加し、学習と部活動を両立しています。
こんな鶴見高校にあなたも入学してみませんか？

《利用交通機関》
●JR京浜東北線「鶴見」駅より
臨港バス
「寺尾中学入口」下車徒歩５分
●JR「川崎」駅より
臨港バス
「寺尾中学入口」下車徒歩５分
●東急東横線「綱島」駅より
臨港バス
「三ツ池口」下車徒歩12分
〒230-0012 横浜市鶴見区下末吉６丁目２番１号
電話: 045(581)4692 FAX: 045(584)8505
URL: http://www.tsurumi-h.pen-kanagawa.ed.jp

第１回学校説明会
８月17日
（土）
10:30～12:00 鶴見公会堂
鶴見区以外にお住まいの方を対象
13:30～15:00 鶴見公会堂
鶴見区にお住まいの方を対象

鶴陵祭
（文化祭）
９月７日
（土)・８日
（日）
夏期休業中の学校見学
7月22日
（月）
～8月23日
（金）
除く、土・日・祝日
午前の部 10:00～10:30
第３回学校説明会
午後の部 14:00～14:30
12月8日
（土） 午前中 本校 詳細は学校HPで順次ご案内します。
第２回学校説明会 部活動見学
11月９日
（土） 本校
13:30~14:30 学校説明会
14:40~16:30 部活動見学

教科エリア+ホームベース型の校舎では、各教科が専用のフロア・教室を持ち、生徒は授業の際、ホームベースから移動して
授業を受けます。生徒一人ひとりが自ら学びに取り組み、考える姿勢を育み、個々の才能を最大限に引き出すことが目的です。
国公立大学や難関私立大学への進学を希望する生徒を対象に、1年次から編成される特進コースと中堅大学を中心に、鶴見大
学・鶴見大学短期大学部を含めた幅広い進路希望に対応した総合進学コースを設置しています。両コースとも、生徒一人ひとり
に最適な学習進路プログラムを実施しています。また、禅の教えや作法にもとづくさまさまな学校行事を通して、豊かな心を育 《学校説明会》
みます。
10月12日(土) 14:00~15:30 本校

《利用交通機関》
●JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩15分
〒230-0063 横浜市鶴見区鶴見2-2-1
●京浜急行線「花月園前駅」徒歩10分
電話: 045(581)6325 FAX: 045(581)6329 ●東急東横線「綱島駅」下車
URL: http://www.tsurumi-fuzoku.ed.jp/
臨港バス20分「亀甲山」徒歩7分
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11月30日(土) 14:00~15:30 本校
《ミニ説明会》
12月7日(土) 14:00~15:00 本校 ※学校見学・個別相談あり
《体育祭》
9月28日(土) 9:00~15:00 本校
《光華祭
（文化祭）
》
11月 2日(土) 9:00~15:00 本校
11月 3日(日) 9:00~15:00 本校

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

大和東高等学校（県）

横浜市

※市区は先頭のページ数を表記しています

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

鶴見総合高等学校

創立:平成16年4月 課程:単位制による全日制

私 立

学校法人白鵬女子学院

白鵬女子高等学校

創立:昭和11年4月 課程:全日制

公 立

横浜市立

東高等学校

創立:昭和38年4月 課程:全日制・単位制普通科

私 立

学校法人法政大学

法政大学国際高等学校

開校16年目の総合学科高校です。年次進行型の単位制を活かしたカリキュラムマネジメントにより、興味・関心と進路希望に応じた
学習環境を用意しています。各種検定試験などの「学校外の学修」による単位認定も行っています。さらに、生活相談、健康相談、
進路相談、
履修ガイダンスなど、
一人ひとりに応じた相談体制を取っています。
また、たくさんの外国につながりのある生徒が学んでおり、校内外での交流活動を通じて、様々な文化を理解しあうことができます。

《利用交通機関》
●鶴見駅よりバス鶴見総合高校前下車すぐ
●川崎駅よりバス鶴見総合高校前下車すぐ
●京浜急行鶴見市場駅より徒歩17分
〒230-0031 横浜市鶴見区平安町2-28-8
電話: 045(506)1234 FAX: 045(504)8733
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tsurumisogo-ih/index.html

《横浜北地区公私合同説明会》
8月11日
（日・祝）
10:00～15:30 鶴見大学
《体験授業》
10月5日
（土）
11:00～12:00 本校
※事前のお申し込みが必要です。

世界とつながる環境で真の国際人を目指す

セレクト、国際、メディア表現、スポーツ、保育、フードコーディネート、総合の７コース制で特徴ある授業を実施。様々な国や
期間の留学制度も充実し、スポーツでもインターハイや世界大会で活躍しています。令和２年度入試からは帰国生入試を行います。

《利用交通機関》
●JR鶴見駅西口より臨港バス寺谷循環・東寺尾循環乗車
「白鵬女子高校前」下車
●JR・横浜市営地下鉄新横浜駅より臨港バス鶴見駅行き乗車
「三ツ池口」下車徒歩５分
●東急東横線綱島駅より臨港バス鶴見駅行き乗車
「三ツ池口」下車徒歩５分
〒230-0074 横浜市鶴見区北寺尾4-10-13
電話: 045(581)6721 FAX: 045(571)3372
URL: http://www.hakuhojoshi-h.ed.jp

＜オープンスクール＞予約不要
7月21日(日) 10:00～
8月18日(日) 10:00～
9月 8日(日) 10:00～
9月23日(月・祝) 10:00～
・保護者対象説明会、個別相談も実施します
＜記念祭
（文化祭）
＞
9月28日(土) 10:00～16:00
9月29日(日) 10:00～15:00

ユネスコスクール認定！

公 立

横浜市立

横浜サイエンス
フロンティア高等学校

創立:平成21年4月開校 課程:単位制による全日制理数科

私 立

学校法人アトンメント会

聖ヨゼフ学園高等学校

創立:昭和35年4月 課程:全日制

＜学校説明会＞予約不要
10月26日(土) 14:00～
11月 2日(土) 10:00～
11月10日(日) 10:00～
11月23日(土) 10:00～(推薦)
11月23日(土) 14:00～(一般)
12月 1日(日) 14:00～

＜個別相談会＞予約不要
11月24日(日)11:00～15:00
12月 1日(日)10:00～12:30
12月 8日(日)11:00～15:00

～SDGs×ESDによる活動～

「あたりまえのことをあたりまえに出来る人間」「物事を正しく判断し、他人に迷惑をかけない人間」とい
う教育理念のもと、56年の歴史を刻んできました。東高校であなたの可能性を広げてみませんか。

《利用交通機関》
●JR鶴見駅西口より臨港バス(01系統)「馬場
谷」下車3分
●JR横浜線・東急東横線菊名駅より臨港バ
)
ス(01系統「馬場谷」
下車3分
●鶴見・菊名両駅より市営バス(38・41系統)
「東高校前」下車1分
〒230-0076 横浜市鶴見区馬場3-5-1
電話: 045(571)0851 FAX: 045(585)5780
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/higashi/

《秋の学校説明会・見学会》 《東高祭》
《夏の学校説明会》
9月21日(土)・22日(日)
11月2日(土) 本校
7月27日(土) 28日(日)
10:00～14:30 鶴見公会堂
10:00～15:00 本校
11:50～ 受付
両日とも
12:05～ 授業見学
午前の部 受付10:00～
《冬の学校見学会》
13:20～ 説明会
12月25日(水) 本校
食堂開放の時間あります。
午後の部 受付13:00～
14:00～16:00 随時受付
施設見学、部活動見学できます。
なお、午前の部が満員になった場合は午後に
※施設見学と個別相談
個別相談コーナーあります。
まわっていただく場合があります。

＜主体的に学び、考え、行動し、多様な他者とつながる21世紀のグローバルシチズン（地球市
民）を育てる付属校＞として、2018年度「法政大学女子高等学校」から「法政大学国際
高等学校」に名称を変更し、男女共学となりました。国際バカロレア機構International
Baccalaureate Organization (IBO)からInternational BaccalaureateR Diploma Programme (IB
DP)を実施するIB World SchoolRに県内一条校（高校）で初めて認定されました。「IBコ
ース」と「グローバル探究コース」を設置。SGH
（スーパーグローバルハイスクール）指定校。

〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷1-13-1
創立:昭和24年10月 課程:全日制

《学校説明会(一般募集)》
10月 5日
（土）
12月14日
（土）
両日とも10:00～11:00 本校
《学校説明会(在県外国人等特別募集)》
《翔麗祭(文化祭)》
12月14日
（土）
10月20日
（日）
14:00～15:00 本校
※事前のお申し込みがが必要です。 10:00～14:30 本校

電話: 045(571)4482 FAX: 045(581)9991 《利用交通機関》
URL: https://kokusai-high.ws.hosei.ac.jp/ ●京急線 生麦駅

下車徒歩５分

《学校見学会》予約制
8月31日
（土）
9:30/10:30/11:30
《IB
（国際バカロレア）
説明会》予約制
8月 3日
（土）
10:00
《オレンジ祭
（文化祭）
》予約不要
9月28日
（土）
12:30～15:30
9月29日
（日）
9:00～15:30
《学校説明会》
10月19日
（土）
、11月9日
（土）
、11月30日
（土）
10:00/11:00

集え、未来のサイエンティスト

文部科学省指定「SSH（スーパーサイエンスハイスクール）
」
横浜市教育委員会指定「進学指導重点校」として、グローバル・リーダーを育成します。
《利用交通機関》
●ＪＲ 鶴見小野駅 徒歩3分
●ＪＲ 鶴見駅 徒歩20分
●京浜急行 花月園前駅 徒歩17分
〒230-0046 横浜市鶴見区小野町6番地
電話: 045(511)3654 FAX: 045(511)3644
URL: http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/sfh

【学校説明会】
【蒼煌祭
（文化祭）
】
7月27日
（土）
9月14日
（土）
午前2回・午後1回 計3回 本校
10:00~15:30 一般公開
7月28日
（日）
9月15日
（日）
午前2回・午後1回 計3回 本校
9:30~15:00 一般公開
11月2日
（土）
午前2回・午後1回 計3回 本校

一人ひとりの才能を伸ばし、"世の灯(ともしび)"となる人に

☆総合進学コース、アドバンスト・イングリッシュコースの２コース制。充実したカリキュラムで個々の可能性を広げます。
☆生徒一人ひとりの夢の実現に向けて、少人数制によるきめ細やかな指導を行っています。

《利用交通機関》
●JR鶴見駅西口より臨港バス5分「二本木」
下車、
または駅から徒歩15分
●東急線綱島駅・菊名駅より臨港バス15～
20分「二本木」下車
●JR・横浜市営地下鉄新横浜駅より臨港バ
ス25分「二本木」下車
〒230-0016 横浜市鶴見区東寺尾北台11-1
電話: 045(581)8808 FAX: 045(584)0831
URL: https://www.st-joseph.ac.jp/
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《キャンパスツアー》予約制
8月 5日
（月） 9：00～
《学校説明会》予約不要
8月22日
（木） 9：00～
10月12日(土)
8月23日
（金） 9：00～
10:00~11:30 本校
13：00～
《ヨゼフ祭(学園祭)》予約不要 11月 9日(土)
10:00~11:30 本校
9月15日(日)・16日(月・祝)
《オープンスクール（授業公開）》予約制 11月22日(金)
18:00~19:30 本校
10月19日
（土）
10:30～

☆総合進学コースでは総合的な教養を高め
英語はCEFR B1（英検２級レベル)
を目指します。アドバンスト・イングリッ
シュコースでは英語の授業を週10時間
以上実施し、CEFR B２( 英検準１級
レベル)を目指します。
☆両コースともクリティカル・シンキング
を学び、国際社会に通用する思考力と
表現力を育成します。

横浜市

公 立

神奈川工業高等学校

全 日 制

定

本校は創立108年目を迎えました。これまで３万人以上
の卒業生を送り出し、工業技術をはじめとして各方面で多
くの卒業生が活躍しています。校舎は平成７年に建てられ
た冷暖房完備の充実した施設であり、交通アクセスも大変
便利です。機械科・建設科・電気科・デザイン科があり、
「工業」の技術・技能を礎に、将来の国際社会で活躍する
スペシャリストを育成することを目指しています。

時

制

本校は定時制では数少ない工業科の高校です。機械・建
設・電気の3 科があり、多くの卒業生が多方面で活躍して
います。学校は東急東横線東白楽駅から徒歩４分の立地条
件に恵まれ、冷暖房完備の10階建ての校舎、食堂やグラウ
ンド照明等、充実した設備を誇っています。この恵まれた
環境で、働きながら学ぶ生活を基本に、人間性豊かな工業
人の育成を目指しています。さあ、君たちも一緒に学びま
せんか！

創立:明治44年5月
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●東急東横線「東白楽」駅下車徒歩4分
●JR横浜線・京浜東北線「東神奈川」駅下
車徒歩8分
●京浜急行線「仲木戸」駅下車徒歩10分
〒221-0812 横浜市神奈川区平川町19-1

電話: 045(491)9461
FAX: 045(413)4101
URL: http://www.kanagawa-th.pen-kanagawa.ed.jp

公 立

神奈川県立

神奈川総合高等学校

創立:平成７年4月 課程:単位制による全日制普通科

公 立

神奈川県立

城郷高等学校

創立:昭和62年1月 課程:全日制・普通科

《学校説明会》
7月20日
（土） 9:30～12:30 本校
10月26日
（土） 11:00～12:00 本校
12月14日
（土） 9:30～12:30 本校
《体験教室》※要申込み
7月30日
（火） 9:30～12:30 本校
7月30日
（火） 13:30～16:30 本校
《文化祭》
10月26日
（土） 10:00～15:30 本校
10月27日
（日） 10:00～15:00 本校
《TECH LAB2019》(中学生向け体験教室)※要申込み
6月～11月まで全7回開催 開催日程・申込みは本校HPにて

《学校見学会》
10月16日
（水）
18:00～19:30
11月20日
（水）
18:00～19:30
1月15日
（水）
18:00～19:30
《定時制通信制合同説明会》
12月 1日
（日）
13:00～16:00
《学校説明会・体験教室》
12月14日
（土）
13:00～17:00
《文化祭》
10月26日
（土）
18:00～20:00
10月27日
（日）
10:00～15:00

本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校

開会式
（生徒のみ）
一般公開

“ 生徒の数だけ時間割がある。” 本校には生徒一人ひとりが個性豊かに、主
体的に学ぶ
「単位制による普通科」
本来の姿があります。
国際色豊かな環境
の中、
生徒は互いに刺激し合いながら、
世界へ羽ばたく力を育みます。
《学校説明会①》
10月19日(土)
本校
詳細はHP参照
《学校説明会②》
12月７日(土)
本校
詳細はHP参照
《オープンスクール》
7月22日(月) 23日(火)
《利用交通機関》
9:00~12:30 本校
〒221-0812 横浜市神奈川区平川町１９－２ ●東急東横線[東白楽駅]下車徒歩3分
（文化祭）
》
電話: 045(491)2000 FAX: 045(491)3190 ●ＪＲ京浜東北線[東神奈川駅]下車徒歩８分 《翔鴎祭
9月21日(土) 22日(日)
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanagawasohgoh-h/ ●京浜急行線[仲木戸駅]下車徒歩10分

最寄駅は横浜市営地下鉄の片倉町（横浜から３駅、新横浜から２駅）で、そこから徒歩10分ほどの丘の上に
あります。横浜の中心部とは思えない緑豊かな自然環境の中にあり、学校からは日産スタジアムやランドマー
クタワー、遠く富士山を望むことができます。春には授業中にうぐいすの鳴き声が聞こえることもあります。
生徒の気質は明るく素直で、校舎も比較的新しく穏やかな雰囲気の学校です。教員は生徒一人ひとりに目を
配っており、生徒との距離の近さが特色になっています。
令和元年度よりインクルーシブ教育実践推進校に指定されました。
《学校説明会》

11月16日
（土） 10：00～12：00
12月14日
（土） 10：00～12：00
《利用交通機関》
《城峰祭
（文化祭）
》
●地下鉄片倉町駅下車
（１番出口）
徒歩10分
9月 7日
（土） 12：00～15：00
●市営バス36・82系統「片倉町駅」下車徒
9月 8日
（日）
9:30～14：30
〒221-0862 横浜市神奈川区三枚町364-1
歩10分
《中学1.2年生対象インクルーシブ教育実践推進校
電話: 045(382)5254 FAX: 045(382)7691 ●市営バス44・82系統「八反橋」下車徒歩 11月15日
（金） 13：30～15：30
URL: http://www.shirosato-h.pen-kanagawa.ed.jp
8分
11月16日
（土） 13：30～15：30

本校
本校
本校
本校
特別募集説明会》
本校
本校

公 立
神奈川県立

横浜翠嵐高等学校

全 日 制

定

本校は、大正３年（1914年）に県立第二横浜中学校として
開校され、昭和25年（1950年）に現在の県立横浜翠嵐高
等学校と改称しました。本校の教育は滝沢又市・初代校
長の「大平凡主義」をバックボーンに、現在の教育目標
である「人格を重んじ個性の伸長をはかる」など、開校以
来、自由で個性尊重の教育方針の下、伝統ある進学校と
して個性豊かな卒業生を送り出しています。

時

制

本校定時制は昭和39年に設置され、昨年で55年目を迎えま
した。働きながら学ぶ生徒が多く、これまでに2400余名の
卒業生を社会に送り出してきました。現在、定時制課程は
幅広い年齢層、様々な個性・国籍の生徒など約2 00 名が在
籍し、学習活動や特別活動、部活動等、何事にも精一杯努
力しております。

創立:大正3年（1914年）
課程:全日制・普通科、定時制・普通科

《利用交通機関》
●《利用交通機関》
●横浜駅西口市営バス34系統「沢渡循環」
10分「翠嵐高校前」下車
●市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」徒歩
12分
〒221-0854 横浜市神奈川区三ツ沢南町1番1号

電話: 045(311)5856
FAX: 045(312)9142
URL: http://www.yokohamasuiran-h.pen-kanagawa.ed.jp

《学校説明会》
7月29日
（月）
神奈川公会堂
9月28日
（土）
保土ヶ谷公会堂
《夏季休業中の学校見学》
7月31日
（水）
～8月2日
（金）
《学校見学会》
12月 7日
（土）
《翠翔祭
（文化祭）
》
６月22日
（土）
６月23日
（日）
《体育祭》
9月21日
（土)(予備日22日
（日))

《校内学校説明会》
11月16日
（土）
《合同学校説明会》
12月 1日
（日）
・学校見学は随時行っております。事前にお問い合わせください。
《翠翔祭
（文化祭）
》
6月22日
（土）
6月23日
（日）

－7－

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

神奈川県立

横浜
浜市 川崎市
横

私 立

学校法人堀井学園

横浜創英高等学校

横須賀市

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

創立:昭和15年4月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人捜真学院

捜真女学校高等学部

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

創立:1886年

公 立

課程:全日制

神奈川県立

岸根高等学校

相模原市

藤沢市

創立:昭和58年1月 課程:全日制

茅ヶ崎市

私 立

学校法人慶應義塾

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

慶應義塾高等学校

Challenge Your Dreams

横浜創英では一人ひとりの生徒を確実に伸ばし夢の実現を果たすことを目指します。部活動では、全国大会や関東大会に出場を果たす部も多数あります。
本校では学業と学校行事ならびに部活動の両立を目指します。
《利用交通機関》
●ＪＲ横浜線「大口駅」徒歩８分
●京浜急行線「子安駅」徒歩１２分
●東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩１７分
〒221-0004 横浜市神奈川区西大口２８
電話: 045(421)3121 FAX: 045(421)3125
URL: https://www.soei.ed.jp/

《学校説明会》
９月２２日
（日）
10：00～11：00 本校体育館
14：00～15：00 本校体育館
１０月２６日(土)
10：00～11：00 本校体育館
１１月１７日(日)
10：00～11：00 本校体育館
14：00～15：00 本校体育館

公 立

課程:全日制・普通科（男子）

神奈川県立

伊勢原市 小田原市 南足柄市

港北高等学校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和44年1月 課程:全日制

私 立

学校法人大谷学園

清心女子高等学校

創立:昭和43年

課程:通信制

《文化祭》
９月２８日
（土）
９月２９日
（日）
９
：
００～１５
：
００
個別相談コーナーを開設します。
受験生の方は生徒証を持参してください。

捜真は・・・・・
・ブレない人生の軸ができる場所
進路を切りひらく学びがある。

《利用交通機関》
●東急東横線「反町」駅下車
徒歩15分
●横浜市営地下鉄「三ツ沢下町」駅下車
徒歩15分
●横浜市営バス横浜駅発50系統
「捜真学院前」下車
〒221-8720 横浜市神奈川区中丸8
電話: 045(491)3686 FAX: 045(491)6715
URL: http://soshin.ac.jp/jogakko/

〈学校説明会〉
9月28日
（土）
10：00～12：00
10月19日
（土）
10：00～12：00
11月16日
（土）
10：00～12：00
11月30日
（土）
10：00～11：30

捜真祭
（文化祭）
9月21日（土）9：30～16：15
9月23日（祝）9：00～15：45

次代を担うことのできる人材を育成

緑に囲まれた落ち着いた環境の中、活発な授業や部活動、楽しい学校行事を通して豊かな人間性が育まれていま
す。盛んな地域交流を基盤に、地域の方々の温かく力強いバックアップを得て、のびやかに成長できる学校です。
《利用交通機関》
● JR横浜線「新横浜駅」下車徒歩15分
● 横浜市営地下鉄
（ ブルーライン
「) 岸根公園
駅」下車徒歩10分
● 市営バス停「岸根谷戸」下車徒歩5分
〒222-0034 港北区岸根町370
電話: 045(401)7872 FAX: 045(402)8406
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kishine-h/

＜学校説明会＞ ※ 予約不要
10月19日
（土）
10：30～12：30 本校
12月14日
（土）
10：30～12：30 本校
1月11日
（土）
10：30～12：30 本校

＜岸高祭 （文化祭）
＞
11月2日（土）・11月3日（日）
2日：11：00～14：30 本校
＜夏休み平日 学校・部活動見学＞
7月24日（水）～8月16日（金）
3日：10：00～14：30 本校
10：00 本校事務室前に集合 ＜体育祭＞
非公開
※平日のみ。予約不要。
5月30日
（木）

生徒数約 2200 名、
各学年 18 クラスからなる男子校です。
創立者福澤諭吉の
説く「独立自尊」の気風を養い、自主性と気品を重んじ、
「全社会の先導者」
となる人材の育成をめざしています。
慶應義塾の一貫教育の中で、
卒業後は
《学校説明会》
大学の各学部に推薦され、
受験勉強にとらわれない学習や研究、
課外活動に
本校への出願希望者はぜひご参加ください。
打ち込むことができます。
2018 年には新校舎が完成し、
「日吉協育モデル」
と
10月12日
（土）
10:00～11:30 本校
名付けた本校独自の教育の構築と実践を進めています。
11月 2日
（土）
10:00～11:30 本校

《利用交通機関》
電話: 045(566)1381 FAX: 045(566)1378 ●東急東横線・東急目黒線・横浜市営
地下鉄グリーンライン「日吉駅」徒歩5分
URL: http://www.hs.keio.ac.jp/

〒223-8524 横浜市港北区日吉4-1-2
創立:昭和23年

《個別相談会》
１１月２３日(土)
１０
：
００～
１２月 １日(日)
１０
：
００～
※ホームページより要予約
説明会は体育館で行いますので
上履きをご持参ください。

《文化祭
（日吉祭）
》
10月26日
（土）
10:00～17:00 本校
10月27日
（日） 9:00～15:30 本校
《体育祭
（陸上運動会）
》
10月 9日
（水） 9:00～15:00 本校
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
（事前予約はいずれも不要です。)
※時間については予定です。

やがて大樹になるために

自学力「課題を発見し解決するために必要な『自ら主体的に学び続ける力』」を育成します。授業力向上推進重点校として、全職員でアクティブ・ラーニングの視点による授業に取り組み、生徒の学力向
上の研究を進めています。緑豊かで落ち着いた環境のもと、生徒は日々の学習、思港祭や体育祭などの学校行事、部活動に熱心に取り組んでいます。目標に向かって成長し続ける皆さんをサポートします！

《利用交通機関》
●東横線「大倉山」駅下車徒歩約18分
市営地下鉄「新羽」駅下車徒歩約16分
●JR横浜線「新横浜」駅下車徒歩約25分
●JR京浜東北線「鶴見駅西口」
より市営バ
ス41系統「太尾堤」下車徒歩５分
〒222-0037 横浜市港北区大倉山7-35-1
電話: 045-541-6251 FAX: 045-545-7871
URL: http://www.kohoku-h.pen-kanagawa.ed.jp/

＜第１回学校説明会＞
７月31日
（水） 本校
８月 １日
（木） 本校
８月 ２日
（金） 本校
いずれも10:00～、11:00～申込制

＜第２回学校説明会＞
＜体育祭＞
11月９日
（土） 本校
６月５日
（水）
9:30～、11:30～
申込不要
（非公開）
＜第３回学校説明会＞
＜文化祭＞
12月14日
（土） 本校
９月７日
（土）
10:00～、11:00～ 申込制 ９月８日
（日）

～未来へはばたくステージへ～

女性として、また、人間としての誠実な生き方を身につけることに重点を置いています。他人を思いや
り、何事にも誠意ある態度で接し、努力を忘れない、信頼される人間を育成します。

《利用交通機関》
●東急東横線「白楽駅」下車徒歩7分
●横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園駅」
下車徒歩15分
〒222-0024 横浜市港北区篠原台町36-37
電話: 045(421)8864 FAX: 045(423)8182
URL: http://www.seisin.ed.jp/

－8－

＜学校説明会＞本校にて
7月20日（土）10:00～11:30
8月31日（土）10:00～11:30
10月26日（土）10:00～11:30
11月 9日（土）10:00～11:30
11月16日（土）10:00～11:30

11月30日（土）10:00～11:30
11月30日（土）14:00～15:30
12月 7日（土）10:00～11:30 ＜オープンキャンバス＞本校にて
12月 7日（土）14:00～15:30 9月 7日（土）10:00～11:30
12月21日（土）10:00～11:30 ＜文化祭＞
1月 6日（月）10:00～11:30 11月 3日（日）10:00～15:00

高木学園

英理女子学院高等学校

神奈川県立

新羽高等学校

《利用交通機関》
●ＪＲ横浜線 「菊 名」駅下車徒歩7分
●東急東横線 「菊 名」駅下車徒歩7分
●市営地下鉄 「新横浜」駅下車徒歩16分
〒222-0011 横浜市港北区菊名7-6-43
電話: 045(431)8188 FAX: 045(431)8263
URL: http://www.eiri.ed.jp

日本大学高等学校

創立:昭和17年

公 立

課程:全日制・普通科

神奈川県立

公 立

神奈川県立

白山高等学校

創立:昭和51年

課程:全日制

《利用交通機関》
●市営地下鉄ブルーライン「岸根公園駅」
東急東横線「妙蓮寺駅」 いずれも徒歩10分
●JR横浜線「新横浜駅」徒歩18分
●横浜市営バス38系統「武相台」下車徒歩2分
※自転車通学も認めています
〒222-0023 横浜市港北区仲手原2-34-1
電話: 045(401)9042 FAX: 045(401)3746
URL: http://buso.ac.jp/

《学校説明会》
① 9月21日(土)13:30～
②10月19日(土)13:30～
③11月 2日(土)13:30～
④11月23日(祝) 9:30～
⑤11月23日(祝)14:00～
⑥11月30日(土)13:30～
⑦12月 7日(土) 9:30～
※本校 ※予約不要

《オープンキャンパス》
8月24日(土) 9:00～
※夏休み前にチラシや
ホームページで告知。
※一部要予約講座あり。
《個別相談会》
11月30日(土)・12月7日(土)
※予約不要。
※説明会⑥⑦と同時並行。

《学園祭》
9月29日(日) 9:00～
《体育祭》 雨天延期
10月 5日(土) 9:00～
《外部の相談会》
7月15日(祝) 神奈川全私学展
8月 1日(木) 公私合同(法政二)
8月 8日(木) 公私合同(明学大)
8月11日(日) 公私合同(鶴見大)

「チャレンジする生徒の育成」を目標とし、授業では能動的生徒参加型授業（主体的・対話的で深い学び）を通じ、確かな学力の定着と思考力・判断
力・表現力等の育成を図るとともに、部活動を推進し、心身ともにたくましく健康で、豊かな個性、徳性を身に付けた生徒の育成を目指しています。
また、来年度からは「インクルーシブ教育実践推進校」として新たなスタートを切ります。お互いの人格と個性を尊重しながら、障がいのある生徒と
共に学校生活を送ることで、共生社会の実現に向けた姿勢を育てます。
《利用交通機関》
● 田園都市線 青葉台駅よりバス20分
● JR横浜線 十日市場駅よりバス10分
長津田駅よりバス10分
● 相鉄線 三ツ境駅よりバス20分
鶴ヶ峰駅よりバス25分
〒226-0016 横浜市緑区霧が丘6-16-1
(
電話: 045 921)6911 FAX: 045(923)0753
URL: http://www.kirigaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《学校説明会》
8月10日（土）
① 11:00~ ② 13:30~ 緑公会堂
10月 5日（土）９:45～ 本校
11月23日（土）10:00～ 本校
《部活動体験》
10月 5日（土）10:30～12:30 本校
《授業体験》
11月23日（土）11:00～12:00 本校

《文化祭》
9月 7日（土)・８日（日）
10:00～15:00 本校
《個別ガイダンス》
12月14日（土）９:00～12:00 本校

－「夢・目標 ここで、未来をみつけよう」普通科・美術科－
個性を伸ばし、豊かな人間性を育てることを目標とし、普通科では基礎学力の定着と進路に合わせた学力の
充実、美術科では穴窯焼成、古美術研修などのユニークな授業と進路にあわせたカリキュラムが特徴です。
《利用交通機関》
●JR横浜線
「鴨居」駅下車 横浜市営バス白山高校行10分
●JR横浜線
「中山」駅下車 横浜市営バス白山高校行15分
●相鉄線
「西谷」駅下車 横浜市営バス「千丸台団地」下車 徒歩15分
〒226-0006 横浜市緑区白山4-71-1
電話: 045(933)2231 FAX: 045(935)0573
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hakusan-h/

－9－

第1回学校説明会
7月13日
（土）
10:00~12:00 本校
第2回学校説明会
10月26日
（土）
14:00~16:00 本校
第3回学校説明会
11月23日
（土）
詳細は後日お知らせします

授業体験・部活動体験
8月21日
（水）
詳細は後日お知らせします
文化祭
（楓祭）
10月18日
（金）
一般公開はありません
10月19日
（土）
10:00~14:30
（予定）

美術科校外展「17歳の表現」
7月26日
（金）～28日
（日）
詳細は後日お知らせします
白山美術展
1月10日
（金）～13日
（月）
詳細は後日お知らせします
学校見学（要問い合わせ）
毎週水・木曜日
16:00～17:00

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和50年1月 課程:全日制・普通科

情熱あふれる男子校！

○学習時間も多く難関大学を目指す「特進コース」、部活動でも上を目指しつつ上位大学を目指す「進学コ
ース」、文科クラスと体育クラスがあり基礎から丁寧に学ぶ「総合コース」の3つのコースで募集しています。

伊勢原市 小田原市 南足柄市

霧が丘高等学校

思考力☆忍耐力☆鍛錬力

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

武相高等学校

《学校見学会・ミニ説明会》
《桜苑祭
（文化祭）
》
※事前の申し込みが必要です
9月14日
（土）9:00～15:30
本校webサイト，申し込みフォーム
9月15日
（日）9:00～15:30
よりお申込みが可能です。
※当日はスクールバスを運行しています。 ※開催日は申し込みフォームカレンダー
※上履きをご持参ください。
をご覧ください。

《学校説明会》
10月19日（土）13:30～（説明）
11月 9日（土）14:00～（入試）
12月 7日（土）13:30～（入試）
※本校アリーナで実施
※予約必要なし
※開始30分前よりアトラクション実施
※校内見学・個別相談をご希望の
方は上履きをご持参ください。

茅ヶ崎市

学校法人武相学園

《利用交通機関》
●東急東横線・目黒線「日吉駅」下車12分
●横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」
下車12分
●通学時にスクールバスを運行しております。
〒223-8566 横浜市港北区箕輪町2-9-1
電話: 045-560-2600 FAX: 045-560-2610
URL: http://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/

藤沢市

私 立

high！～常に高みを目指そう～

現役 進学率9 0％以上！付属校・進学校のメリットを併せ持つネオハイブリット校，国公立・難関私大・
医学系統の合格実績が大きく上昇しています！【総合進学・特別進学・スーパーグローバルの3クラス制】

相模原市

創立:昭和5年3月 全日制課程:

Aiming

【学校説明会】
11月16日（土） 本校
10:00～
12月14日（土） 本校
13:00～
【ウィンターライブ】
12月14日（土）
15:00～
本校

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

学校法人日本大学

電話: 045(543)8631 FAX: 045(545)7794
URL: http://www.nippa-h.pen-kanagawa.ed.jp

【サマープロジェクト】
【飛翔祭（文化祭）】
8月16日（金） 本校
9月14日（土） 本校
9:30～10:00 学校説明会
12:00～15:00
10:15～11:05 体験授業
9月15日（日） 本校
11:20～12:50 部活動体験
10:00～15:00
※事前予約制です。

海老名市

私 立

【学校説明会(キャリア部)】
9月28日(土)13:00～
10月19日(土)13:00～
11月 2日(土)13:00～
11月16日(土)13:00～
11月23日(土・祝)10:00～
11月30日(土)13:00～
12月 7日(土)13:00～

－新羽から次のステージへはばたけ－

〒223-0057 横浜市港北区新羽町1348番地
課程:全日制・普通科

【学校説明会(ｉグローバル部)】
9月28日(土)14:30～
10月19日(土)14:30～
11月 2日(土)14:30～
11月16日(土)14:30～
11月23日(土・祝)13:00～
11月30日(土)14:30～
12月 7日(土)14:30～

本校は多くの木々に囲まれ、教室からは鶴見川や緑いっぱいの素晴らしい景観を眺めることができます。生徒たち
は周りに常に感謝の気持ちを持ち行動することをめざし、
「徳育、学力、社会性」の充実や育成を目指しています。
《利用交通機関》
●横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜」
駅より徒歩13分
●市営バス「41系統」大倉山駅～川向町ま
たは中山駅 「大竹」下車徒歩9分
●東急バス「72系統」綱島駅～新横浜駅
専念寺前下車徒歩7分

創立:昭和52年

【キャリア部 オープンスクール】
7月27日(土)・8月24日(土)
10:00～12:00 本校
【iグローバル部 説明会】
7月27日(土)・8月24日(土)
11:00～12:00 本校
【文化祭】 9月7・8日(土・日)
10:00～15:00 本校

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

公 立

英理女子学院高等学校は、広くグローバルな社会でリーダーとして活躍する女性を輩出する「iグローバル部」、
自分らしさを活かして社会の様々な分野で活躍する女性を育成する「キャリア部」の2部門を設置します。

横須賀市

創立:明治41年9月 課程:全日制

～夢ひろげる心。夢かなえる力。～

横
横浜
浜市 川崎市

私 立

横浜
浜市 川崎市
横

私 立

学校法人堀井学園

横浜翠陵高等学校

横須賀市

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

創立:昭和61年

公 立

課程:全日制・普通科

神奈川県立

市ケ尾高等学校

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

創立:昭和49年1月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

田奈高等学校

相模原市

藤沢市

創立:昭和53年4月 課程:全日制

茅ヶ崎市

私 立

学校法人桐蔭学園

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

桐蔭学園高等学校

創立:昭和39年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

伊勢原市 小田原市 南足柄市

元石川高等学校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和59年1月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

荏田高等学校

創立:昭和54年4月 課程:全日制・普通科

横浜翠陵は「Think＆Challenge！」のモットーのもと、幅広い選択を可能に
する3コース制を設置。国公立を目指す特進コース、世界に寄与できる人材
の育成する国際コース、自分にとって最適な進学を可能にする文理コース。
どのコースでも「考え、挑戦する」経験を積み重ね、仲間と高めあいながら
未来を目指します。

《利用交通機関》
●JR横浜線「十日市場駅」
より徒歩20分
●JR横浜線「十日市場駅」
・東急田園都市線
〒225-0015 横浜市緑区三保町１
「青葉台駅」
よりバス
「郵便局前」下車
電話: 045(921)0301 FAX: 045(921)1843 ●相鉄線「三ツ境駅」よりバス「霧が丘高校
URL: http:www.suiryo.ed.jp/
前」下車

《学校説明会》
7月27日
（土）
10:00～11:30 本校
8月 3日
（土）
10:00～11:30 本校
9月14日
（土）
14:00～16:00 本校
10月12日
（土）
14:00～16:00 本校
11月 2日（土)・3日（日）※時間はHPにてご確認ください。本校
11月 9日
（土）
14:00～16:00 本校
11月23日
（土祝）
14:00～16:00 本校
11月30日
（土）
14:00～16:00 本校
《オープンキャンパス》
8月24日
（土）
10:00～16:00 本校
10月19日
（土）
14:00～16:00 本校
《翠陵祭
（文化祭）
》
11月 2日
（土）
11:00～15:00 本校
11月 3日
（日） 9:00～15:00 本校

本校では創立以来の「文武両道」の校風を大切にし、「社会の中核たる人材の育
成」をめざして教育活動を展開しています。充実したガイダンスとキャリアカ
ウンセリング体制のもと、学習や進路に対する生徒の高い意識を背景に、生徒
一人ひとりがより高きをめざして、着実に進路および部活動等での実績をあげ
ています。生徒一人ひとりが自己実現に向けてはばたき、夢を実現するステー
ジとして、今後も地域・保護者から信頼される人づくりに邁進していきます。

《学校説明会》
8月22日(木) 午前２回、午後2回実施予定 青葉公会堂
《利用交通機関》
12月 日程未定 本校または青葉公会堂を予定
●東急田園都市線「市が尾」駅より徒歩15分 《オープンスクール》
●「市が尾」駅よりバス柿生駅北口行、桐蔭学 10月26日(土) 授業公開
10:50～12:40
〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1854番地
園前行、水道局青葉事務所前下車徒歩3分
部活動公開 17:00まで 本校
電話: 045(971)2041 FAX: 045(972)6522 ●小田急「柿生」駅よりバス市が尾駅行、水道 《文化祭》
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ichigao-h/
局青葉事務所前下車徒歩3分
9月7日(土)・8日(日) 本校 入試相談コーナー開設 10:00～14:00

◆１５歳からの自分づくり ～一人ひとりの未来の創造のための教育プログラム～◆ 【学校説明会】
○第１回
クリエイティブスクールとして、中学校までに持てる力を必ずしも十分に発揮しきれな
10月12日
（土）
かった生徒に対して、コミュニケーションの機会を充実させ、個別的に、早期に、段階
10:00～11:00 本校
的に指導を行う「支援教育」を推進しています。三年間を通してさまざまな教育活動を
○第２回
展開し、これからの社会生活によりよいものにする「意欲」を育み、「他者との関わり」
12月14日
（土）
を大切にしながら、主体的に学び、考え、行動する「社会実践力」を養う学校です。
10:00～11:00 本校

○第３回
1月11日
（土）
10:00～11:00 本校
【紅葉祭
（文化祭）
】
《利用交通機関》
☆１日目 11月2日
（土）
公開 11:00～14:00 本校
〒227-0034 横浜市青葉区桂台2丁目39番地2 ●東急田園都市線青葉台駅より
電話: 045(962)3135 FAX: 045(962)9039 ●東急バス日体大行
（約10分）
「田奈高校」下
☆２日目 11月3日
（日）
URL: http://www.tana-h.pen-kanagawa.ed.jp/
公開
9:30～14:00 本校
車徒歩3分

桐蔭が取り組む教育改革のコンセプトは“新しい進学校のカタチ”の追求で
す。2018年度から、
男女共学化に加え、
プログレスコース
（難関国公立大・
医学部対応）
「アドバンスコース
」
（国公立大・早慶等難関私大対応）
「スタンダ
」
ードコース
（国公立大・私大対応）
」
の3コース制を実施。2020年度からの大
学入試制度も視野に入れ、
多様化する社会で、主体性・協働性を発揮する力
を育んでいきます。
《利用交通機関》
●東急田園都市線「青葉台」
「市が尾」駅より
バス10～15分
●東急田園都市線・市営地下鉄ブルーライン
〒225-8502 横浜市青葉区鉄町1614
「あざみ野」駅よりバス10分徒歩10分
電話: 045(971)1411 FAX: 045(974)5105 ●小田急線「柿生」駅よりバス15分～20分
URL: http://toin.ac.jp/high/
「新百合ヶ丘」駅よりバス20分徒歩10分

[学校説明会]
10月26日
（土）
10:00～
11月16日
（土）
午前の部 10:00～／午後の部 14:30～
11月23日
（土祝）
10:00～
12月 7日
（土）
午前の部 10:00～／午後の部 14:30～
※学校説明会に参加ご希望の方は、学園公式サイト
にて事前のお申し込みをお願いいたします。
[学園祭]
9月22日
（日）
9:00～
23日
（月振）
9:00～
上記の行事は、日時等を変更することもございます
ので、事前に学園公式サイトにてご確認ください。

「自立、
協働、創発」をスローガンに主体的・協働的な授業を行っています。
アントレプレナーシップ教育を実践。
企業や大学の教育プログラムを学びま 《学校説明会》
8月 8日
（木）
都筑公会堂
す。
①10:30～11:45 ②13:30～14:45 （②は青葉区の方対象）
土曜講習や長期休業中の講習を充実させ、
さらなる飛躍を目指します。
10月26日
（土）
11:25～12:30本校

《利用交通機関》
●田園都市線「たまプラーザ」駅下車、徒歩20分
またはバスにて１０分
●田園都市線・横浜市営地下鉄線「あざみ野」駅下車、徒歩２５分
〒225-0004 横浜市青葉区元石川町4116番地
またはバスにて１５分
電話: 045(902)2692 FAX: 045(902)8948 ●「新百合ヶ丘駅」よりバスの利用もできま
URL: http://www.motoishikawa-h.pen-kanagawa.ed.jp
す。学校HPにバス停の案内があります。

12月 7日
（土）
10時～11:30本校
《オープンスクール》
10月26日
（土）
9時～16時
《瑞穂祭
（文化祭）
》
9月 7日
（土） 8日
（日）
《体育祭》
5月30日
（木）非公開 本校
《学校見学Days》
8月20日
（火）
～22日
（木）
①10:30～11:30②14:30～15:30

文武両道 ～スクールプライド「挑戦・情熱・絆」の育成～
学習だけでなく、部・委員会・地域貢献活動、学校行事に活発に取り組もうとする実践力を身につけること
を目指している。約80％の生徒が部・同好会で活動し、多くが関東大会や全国大会に出場を果たしている。
《利用交通機関》
●東急田園都市線「江田」駅下車徒歩15分
●横浜市営地下鉄「仲町台」駅下車
市営バス301系統「荏田高校前」下車
●横浜市営地下鉄「センター南」駅下車
市営バス304系統「荏田高校前」下車
〒224-0007 横浜市都筑区荏田南3-9-1
電話: 045(941)3111 FAX: 045(942)0814
URL: http://www.eda-h.pen-kanagawa.ed.jp/

－ 10 －

《青群祭（文化祭）》一般公開
《学校説明会》予約不要
9月14日（土） 10:00～15:00
● ８月5日
（月） 青葉公会堂 《学校見学》
10:00～11:00 ８月27日（火）～１月16日（木）の
● ８月6日
（火） 都筑公会堂 毎週火・木曜日16:00開始 要電話予約
7月22日（月）～８月23日（金）の
10:00～11:00 ただし、9月17日（火）18日（水)、
平日10:00開始 電話予約不要
●12月7日
（土） 本校体育館 11月12日
（火)、
ただし、8月5日（月)、6日（火）を除く
10:00～11:00 12月25日（水）～1月6日（月）を除く

神奈川県立

川和高等学校

神奈川県立

新栄高等学校

学校法人中央大学

中央大学附属横浜高等学校

創立:昭和48年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

《学校説明会》
7月27日(土) ※要予約
10:00～11:30 本校体育館
10月26日(土) ※要予約
14:00～15:30 本校体育館
11月 30日(土) ※要予約
14:00～15:30 本校体育館
《学園祭(紅央祭)》
9月7日(土)、8日(日)
9:30～15:00 本校
〒224-8515 横浜市都筑区牛久保東1-14-1 《利用交通機関》
※学園祭は招待制です。予約不要。
電話: 045(592)0801 FAX: 045(591)5584 ●横浜市営地下鉄ブルーライン、グリーンラ 本校への進学をお考えの児童・生徒、保護者の方は受付まで。
イン「センター北駅」出口2より徒歩7分
URL: https://www.yokohama-js.chuo-u.ac.jp/

９年連続関東大会出場の女子バスケットボール部や、部員数100名を超え県
の上位進出が期待できるサッカー部など多くの部活動が盛んです。都筑祭な
ど充実した学校行事に生徒一丸で取り組んでいます。また、考える力を身に 〔第1回学校説明会〕
つけさせるため、様々な情報を読み解き、自分の考えを論理的にまとめ表現 8月 4日(日) 場所：瀬谷公会堂
する「アウトプットする力」を養い、リーダーとして仲間を牽引し、信頼さ ①10:30 ~ 12:00 ②14:00 ~ 15:30（予定）
れる人、実行できる人、学び続ける人を育てます。
〔旭高校体験デー〕

11月 2日(土) 場所：本校
9:00 ~ 12:30
（要予約）
《利用交通機関》
〔第2回学校説明会〕
●相鉄線「三ツ境」駅下車
12月14日(土) 場所：本校
バス若葉台中央、十日市場行「川井橋」下車徒歩７分
10:30 ~ 12:00
（予定）
●相鉄線「二俣川」駅下車
【都筑祭】
バス旭高校入口行「旭高校入口」下車徒歩15分
〒241-0806 横浜市旭区下川井町2247
9月7日(土) 12:00 ~ 15:30
（予定）
電話: 045(953)3301 FAX: 045(951)3117 ●ＪＲ横浜線「中山」駅下車
9月8日(日)
9:30 ~ 15:00
（予定）
バス鶴ヶ峰駅、横浜駅西口行「川井宿」下車徒歩7分
URL: http://www.asahi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

看護・福祉の専門高校である本校では、専門学科の学習とともに、進学のための少
人数学習や補習など、進路実現に向けた学習の充実を図っています。
専門教科では、充実した施設・設備を使用した体験型学習を校内実習に取り入れて
います。さらに、病院や福祉施設での実習やボランティア活動も推進しています。
このような環境で、どの生徒も、自分の夢に向かって学び続けています。
入学後は、耐震工事の終了した新校舎で高校生活が始まります。

創立:昭和39年1月 課程:全日制・看護科、福祉科

私 立

学校法人国際学園

星槎高等学校

創立:平成18年4月 課程:全日制・普通科

本校は個別指導計画（IEP）に基づき、個々の生徒に応じた教育活動を展開。
体験を重視し、人と人との関わり合いを大切にした「共感理解教育」を推進
しています。2年次より進学コース、キャリアコースのコース選択制を導入。
サイパン海外研修やニューヨーク海外研修、SEISA Africa・Asia Bridge（文
化祭）の実施など、異文化理解教育へも力を入れています。【星槎の3つの
約束】人を認める 人を排除しない 仲間をつくる
《利用交通機関》
●JR横浜線「十日市場」駅下車横浜市営バ
ス
「星槎中学高校前」下車徒歩1分
●相鉄線「三ツ境」駅下車神奈中・相鉄バス
〒241-0801 横浜市旭区若葉台4-35-1
「若葉台中央」下車徒歩10分
電話: 045(442)8686 FAX: 045(922)1651 ●田園都市線「青葉台」
駅下車横浜市営バス
URL: http://www.seisahighschool.ed.jp/
「星槎中学高校前」下車徒歩1分

－ 11 －

《学校説明会・体験入学》
6月 1日(土) 10:00～12:00 本校
7月13日(土) 10:00～12:00 本校
7月14日(日) 10:00～12:00 本校
8月 3日(土) 10:00～12:00 本校
9月21日(土) 10:00～12:00 本校
10月26日(土) 10:00～12:00 本校
11月16日(土) 10:00～12:00 本校
11月30日(土) 10:00～12:00 本校
《体育祭》
10月13日(日) 9:45～16:00 本校
《文化祭》
11月 9日(土)、10(日) 9:45～16:00

本校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

《利用交通機関》
●相鉄線二俣川駅下車徒歩17分
(
)
(
)
電話: 045 391 6165 FAX: 045 361 9777 ●相鉄線二俣川下車北口よりバス5分「運転
免許センター」下車徒歩2分
URL: http://www.futamatagawa-h.pen-kanagawa.ed.jp/

〒241-0815 横浜市旭区中尾一丁目5番1号

《学校説明会》
07/20(土) 09:30～12:00本校
08/31(土) 09:30～12:00本校
《看護福祉体験講座》
10/12(土) 09:20～12:10本校
13:20～16:10本校
10/26(土) 09:20～12:10本校
《学校説明会・個別相談》
12/14(土) 09:30～11:30本校
《文化祭》
09/06(金) 11:00～15:30本校
09/07(土) 09:30～15:00本校
《産業教育フェア》
11/09(土) 横浜そごう新都市ホール
11/10(日) 横浜そごう新都市ホール

伊勢原市 小田原市 南足柄市

二俣川看護福祉高等学校

「謝恩礼節」「自立実践」の校訓の下、新しい時代を切り拓き、力強く生き
ていく若者を育てることを目指しています。カリキュラムは、高１での学習
をベースに、高2で文系か理系を、高３では国公立か私立コースを選択でき
るようになっており、
多様な進路を目指すことができます。
「中央大学の附属
校」ではありますが、単に中央大学への進学のみをゴールとせず、大学受験
に対応できるような確かな学力を身に着けることを目指していきます。

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

旭高等学校

《学校説明会》 ※申込不要
11/９(土) 10:00～12:00
12/７(土) 10:00～12:00
《学校見学》※平日実施/電話申込
《利用交通機関》
・ 7月23日(火)～ 8月 ６日(火)
●市営地下鉄ブルーライン仲町台駅より徒歩
※8/1を除く
10分
・ 8月19日(月)～ 8月23日(金)
〒224-0035 横浜市都筑区新栄町1-1
（体験入学前後は実施なし。)
電話: 045-593-0307 FAX: 045-591-5292 ●東横線綱島駅より東急バス勝田折返所行
・ 8月28日(水)～12月13日(金)
URL: http://www.shinei-h.pen-kanagawa.ed.jp 「新栄高校北口」下車徒歩7分

茅ヶ崎市

神奈川県立

磨こう自分、作ろう新栄をスローガンに教育活動をしています。高校生活を
有意義に送るため、基本的生活習慣の確立とキャリア教育の推進の一環とし
て、生活指導の部分を大きく改めました。また、部活動をはじめ、文化祭や体
育祭などの学校行事の活性化に力を入れています。近年では大学進学率が向 《体験入学》 ※申込制
上し、特に一般受験の割合が増加しています。
8月8日(木)・9日(金） 10:00～12:30

藤沢市

公 立

課程:全日制・普通科

川和祭(文化祭)
9月21日(土）
・10:00～15:00
9月22日(日）
・9:30～14:30

相模原市

創立:明治41年

学校見学(5月13日～)
課業期間中の平日
・16:00～(要電話予約）
夏季休業中の平日
・10:00～(要電話予約）

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

私 立

学校説明会
7月23日（火）都筑公会堂
①10:15～11:30
②13:00～14:15
③14:45～16:00
7月25日（木）高津市民館
・14:00～15:15
11月２日(土）本校
・10:00～12:30

海老名市

創立:昭和58年4月 課程:全日制

《利用交通機関》
●市営地下鉄グリーンライン
「都筑ふれあいの丘」下車徒歩15分
●東急田園都市線市が尾駅より市営・東急バス
「川和高校入口」下車徒歩5分
●市営地下鉄センター南駅・JR横浜線中山駅より
市営バス「川和高校入口」徒歩5分
〒224-0057 横浜市都筑区川和町2226-1
電話: 045(941)2436 FAX: 045(942)0826
URL: http://www.kawawa-h.pen-kanagawa.ed.jp/

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

公 立

「誠実」
「勤勉」
「質朴」
を校訓に、
高い次元での「文武両道」の実現を校是とし、
将来、
社会のリーダーたる人材の育成
を目指して、
日々の教育活動を展開している。
平成28年から
「学力向上進学重点校エントリー校」
として進学実績を伸ばすとともに、多くの部活動が全国・関東大
会に進出するなど、
高い志を持った生徒が何事にも全力で取り組み、
充実した学校生活を送っている。

横須賀市

創立:昭和37年10月 課程:全日制・普通科

横
横浜
浜市 川崎市

公 立

横浜
浜市 川崎市
横

公 立

全 日 制

神奈川県立

横須賀市

希望ケ丘高等学校

定

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

本校は昨年度より文部科学省の「スーパーサイエンスハ
イスクール ( SSH)」の指定を受けました。５年間の指定期
間のうち２年目となる中で、文系・理系を問わず課題を設
定し、その課題研究を中心とした特別プログラムを実践し
ていきます。また「県立高校改革実施計画」における「学
力向上進学重点校エントリー校」としても、引き続き指定
されています。
創立120年の伝統を誇る本校では「自学自習・自律自制・
和衷協同・克己復礼」を教育目標に据えて、文武両道を目
指し、総合的な人間力を高めていきます。

時

制

希望ケ丘高校は相鉄線の希望ヶ丘駅からわずか徒歩８分。
最高の立地が勉強と仕事の両立を助けてくれます。先生た
ちは気さくでやさしく熱心で、学校はいつもアットホーム
な雰囲気です。学校生活や進路のことなど、困ったことは
何でも先生に相談できます。
また、部活動では生徒が積極的に運動系・文化系の活動
に打ち込み、バスケットボール部のように全国大会に出場
している部もあります。
皆さんも希望ケ丘高校定時制で楽しく充実した高校生活
を過ごしませんか。

創立:明治30年2月
課程:全日制、
定時制

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

《利用交通機関》
●相鉄線希望ヶ丘駅徒歩8分
〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘79-1

電話: 045(391)0061
FAX: 045(361)9789
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kibogaoka-h/

公 立

神奈川県立

横浜旭陵高等学校

相模原市

藤沢市

創立:平成16年４月 課程:単位制による全日制

茅ヶ崎市

私 立

学校法人横浜商科大学高等学校

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

横浜商科大学高等学校

創立:昭和16年

私 立

課程:全日制・普通科、商業科

学校法人富士見丘学園

伊勢原市 小田原市 南足柄市

横浜富士見丘学園高等学校

《学校説明会》
８月２４日 (土) 瀬谷公会堂 10:00～（要予約）
１０月１２日 (土) 本校
10:30～
１１月１６日 (土) 本校
10:30～
《学校見学会》
１１月１６日 (土) 本校
（説明会に続いて開催）
《文化祭》
６月１５日 (土) 本校
１０
：
００～１６
：
３０
６月１６日 (日) 本校
９
：
００～１６
：
００
《横浜中地区公私合同説明・相談会》
8月8日 (木) 会場：明治学院大学 横浜キャンパス（戸塚）

《利用交通機関》
●相鉄線鶴ヶ峰駅バス１５分「よこはま動物
園」行「横浜旭陵高校前」
「…坂下」下車
●中山駅バス１５分「よこはま動物園」行
「横浜旭陵高校坂下」下車３分
●相鉄線三ツ境駅バス１５分「よこはま動物
園」行「横浜旭陵高校前」下車
〒241-0001 横浜市旭区上白根町1161-7
電話: 045-953-1004 FAX: 045-951-3151
URL: http://www.y-kyokuryo-h.pen-kanagawa.ed.jp

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

私 立

学校法人大谷学園

秀英高等学校

会場：本校

☆学校説明会第1回
8月24日
（土）
10:00～12:00 本校
★旭陵祭
（文化祭）
一般公開 10月26日
（土）
午前より 本校
☆学校説明会第2回
10月26日
（土）
午前より 本校

☆学校説明会第３回 個別相談会
11月16日
（土）
10:00～12:00 本校
☆学校説明会第４回 個別相談会 ☆学校説明会第５回 個別相談会
1月11日
（土）
12月14日
（土）
10:00～12:00 本校
10:00～12:00 本校

校訓 「安んじて事を託さるる人となれ」

《利用交通機関》
●相鉄線『西谷駅』
または
『鶴ヶ峰駅』
下車 徒歩17分
●『横浜駅』西口 62系統バス
『稲荷通』
下車 徒歩2分
●JR横浜線『鴨居駅』南口 １１９系統バ
ス
『稲荷通』下車 徒歩2分
〒241-0005 横浜市旭区白根7-1-1
電話: 045(951)2246 FAX: 045(955)3664
URL: http://www.shodai-h.ed.jp/

Next Stage!

《学校説明会》
8月24日(土)
10:00～13:00 本校
※全体説明は10時 予約不要
10月19日
（土） 本校
11月23日
（土） 本校
12月 7日
（土） 本校
3回いずれも10:00～15:00
※全体説明は10時と13時 予約不要

《学校見学会》 授業・施設見学
9月28日（土） 9:00～12:00
当日授業体験希望は要電話予約
《ミニ説明会》
7月20日～7月31日 本校
10:00～10:40 予約不要
※期間中日曜を除く毎日実施
10時からの説明後、施設見学と
個別相談ができます。

《文化祭》
11月2日(土)・３日(日)
※一般開放は10:00～15:00
《部活動見学》
随時
（要電話連絡）

男女共学スタート！
！

希望の進路に併せ、女子はグローバル＆サイエンス（文理総合特進）とスタンダード（私立文系）の２つのクラス、
男子は理数特進（医学部・国公立難関私立理数系）クラスを用意。使える英語力と確かな大学合格力を育みます。

徒歩15分

電話: 045(367)4380 FAX: 045(367)4381
URL: http://www.fujimigaoka.ed.jp/

【公開行事】
【説明会日程】
《個別相談会》 ※要予約
《文化祭》 入試相談コーナー有り
《学校説明会》 予約不要
8月24日（土）14:00～15:30 11月30日（土）10:00～15:00 9月28日（土）12:00～16:00
10月19日（土）14:00～15:30 12月 7日（土）10:00～16:00 9月29日（日）10:00～15:30
※受験生は予約・チケット必要なし
11月 2日（土）14:00～15:30
＊学校見学はいつでも出来ます。 ※上履きを持参してください
11月16日（土）14:00～15:30
（予め電話にてご連絡ください）
11月30日（土）14:00～15:30

本校は昭和５９年４月開校し、今春３６期生が入学した普通科の男子高校です。通信制の課程ですが、全日制の課程と同様、月曜日から金曜日まで毎日通学して授業を受け、３年間で卒業をすることができます。
教育目標は「必要で信頼される人となる」です。将来、社会で「必要な人」、「信頼される人」となるよう毎日の教育活動に取り組んでいます。学習は、1年次国語、数学、英語はそれぞれ本校独自科目「ベーシ
ック」を設定し、１つの授業に２名の先生を配置して「小集団指導」や「チームティーチング」で中学校の学習内容を中心に復習します。部活動は体育系１０部、文化系７部あり、全国高校定時制通信制体育大会
で大活躍をしています。(２１年：サッカー部優勝、２２～２５年：バドミントン部４連覇など）

《利用交通機関》
●相模鉄道線「いずみ野駅」下車徒歩８分
〒245-0016 横浜市泉区和泉町７８６５番
創立:昭和５９年４月 課程:通信制・普通科

会場：本校

生徒のためになる事を優先する「生徒本位」の考えをモットーとし、生徒と先生がお互いに信頼しながら
教育目標を実現するように努めています。

〒241-8502 横浜市旭区中沢1-24-1
課程:全日制

《学校説明会》
12月７日
（土） 14:00～16:00
《希望祭》
（定時制文化祭）
11月２日
（土） 10:30～14:30

平成29年度入学生より、年次ごとの学びが中心となる年次進行型単位制普通科になりました。
基礎学力の充実を大切にするとともに、主体的で深い学びを推進し、小集団学習を行うなど、
「しっかり、じっくり」わかりやすい授業を展開しています。
平成31年度から3年間「ICT利活用授業研究推進校」に県教育委員会から指定されています。

《利用交通機関》
●相鉄線『二俣川駅』北口

創立:大正12年

《横浜中地区公私合同説明・相談会》
8月8日(木) 会場：明治学院大学 横浜キャンパス（戸塚）
《県立高等学校 定時制通信制 合同説明会》
12月１日
（日） 会場：県立神奈川工業高等学校

電話: 045(806)2100 FAX: 045(806)2101
URL: http://www.shuei.ed.jp/
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《学校説明会》要予約 会場は本校です。 11月30日
（土）13:30~14:45 《体験授業》要予約 会場は本校です。
８月 ３日
（土）10:30~11:10 12月 7日
（土） 9:30~10:45 授業科目等詳細はＨＰで確認してください。
7月20日
（土） 9:30~10:40
8月24日
（土）10:30~11:10 12月 7日
（土）13:30~14:45
《入試説明会》要予約 会場は本校です。 12月14日
8月 3日
（土） 9:30~10:20
（土） 9:30~10:45
10月 5日
（土） 9:30~10:45 12月14日
8月24日
（土） 9:30~10:20
（土）13:30~14:45
10月19日
（土） 9:30~10:45 12月21日
9月 7日
（土） 9:30~10:40
（土） 9:30~10:45
11月 2日
（土）10:30~11:45
9月21日
（土） 9:30~10:40
1月11日
（土） 9:30~10:45
11月16日
（土）10:30~11:45 《文化祭》 会場は本校です。 11月 2日
（土） 9:30~10:20
11月30日
（土） 9:30~10:45 11月 9日
（土） 9:30~10:20
（土）10:30~14:00 11月16日

神奈川県立

松陽高等学校

神奈川県立

横浜緑園高等学校

神奈川県立

横浜修悠館高等学校

創立:昭和49年１月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

私 立

学校法人大谷学園

横浜隼人高等学校

創立:昭和52年4月 課程:全日制、普通科・国際語科

体験スクーリング
８月３日
（土）
事前申し込みが必要です
横浜中地区公私合同説明会
８月８日
（木）
10時～15時 明治学院大学
県立高校定時制通信制合同説明会
12月１日
（日）
13時～16時 県立神奈川工業高校

文化祭
10月27日
（日）
10時から15時 本校

豊かな森に囲まれた学び舎で、勉強・部活動・行事に思いっきり力を発揮できる環境を整えており、生徒は
一生懸命取り組み、のびのびと活気に満ちた高校生活を送っています。
「高いステージへ」を合言葉に、とりわけ学力向上をめざし、組織的な授業改善を行うとともに個別の補習
《学校説明会》
も随時行い、実績をあげています。１．２年次には全員が大学を訪問し大学の授業を体験するなど、希望す
8月1日(木)
る進路の実現に向けてきめ細かく丁寧にサポートしています。また、幼稚園や子育て施設での実習、近隣の
14:30~15:30 （14:00より受付） 大和シリウス
特別支援学校との交流、校外清掃活動など、ボランティア活動や地域との連携教育にも力を入れています。
12月7日(土)

10:30~12:00（10:00より受付） 本校
《部活動体験》
8月11日(日)、10月27日(日) 本校
《文化祭》
《利用交通機関》
9月7日(土)
●相鉄線「三ツ境」駅下車
横浜市瀬谷区東野台29-1
〒246-0011
11:45～15:00 本校
徒歩約20分
電話: 045(301)6747 FAX: 045(304)2955 ●相鉄線「三ツ境」駅下車
9月8日(日)
URL: http://www.seya-h.pen-kanagawa.ed.jp/
9:30～15:00 本校
バス若葉台中央行(10分)「西部病院前」下車徒歩5分

校訓「夢と希望の実現」

本校は緑豊かで、構内の「思索の森」からは小鳥のさえずりが聞こえます。キャリア・シチズンシップ教育を推進し、
きめ細やかな生活指導等、生徒一人ひとりに応じた支援体制の充実を図り、進路希望に応じた指導を実施しています。

《利用交通機関》
●相鉄線「瀬谷」駅北口下車
海軍道路を直進 徒歩18分
〒246-0004 横浜市瀬谷区中屋敷2-2-5
電話: 045(302)3535 FAX: 045(304)2909
URL: http://www.seyanishi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

【令和元年度
◎８月16日
（金)
◎10月26日
（土）
学校説明会等 予定】 第１回 学校説明会
午前 校内見学
・校内見学
◎６月15日
（土）
第２回 学校説明会(本校体育館）
（予約制） 午後 部活動見学・部活動体験
全公立展
(於：パシフィコ横浜)
（本校視聴覚室）
◎12月14日
（土）
午前
◎９月 ８日
（日）
◎８月 ８日
（木）
第３回 学校説明会・校内見学
(本校体育館）
檜祭 (本校文化祭）
にて
公私合同説明会
(於：明治学院大学） 入学相談コーナー (応接室） ★詳細はHPをご覧ください。

必要で信頼される人となる

将来、社会において重要な役割を担い活躍できるよう、「人間教育」を最重要課題としています。「他人への思いやり」、「環境への優しさ」、「差別や偏見のない広い視野」、そして「困難に打ち勝つ勇気」。
これらの力を培うため、日頃の学校生活や行事、部活動にとどまらず、学外のボランティアや地域交流活動にも積極的に参加しています。自信と意欲を持って社会貢献できる人材を育成します。
《利用交通機関》
●相鉄線希望ヶ丘駅より徒歩18分
●相鉄線希望ヶ丘駅より
「隼人高校行き」
「二
俣川駅行き」相鉄バスで「隼人高校」下車
●相鉄線三ツ境駅より「戸塚行き」神奈中バ
スで
「阿久和」下車
〒246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南1-3-1
電話: 045-364-5101 FAX: 045-366-5424
URL: http://www.hayato.ed.jp/
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隼輝祭
（文化祭）
オープンキャンパス
9月28日(土)10:00～15:00
8月24日(土)9:10～
9月29日(日) 9:00～15:00
個別相談会
11月 9日(土)10:00～
11月16日(土)14:30～
国際語科 英語スピーチコンテスト
11月 2日(土) 9:30～

学校説明会
7月20日(土)13:30～14:30
8月24日(土)オープンキャンパス
10月 5日(土)13:30～14:30
10月26日(土) 9:00～10:00
11月 9日(土) 9:00～10:00
11月16日(土)13:30～14:30
11月30日(土) 9:00～10:00
11月30日(土)13:30～14:30

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和53年1月 課程:全日制・普通科

学校説明会
６月29日
（土）
10:00 本校
11月 ２日
（土）
10:00 本校
12月 ７日
（土）
10:00 本校
３月 １日
（日）
10:00 本校

伊勢原市 小田原市 南足柄市

瀬谷西高等学校

《利用交通機関》
●相鉄いずみ野線いずみ中央駅
（南口）
徒歩12分
●横浜市営地下鉄ブルーライン下飯田駅
徒歩15分
〒245-0016 横浜市泉区和泉町２５６３番地
電話: 045(800)3711 FAX: 045(802)3773
URL: http://www.y-shuyukan-h.pen-kanagawa.ed.jp/

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

瀬谷高等学校

通信制の本校には「平日講座」
「日曜講座」、
インターネットを活用する
「IT講座」があります。
誰もが安心
して学べる環境を作るため「先生の指導に従う」などのルールを守ることを非常に厳しく生徒に求めます。

茅ヶ崎市

神奈川県立

Make Dreams Come True －夢をカタチに－

藤沢市

公 立

《第１回 学校説明会・部活動見学》
10月26日
（土）
10：00～12:15 本校
《第２回 学校説明会・部活動見学》 《文化祭》
10月12日
（土）
一般公開
11月30日
（土）
10：00～14：30 本校
10：00～12：15 本校

相模原市

創立:平成20年4月 課程:単位制による通信制・普通科

《利用交通機関》
●相鉄線
（いずみ野線）
緑園都市駅下車
徒歩15分
●JR戸塚駅東口より神奈中バス三ツ境駅行・弥生台駅行 岡津バス停下車
徒歩15分
●JR東戸塚駅東口より神奈中バス緑園都市駅行緑園高校入口バス停下車
徒歩15分
〒245-0003 横浜市泉区岡津町2667番地
電話: 045(812)3371 FAX: 045(813)1431
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-ryokuen-h

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

公 立

一人ひとりの学習ニーズを踏まえながら、進路希望の実現に応える教育課程を編成しています。単位制の利点を活か
し、より高いレベルでの進路実現を目指すための科目と興味・関心を深化させることができる科目を配置しています。

海老名市

創立:平成29年4月 課程:全日制・単位制普通科

つかもう未来への力 確かな学力・豊かな社会性・自ら成長する力

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

公 立

9月 7日(土) 10:00～15:00 本校
9月 8日(日) 10:00～14:45 本校
《利用交通機関》
《部活動見学週間》
●相鉄線「いずみ野」駅から徒歩15分
10月15日(火)～10月19日(土)
神奈中バス
「松陽高校前」下車徒歩1分
16:00～17:30
●「いずみ野」駅まで相鉄線で：横浜駅から 平日
〒245-0016 横浜市泉区和泉町7713番地
9:00～17:00
20分、二俣川駅から9分、湘南台駅から8分 土曜日
(
)
(
)
電話: 045 803 3036 FAX: 045 802 9935 ●「松陽高校前」までバスで：立場駅から 《中学1・2年生対象体験授業》
(
) 9:30～12:30 本校
URL: http://www.pen-kanagawa.ed.jp/shoyo-h/
３
月27日
金
12分、三ツ境駅から18分、瀬谷駅から20分

横須賀市

創立:昭和47年4月 課程:全日制

松陽スタンダード（生徒に身に付けさせたい資質・能力）に基づき、「伸ばす学力・鍛える人間力」をテーマにどのような課題にも果敢に
チャレンジし、社会の真のリーダーとなる人材の育成を目指しています。令和元年度も授業力向上推進重点校として県教育委員会から引き 《学校説明会》
( )
続き指定を受け、生徒が主体的に取り組む授業などの研究を行っています。また、「教育課程研究校（国語科）」として、国立教育政策研究所 第１回 9月28日(土) 9:00～13:00 本校
第２回 11月23日 土 9:00～13:00 本校
から指定を受け、生徒の「思考力、判断力、表現力」を効果的に育成するための「問い」に着目した学習指導方法について研究しています。 《横浜中地区公私合同説明・相談会》
さらに、部活動や学校行事にも意欲的に取り組み、体育祭や文化祭などの学校行事は生徒主体で企画・運営され、生徒一人ひとりが学習、
8月 8日(木)
明治学院大学横浜キャンパス
部活動、学校行事のすべてに全力で取り組んでいます。
《文化祭》

横
横浜
浜市 川崎市

公 立

横浜
浜市 川崎市
横

公 立

神奈川県立

横浜平沼高等学校

横須賀市

明治33年、「神奈川県高等女学校」として創立し、昭和25年に男女共学の
横浜平沼高等学校と改称した本校は、２０世紀から２１世紀にかけて国際都
市横浜から多くの卒業生を輩出してきました。そして伝統文化を受け継ぐと
ともに、未来を逞しく生きる次世代のリーダーを育む教育に取り組んでいま
す。

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

〒220-0073 横浜市西区岡野１丁目５番８号 《利用交通機関》
創立:明治33年（1900年） 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

光陵高等学校

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

創立:昭和41年１月 課程:全日制

公 立

横浜市立

桜丘高等学校

相模原市

藤沢市

創立:昭和2年5月 課程:全日制・普通科

茅ヶ崎市

公 立

神奈川県立

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

商工高等学校

創立:大正9年

課程:全日制、総合ビジネス科・総合技術科

電話: 045(313)9200 FAX: 045(311)0519 ●JR「横浜」駅下車徒歩１３分
URL: http://www.yokohamahiranuma-h.pen-kanagawa.ed.jp ●相鉄線「平沼橋」駅下車徒歩５分

《夏の施設見学会》
７ 月２３日（火）７月２４日（水）
１０：００～（受付９：４５） 本校小ホール
１１：３０（受付１１：１５） 本校小ホール
１４：００（受付１３：４５） 本校小ホール
《学校説明会》
１２月 ７ 日（土） 本校小ホール
９ ：３０～ ・ １１：００～
１３：００～ ・ １４：３０～
上記の４回で、地区を指定して実施します。
《オープンキャンパス》
９ 月２８日（土）
１２：４０～１６：４５

校歌の一節にある「光陵われをつくり、われら光陵をつくる」の精神が脈々と受
け継がれています。学力向上進学重点校エントリー校指定による実績を生かし高
度な授業に加え、勉強合宿や数々の講習を実施すると同時に、様々なキャリア教
育や行事等で「心やさしき社会のリーダー」を育成します。生徒会活動や部活動、
三大行事（体育祭・光陵祭・学芸音楽祭）は、生徒を中心に運営されています。
横浜国大、同教育学部附属横浜中と連携し、授業や学校行事の充実を図ります。
《利用交通機関》
《学校説明会》
8月7日（水）西公会堂 ①10:00～ ②11:15～ ③14:00～
●JR横須賀線「東戸塚駅」
より市営バス
11月9日（土）光陵高校 ① 9:15～ ②10:35～ ③11:55～
「境木中学校前」下車徒歩10分
12月7日（土）光陵高校 ①10:00～ ②11:15～ ③14:00～
●JR「保土ヶ谷駅」
よりバス戸塚駅・東戸
〒240-0026 横浜市保土ヶ谷区権太坂１丁目７番１号
《文化祭》
塚駅行「権太坂」下車徒歩５分
電話: 045(712)5577 FAX: 045(742)9717 ●相鉄線「西横浜駅」バス停水道道から戸塚
9月7日（土）光陵高校 11:10～14:00の間で20分のミニ説明会
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/koryo-h/
9月8日（日）光陵高校 10:10～14:00の間で20分のミニ説明会
駅・東戸塚行バス
「権太坂」下車

落ち着いた教育環境の中で、進学指導重点校（横浜市教育委員会指定）とし
て、自ら考える力を伸ばし、高い学力を育てます。
社会で自立するためのキャリアガイダンス機能を充実させ、バランスのとれ
た豊かな人間性を育むためのプログラムを用意しています。
ドイツ国際交流プログラムでは、姉妹校との交流等、豊富なプログラムで国
際感覚を磨きます。
《利用交通機関》
●JR横須賀線「保土ケ谷」駅下車
西口1番市営バス25系統「桜丘高校前」下車
〒240-0011 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2-15-1 ●相鉄線
「星川」駅下車市営バス25系統
電話: 045(331)5021 FAX: 045(332)6039
保土ケ谷公園経由「桜丘高校前」下車
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/ ●相鉄線「星川」駅下車徒歩15分

《学校説明会・見学会》
第１回学校説明会
８/２１（水）
９/７（土）.８（日）
桜高祭（文化祭）
１０/５（土）.６（日）
部活動体験会
第２回学校説明会
１１/２３（土）
施設見学会
１２/２５（水）
＊詳細は学校HPをご覧ください。

ー商工は２０２０年に創立１００周年を迎えますー

総合ビジネス科（会計系・情報系・流通系)・総合技術科（機械系・電気系・化学系）の２学科併置。緑豊かな環境
の中、新しい校舎で自立した人間性豊かな職業人、神奈川の地域産業を担うスペシャリストを目指してみませんか！
《利用交通機関》
●相鉄線「二俣川」駅北口よりバス「保土ヶ
谷駅東口」行、
「美立橋」下車徒歩3分
●相鉄線「二俣川」駅南口よりバス「左近山
第6」行等、
「左近山第4」下車徒歩7分
●横須賀線「保土ヶ谷」駅東口よりバス「美
立橋」行等、
「美立橋」下車徒歩3分
〒240-0035 横浜市保土ケ谷区今井町743番地
電話: 045(353)0591 FAX: 045(353)1565
URL: http://www.shoko-h.pen-kanagawa.ed.jp

《学校説明会》
8月 3日(土)・24日（土）
10：00～ 本校
11月 ２日(土)
10：00～ 本校
12月14日(土)
10：00～ 本校
詳しくはＨＰをご覧ください。

《オープンスクール》
9月21日(土)
申込不要です。
《商工体験教室》
8月 5日(月)・６日(火)
申込必要です。

《商工祭》
10月26日(土)11:00～15:00
10月27日(日)10:00～14:30
進路相談コーナーあります。
申込不要です。
《利用交通機関の追加》
●横須賀線「東戸塚」駅西口よりバス「二俣
川駅南口」行、
「環2今井」下車徒歩10分

伊勢原市 小田原市 南足柄市

目標に向けて 頑張る貴方を応援します

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

－ 14 －

神奈川県立

保土ケ谷高等学校

－ 聴け 深く 翔べ 高く ー

〒240-0045 横浜市保土ケ谷区川島町1557
創立:昭和54年4月 課程:全日制

私 立

学校法人横浜清風学園

横浜清風高等学校

神奈川県立

上矢部高等学校

《利用交通機関》
●JR横須賀線「保土ヶ谷駅」東口下車
徒歩約8分
●京急線「井土ヶ谷駅」下車 徒歩約15分
●相鉄線「天王町駅」下車
徒歩約20分
〒240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町447番地
電話: 045(731)4361 FAX: 045(716)0202
URL: http://www.y-seifu.ac.jp

【学校説明会】
10月26日(土)
10:00～ 本校
11月 9日(土)
10:00～ 13:30～ 本校
11月23日(土)
10:00～ 13:30～ 本校
12月 1日(日)
10:00～ 本校

夏休みミニ説明会 本校
【夜間相談会】
8月10日(土) 10:00～11:30 11月15日(金)
(
)
8月11日 日 10:00～11:30 17:30～19:00 本校
【オープンスクール】 ＊要予約＊ 【文化祭】
8月10日(土) 12:30～15:30
9月28日(土)
8月11日(日) 12:30～15:30 10:00～14:00

本校

平成29年度から普通科に加え新たに専門学科「美術科」を設置しました。普通科では基礎力を培いやる気を伸ばすことで進路実現させるカリキュラムを実践します。美術科では専門的な内容を深く学び美
術大学進学に対応できる力を付けます。体育祭や文化祭、球技大会など生徒主体の多彩な行事を行うほか、校外での作品展やボランティアなど地域と連携した活動にも取り組んでいます。実力を伸ばし人
間性を豊かにすることが目標です。
また、令和2年度から、知的障がいのある生徒を特別募集として受け入れ、生徒一人ひとりの状況に応じて必要な配慮を行いながら共に学ぶ「インクルーシブ教育実践推進校」として新しくスタートします。
《学校説明会》
《アートスクール》
8月15日(木) 戸塚区民文化センター 第１回 8月16日(金)
美術科 11:00～12:00
10:00～12:00 本校
普通科①13:30～14:30
第２回 10月19日(土)
普通科②15:00～16:00
11:00～12:30 本校
10月19日(土) 本校
第３回 12月14日(土)
普通科・美術科 10:00～
11:00～12:30 本校
12月14日(土) 本校
普通科・美術科 10:00～

《翔矢祭(文化祭)》
9月7日(土) 10:00～15:00
《部活動体験》
10月19日(土) 学校説明会後に実施
《卒業制作展》
1月30日(木)～2月3日(月)
10:00～17:00
戸塚区民文化センター

茅ヶ崎市

公 立

戸塚高等学校

定

時

制

本校では、基礎・基本を確実に学習することを大切にし
ています。少人数授業もあり、一人ひとりにきめ細やかに
対応しています。１・２年次には学び直しという授業を設
置し、小・中学校時代につまずいた部分の学習を複数の先
生と学生ボランティアであなたをフォローアップします。
３・４年次は、個々の興味関心に応じられるよう、いろい
ろな選択科目を設定しています。演劇祭に代表される学校
行事や部活動もとても盛んです。

《学校説明会》
8月20日（火）
8月21日（水）
11月23日（土）
《校内施設見学会》
12月25日（水）
《文化祭(戸高祭)》
9月14日（土）
9月15日（日）
《体育祭》
本校（非公開）

《学校説明会》
第１回 11月 8日（金）
第２回
1月10日（金）
《主な行事》
４月 入学式 ／ 新入生歓迎会
５月 ２年 宿泊旅行 ／ １・３・４年
７月 社会人と話そう（３年）
９月 芸能鑑賞会 ／ 体育祭
１０月 ４年 修学旅行
１１月 生徒会役員選挙
１２月 演劇祭
３月 卒業式

創立:昭和3年3月
課程:単位制による全日制普通科・定時制普通科

《利用交通機関》
●横浜市営地下鉄（ブルーライン）踊場駅
下車 徒歩8分
〒245-8588 横浜市戸塚区汲沢2-27-1

電話: 045(871)0301
FAX: 045(871)0086
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/totsuka/

神奈川県立

舞岡高等学校

詳細はHPをご覧ください
詳細はHPをご覧ください
詳細はHPをご覧ください

14:00～15:30

本校

12:00～16:00
9:30～15:00

本校
本校

「総合的な探究の時間

Maioka project」指定校

本校は令和元年度から３年間、
「総合的な探究の時間」の研究指定校として、生徒の課題発見・解決力の育成に力を入れていきます。
「進学
先の向こうにある社会」を意識し、未知の問題への対応力をつけるとともに、ポートフォリオ作成など新型入試にも対応していきます。

《利用交通機関》
●ＪＲ戸塚駅下車 東口バス8番乗り場
「舞岡台循環」行バスで「舞岡高校前」下車
●市営地下鉄舞岡駅下車 徒歩約15分
〒244-0814 横浜市戸塚区南舞岡3丁目36番1号
創立:昭和51年1月 課程:全日制・普通科

遠足

電話: 045(823)8761 FAX: 045(825)3573
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/maioka-h/

－ 15 －

《第２回学校説明会》
《第１回学校説明会》
・第1部・第2部とも同じ内容です。
8月21日（水）戸塚さくらプラザ
12月７日
（土） 本校
第１部 受付10:00～開会10:30 ・開会の前にダンス部の公演があります。
詳細は、後日ＨＰに掲載します。
(戸塚区、港南区、南区以外の方） ・混雑緩和のためにお住まいの地域 《桔梗祭
（文化祭）
》
を指定させていただいております。
9月７日
（土） 本校
第２部 受付13:30～開会14:00
(戸塚区、港南区、南区の方）
ご協力いただければ幸いです。
一般公開 9:30～15:00
(最終受付14:30)

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

本校
本校
本校

伊勢原市 小田原市 南足柄市

創立91年を迎えた「自主・協励・連帯」を教育目標とし
た単位制普通科高校です。
一般コースは、
2年次からの進路実現に向け、
「人文社会」
「理数」「総合」の3つの学習系列から選択し学習します。
また、平成26年度にスタートした音楽コースでは、音楽
に関する専門科目を幅広く履修します。音楽系大学だけで
なく、普通科目を多く履修することにより、教育系学部や、
その他の文系学部への大学進学にも対応できます。

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

全 日 制

横浜市立

藤沢市

《利用交通機関》
●JR・地下鉄「戸塚」駅から徒歩25分又は
地下鉄「踊場」駅から徒歩20分
●JR・地下鉄「戸塚」駅西口より神奈中バス
上矢部高校循環「上矢部高校」下車徒歩3分
●相鉄「弥生台」駅より戸塚バスセンター行
「領家中学校前」下車徒歩13分
〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町3230
電話: 045(861)3500 FAX: 045(862)6347
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-h/index.html

相模原市

創立:昭和58年1月 課程:全日制・普通科、美術科

一度しかない高校生活。大切なことは「本気で」手を伸ばすこと。本気で追いかけ、努力することで道は開けます。
君たちの「本気」を支え、応援する。横浜清風は熱意ある教師と熱気あふれる環境で、君たちを待っています。

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

公 立

課程:全日制・普通科

本気で夢に手を伸ばそう！

海老名市

創立:大正12年

電話: 045(371)7781 FAX: 045(371)4560
URL: http://www.hodogaya-h.pen-kanagawa.ed.jp

《第１回 学校説明会》
《保土ケ谷オープンスクール2018》 《一水祭（文化祭）》
８月17日(土)
10月５日(土)
9月７日(土)
10:30～ 保土ケ谷公会堂
未定（HPに掲載します。)
10:00～14:30 本校
《第２回 学校説明会》
・公開授業は申し込み不要です。 ・事前申し込み不要です。
・体験授業は事前申し込み制です。
10月26日(土) 10:00～ 本校
・学校説明会は申し込み不要です。
・部活動見学会もございます。
・校内施設の見学も実施いたします。
《第３回 学校説明会》
12月14日(土) 10:00～ 本校

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

《利用交通機関》
●JR線「東戸塚」より
相鉄バス
（乗車15分）
「環2市沢下町」下車徒歩8分
●相鉄線「鶴ヶ峰」又は
「西谷」
より徒歩25分
●相鉄線「和田町」
より
相鉄バス
（乗車10分）
「市沢下町」下車徒歩8分

横須賀市

個性の伸長を常に観察し、心身ともに健全な社会の形成者としての適性能力を培い、明るく大らかな人
格の育成をめざします。

横
横浜
浜市 川崎市

公 立

横浜
浜市 川崎市
横

公 立

神奈川県立

横浜桜陽高等学校

横須賀市

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

創立:平成14年11月 課程:単位制による全日制

私 立

学校法人関東学院

関東学院高等学校

本校は単位制普通科高校です。各年次において共通の学びを中心として確かな学力の定着を図るとともに、生徒の学習
ニーズや進路希望に応じて校外講座や検定などの活用を通じて学びの機会を各種用意し、個々の得意を伸ばします。ま
た、キャリア教育を通じて自己の適性を見極め、一人ひとりの進路希望の実現を図ります。スポーツ大会や桜陽祭（文
化祭）等の学校行事が活発で、部活動では野球部・演劇部・華道部などが各種大会で活躍しています。
《利用交通機関》
●JR・市営地下鉄戸塚駅下車戸塚バスセンター
4番乗場・汲沢経由立場ターミナル行
「横浜桜陽高校前」下車
（バス約15分）
●市営地下鉄立場駅下車 汲沢経由戸塚バス
センター行「横浜桜陽高校前」下車
〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町973番地
電話: 045(862)9343 FAX: 045(862)6364
URL: http://www.y-oyo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《学校説明会》
9月 ７日(土)
10:00～12:00 本校
11月16日(土)
10:00～12:00 本校
12月14日(土)
10:00～12:00 本校

《桜陽祭
（文化祭）
》
９月27日(金)・28日(土)
《部活動体験デー》
※一般公開は28日のみとなります。
10月26日(土)
《オープンウィーク》
詳細は９月上旬発表予定 本校 11月11日(月)～15日(金)
９:00～17:00

海老名市

校訓「人になれ 奉仕せよ」のもと、キリスト教の精神を土台に、力を独
り占めせずに他者と共感し、活動するサーバント・リーダーの育成が目標で
す。 学習面の特徴として、通常の英語授業に加え、ベルリッツから派遣さ
れるネイティブによる少人数授業が週に２回あります。加えてマンツーマン
で学べる、オンライン英会話もあります。関東学院大学への入学希望者は5
＜学校説明会・授業見学 (予約制）
＞
％程度で、多くの生徒が国公立大・難関私大への進学を目指しています。

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

《利用交通機関》
●京浜急行線「黄金町」駅下車徒歩5分
「阪東橋」駅下車
電話: 045(231)1001 FAX: 045(231)6628 ●市営地下鉄ブルーライン
徒歩8分
URL: http://www.kantogakuin.ed.jp/

〒232-0002 横浜市三春台4番地
創立:1919年1月 課程:全日制・普通科

公 立

Ｙ校の愛称で知られる本校には、将来の経済社会・国際社会に貢献できる人
材を育成する「商業科」、スポーツやビジネスに貢献する人材を育成する「ス
ポーツマネジメント科」、自立した国際人の卵を育成する「国際学科」の３学
科が設置されています。生徒たちは各科の特色ある授業や学習活動、多種多
様な学校行事、部活動に全力で取り組んでいます。また、幅広くきめ細やか
な指導のもと、就職や進学に対しても高い実績をあげています。

相模原市

藤沢市

《利用交通機関》
● 京浜急行線「南太田」下車 徒歩7分
● 横浜市営地下鉄線「蒔田」下車 徒歩7分
電話: 045-713-2323 FAX: 045-713-3969 ● 神奈川中央交通バス 横43・横44・戸03
系統「Y校前」下車すぐ
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/y-shogyo/

〒232-0006 横浜市南区南太田2-30-1

茅ヶ崎市

公 立

課程:全日制

神奈川県立

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

横浜清陵高等学校

創立:平成29年4月 課程:単位制による全日制

神奈川県立

伊勢原市 小田原市 南足柄市

横浜国際高等学校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:平成20年4月 課程:全日制

公 立

＜かんらん祭
（文化祭）
＞
9月23日
（月・祝）
9：00～15：00
入試個別相談あり

横浜市立

横浜総合高等学校

創立:平成14年4月 課程:単位制による定時制（三部制）

《学校説明会》
6月 22日(土)
10月 19日(土)
11月 23日(土)

全学科
全学科
全学科

9:30～ 本校
9:30～ 本校
9:30～ 本校

《一日体験入学》（申込制）
8月 23日(金) 全学科
9:30～ 本校
8月 24日(土) 全学科
9:30～ 本校
8月 31日(土) 全学科
9:30～ 本校
《文化祭》
10月 13日(日)
10月 14日(月)

10:00～16:00 本校
10:00～15:00 本校

横浜清陵高校は県立高校改革実施計画(Ⅰ期)を受け、平成29年度入学生よ
り、生徒の学習ニーズ及び進路状況、生徒一人ひとりの状況に対応したきめ
の細かい指導を展開する年次進行型の単位制普通科に改編しました。
【学校説明会】
基礎学力の上に発展的学力を身につけ、生徒の進路に応じた履修指導、キ
9月16日
（祝）
10：00～ 本校多目的室
ャリア教育プログラム、コミュニケーション力育成の授業など、さらなる高
9月16日
（祝）
14：00～ 本校多目的室
みを目指した教育を実践していきます。
11月16日
（土）
10：00～ 本校体育館

《利用交通機関》
●京浜急行線「南太田」駅から徒歩12分
電話: 045(242)1926 FAX: 045(253)6393 ●横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅
から徒歩15分
URL: http://www.y-seiryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

〒232-0007 横浜市南区清水ヶ丘41

公 立

10：00～11：45 本校
10：00～11：45 本校
10：00～11：45 本校
10：00～11：45 本校

横浜市立

横浜商業高等学校

創立:明治15年

10月 5日(土)
10月19日(土)
11月 9日(土)
11月30日(土)

12月14日
（土）
10：00～ 本校体育館
（一般募集対象）
12月14日
（土）
10：00～ 本校多目的室
（在県特別募集対象）
【清陵祭(文化祭）
】
9月28日
（土）
10：00～14：30
【体験入部】
ホームページで確認してください

SOAR TO THE WORLD さあ翔びたとう 世界へ！

平成20年4月に開校した単位制専門高校。平成29年度から国際科となり、平成31年度より国際バカロレアコースを新設。東京外国語大学と高大連携協定校。生徒の思考力・判断力・表現
力を育む言語活動を豊富に取り入れた授業づくりに取り組んでいます。社会のグローバル化に対応し、国際化の進む日本社会、国際社会でリーダーとして活躍する人材を育成します。
《利用交通機関》
●京急弘明寺駅より徒歩20分
又は「弘明寺口」よりバス5分 「大池」下車徒歩6分
●横浜市営地下鉄弘明寺駅より 徒歩12分
「弘明寺口」バス5分「大池」徒歩6分
●JR戸塚駅より「戸塚駅東口」よりバス25分
「大池」下車徒歩6分
〒232-0066 横浜市南区六ツ川1-731
電話: 045(721)1434 FAX: 045(742)9493
URL: http://www.yokohamakokusai-h.pen-kanagawa.ed.jp/

◆学校説明会（申込不要）
◇7月20日(土)(開港記念会館)
10:00～11:30(横浜市内の方)
13:00～14:30(横浜市外の方)
◇10月26日(土)(本校)
10:00～11:30(横浜市内の方)
14:00～15:30(横浜市外の方)
※いずれも２部制で行います

◆学校見学会（要事前申込） 本校にて開催（要事前申込、詳細は
① 6月11日(火)、②6月18日(火)、 本校ホームページでご確認ください）
③ 8月21日(水)、④8月22日(木) ◆YIS英語スピーチコンテスト
(要事前申込)9月7日(土)
⑤11月7日(木)
（①②⑤：11時／保護者のみ） 13:00～15:30 本校
（③④：10時・14時／生徒・保護者） ◆文化祭
（申込不要）
◆国際バカロレアコース説明会・体験授業 9月14日(土)10:00～15:00
6月29日(土)、8月6日(火)
9月15日(日)10:00～15:00

全力であなたをアシストする学校

横浜総合高等学校は、学ぶ時間が午前・午後・夜間と異なる三つの時間帯に展開している単位制による定時制総合学科高校です。
生徒が自らの興味・関心に応じて主体的に科目を選択し、目標を見いだしながら学習ができる学校です。
《利用交通機関》
●横浜市営地下鉄「弘明寺」下車
徒歩3分
●京急線「弘明寺」下車
徒歩10分
〒232-006 横浜市南区大岡2-29-11
電話: 045(744)1900 FAX: 045(744)1933
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/y-sogo/
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《学校説明会》
8月21日(水)
13:30～ 本校
11月 9日(土)
13:30～ 本校

《中学生進路相談会》
12月13日（金）16日（月）
1月 9日
（木）
本校

《学校行事》
５月 生徒会主催遠足
７月 スポーツ祭
９月 横総未来博
10月26・27日 横総祭（文化祭）
11月 職場見学・国際理解教室
３月 卒業生を送る会・生徒会主催遠足

神奈川県立

永谷高等学校

横浜市立

南高等学校

神奈川県立

横浜南陵高等学校

創立:平成26年4月 課程:定時制・普通科

公 立

神奈川県立

公 立

神奈川県立

横浜栄高等学校

創立:平成21年

課程:単位制・普通科

「豊かな教養と健康な心と身体を持ち社会で活躍できる実践力を有する生徒
の育成」を教育目標とし、
その実現のために、
●部活動活性化（加入率80％）
●プロジェクターをＨＲクラスに順次設置●学力定着のため来年度より３学
期制に変更●スタディーサポートなどによる学習習慣生活習慣の振り返り●
英語4技能試験に向けたＧＴＥＣ導入●今年度トイレの改修工事●福祉マイ
ンドの育成。等を行っています。
《利用交通機関》
●JR根岸線洋光台駅より
市営バス「洋光台北口」下車徒歩5分
●京急上大岡駅より
市営・神奈中・江ノ電バス「日野小学校前」下車徒歩8分
〒234-0053 横浜市港南区日野中央2-26-1
電話: 045(842)3764 FAX: 045(846)6856 ●市営地下鉄上永谷駅より
市営バス「洋光台北口」下車徒歩5分
URL: http://www.y-nanryo-h.pen-kanagawa.ed.jp

＜学校説明会＞
８月19日（月）
港南区文化センター「ひまわりの郷」
① 11：00～ ② 13：30～
12月14日（土）
本校
10：00～12：00
＜オープンスクール・学校説明会＞
10月12日（土） 本校
12：30～16：00
授業公開、説明会、部活動体験を行います。
＜南陵祭（文化祭）＞
６月29日（土）
10：00～最終入場は、14：30まで
詳細は、ホームページでご確認ください。

『わかった』
『 できた』
『つながった』

横浜明朋高校は、毎日＜昼間＞の時間帯に勉強する＜単位制定時制高校＞です。生徒は「午前部」と「午後部」のいずれかに所属し、一日４時間の授業を受け、４年間での卒業を原則としています。
また、「部間併修」により３年間で卒業することも可能で、平成30年度は、約８割の生徒が３年間で卒業しました。

《利用交通機関》
●JR京浜東北・根岸線「港南台駅」
下車徒歩10分
〒234-0054 横浜市港南区港南台9-18-1
電話: 045(836)1680 FAX: 045(835)1248
URL: http://www.y-meiho-h.pen-kanagawa.ed.jp

文武両道で鍛え合う

《学校説明会》
①11月9日
（土）
10:00～11:30 本校
②12月7日
（土）
10:00～11:30 本校

《個別相談説明会》
1月 11日
（土）
10:00～11:30 本校

《施設見学会》
夏季休業中(2日間)
詳細はHPにて

夢かない高校！

生徒は授業をしっかり受けて、部活動もがんばっています。自ら未来を切り開く意欲に満ちた生徒を育て
るため「自ら学び、考え、判断し、行動する生徒の育成」を目標に日々の教育活動を実践しています。
《利用交通機関》
●①ＪＲ「戸塚駅」または②ＪＲ「大船駅」
より神奈中バス
「金井高校前」下車
●戸塚駅：西口の戸塚バスセンター５番乗場
から「大船駅西口」行きに乗車（約15分）
●大船駅：西口バスターミナル４番乗場から
「戸塚バスセンター」行きに乗車（約10分）
〒244-0845 横浜市栄区金井町100番地
電話: 045(852)4721 FAX: 045(852)7748
URL: http://www.kanai-h.pen-kanagawa.ed.jp

《学校説明会》
① 8月19日(月)
10：30～11:30 鎌倉芸術館
② 8月20日(火)
10:30～/14:00～ 戸塚公会堂 《部活見学》
③11月 9日(土)
9月24日（火）～27日（金）
10：00～
本校
《文化祭
（金井祭）
》
④12月21日(土)
9月 7日
（土）
10：00～
本校

自ら未来を切り拓く人材の育成

変化の速い時代を生き抜く力を身につけた人材の育成を目指す進学重視型単位制普通科の高校です。学力の向上、学校行事
・部活動の充実を図りながら、単位制の特性を生かして生徒一人ひとりの進路実現に対応する教育活動を展開しています。

《利用交通機関》
●JR根岸線「港南台」駅から
徒歩18分
●港南台駅から横浜市営バス111系統または
45系統にて
「榎戸」下車3分
●港南台駅から神奈川中央交通バス83系統
他で
「横浜栄高校前」下車1分
〒247-0013 横浜市栄区上郷町555
電話:045(891)5581 FAX:045(895)0587
URL: http://www.yokohamasakae-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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○第1回学校説明会
8月18日(日)
10:30～、13:30～横浜市栄公会堂 ○体験授業
10月26日(土)
○第2回学校説明会
《学校行事》
9:00 本校
10月26日(土)
（文化祭）
※往復葉書による申込が必要です。 ●栄祭
10:30～ 本校
6月29日(土)・30日(日) 本校
☆学校見学は随時受け付けています。
○第3回学校説明会
両日とも10:00～15:00公開
事前に電話でご連絡ください！
12月14日(土)
☆体育祭・合唱祭は公開していません。
10:30 本校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和50年4月 課程:全日制・普通科

☆グローバル人材の育成
☆高い学力の習得
○課題探究活動「TRY&ACT」で
○毎日の学習時間の確保
論理的思考力や提案力を磨く
○補習や夏期講習の実施
○多様な文化や価値観を理解し
○模擬試験と解説会の実施
コミュニケーション力を高める
○国公立大学受験に対応
○シンガポール海外研修の実施
したカリキュラムの編成
○GT ECや英検等を活用
○海外大学進学支援プログラム
によるキャリアイメージの拡大
した英語力の向上

伊勢原市 小田原市 南足柄市

金井高等学校

《学校説明会》
8月17日(土) 9:30～ 本校
10月26日(土) 9:30～ 本校
12月 7日(土) 13:00～ 本校
《文化祭》
9月7日(土)，
8日(日)

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

横浜明朋高等学校

《利用交通機関》
●京急線・市営地下鉄「上大岡」駅下車
京急バス・神奈中バス「南高校前」下車
●横浜市営地下鉄「上永谷」駅下車
徒歩15分
●JR横須賀線「東戸塚」駅下車
神奈中バス
「南高校前」下車
〒233-0011 横浜市港南区東永谷2-1-1
電話: 045(822)1910 FAX: 045(826)0818
URL: http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/minami/

茅ヶ崎市

神奈川県立

新たな智を創造する ～

★平成27～31年度文部科学省指定 スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ)
★横浜市教育委員会指定 進学指導重点校，
横浜市立高校海外大学進学支援プログラム拠点校

藤沢市

公 立

《学校見学》
随時受け付け、要電話予約
受付時間：平日 9:00～16:30

相模原市

創立:平成14年11月 課程:全日制

《永陵祭
（文化祭）
》
11月2日
（土）
10:00～14:00 本校

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

公 立

～ 新たな知と出会い

《学校説明会》
8月20日
（火）
10:00～12:00 本校
10月19日
（土）
10:00～12:00 本校
12月 7日
（土）
10:00～12:00 本校

海老名市

創立:昭和29年4月 課程:全日制

《利用交通機関》
●京浜急行・市営地下鉄「上大岡駅」よりバス乗車
「中永谷」(25分)下車徒歩約5分
●JR横須賀線「東戸塚駅」
よりバス乗車
「芹が谷団地前」(15分)下車徒歩約8分
●市営地下鉄「下永谷駅」
より徒歩約20分
〒233-0016 横浜市港南区下永谷1-28-1
(
)
電話: 045 824 2165 FAX: 045(825)3605
URL: http://www.nagaya-h.pen-kanagawa.ed.jp/

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

公 立

きめ細かい指導を通じて確かな学力を育て、学習意欲を向上させるため、学び直しや少人数指導を積極的に取り
入れています。また、平成30年度より希望の進路を実現するための「進路実現プロジェクト」を実施しています。

横須賀市

創立:昭和61年４月 課程:全日制・普通科

確かな学力を身につけ、進路を実現する－永谷、新たなステージへ

横
横浜
浜市 川崎市

公 立

横浜
浜市 川崎市
横

公 立

神奈川県立

柏陽高等学校

横須賀市

「授業の柏陽」次世代を担う人材の育成 ～次代を創る・リードする～
学力向上進学重点校の本校では、質の高い授業、課題研究を行う総合的な探究の時間「科学と文化」、最先端科学等を学ぶ
「キャリアアップ講座」、海外修学旅行、UCLA研修等の実施、きめ細かな進路指導に力を入れ（国公立大合格142名）、また、
学校全体が燃える3フェスティバル（体育祭・文化祭・合唱祭）や部活動等、高い学力と豊かな人間性の向上に取り組んでいます。

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

《利用交通機関》
●JR根岸線 本郷台駅から 徒歩５分
〒247-0004 横浜市栄区柏陽1-1
創立:昭和42年4月 課程:全日制

私 立

学校法人山手英学院

山手学院高等学校

電話: 045(892)2105 FAX: 045(895)0856
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hakuyo-h/

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

公 立

横浜市立

みなと総合高等学校

相模原市

藤沢市

創立:平成14年4月開校 課程:単位制による全日制

茅ヶ崎市

公 立

神奈川県立

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

横浜緑ケ丘高等学校

電話: 045(891)2111 FAX: 045(894)2306
URL: http://www.yamate-gakuin.ac.jp/

夏休み学校説明会
7月26日(金)
10:00～12:00 本校
※HPから要予約

公 立

神奈川県立

伊勢原市 小田原市 南足柄市

横浜立野高等学校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和21年4月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人横浜学園

横浜学園高等学校

《利用交通機関》
●ＪＲ根岸線「石川町」駅下車徒歩4分
●みなとみらい線「日本大通り」駅下車
徒歩7分
●横浜市営地下鉄ブルーライン
「関内」駅
下車徒歩11分
〒231-0023 横浜市中区山下町231
電話: 045(662)3710 FAX: 045(663)2495
URL: http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/m-sogo/

学校説明会
10月12日(土)
14:00～16:00 本校
11月 9日(土)
14:00～16:00 本校
11月30日(土)
10:00～12:00 本校
※3回ともHPから要予約

山手祭
9月28日(土)
10:00～15:00 本校
9月29日(日)
10:00～15:00 本校
※入試相談コーナーあり

《夏季学校説明会》
8月21日
（水）
関内ホール
《文化祭》
9月28日
（土）
9月29日
（日）
※体育祭は6月に実施

《学校説明会・授業公開》
11月23日
（土）
《冬季施設見学会》
12月13日
（金）
12月16日
（月）

幅広い人間性を身につけた社会のリーダーとなる人材を育成する。大学受験
に対応する学力だけではなく、
「総合的な探究の時間」における探究活動など
幅広い学力を養成している。９０年余りの歴史を持つ伝統校で、全日制には 《学校説明会》
７月30日(火)関内ホール
珍しく学生食堂があり、南館の新設（H26)、西館・東館の改修も終了（H27）
10:30~12:00
し、明るく快適な生活環境を備えている。総合力の育成を目指したカリキュ
14:00~15:30
ラムを編成し、学びの質と量の更なる充実を目指している。
10月27日(日) 本校

電話: 045(621)8641 FAX: 045(624)0765 《利用交通機関》
URL: http://www.y-midorigaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp ●JR根岸線山手駅下車徒歩13分

10:00~11:30/13:30~15:00
11月30日(土) 本校
10:00~11:30
《文化祭》
６月29日(土)10:00~15:30
６月30日(日) 9:30~15:00
《体育祭》
10月 ９日(水) 本校(非公開)

伝統を力に 熱意をかたちに

きれいな校舎と落ち着いた環境のもと、生徒は熱く学習に、学校行事に、部活動に取り組んでいます。
きめ細やかなキャリア教育により、生徒の進路意識を高め、実現に向け支援します。

《利用交通機関》
●JR京浜東北線「根岸」駅下車徒歩20分また
は横浜市営バス「東福院前」下車徒歩5分
〒231-0825 横浜市中区本牧間門40-1
電話: 045(621)0261 FAX: 045(624)3756
URL: http://www.y-tateno-h.pen-kanagawa.ed.jp

《学校説明会》
10月19日(土)
10:30～11:20 本校
12月14日(土)
10:00～10:50 本校

《体験授業》要予約
10月19日(土)
9:30～10:20 本校
《体験部活動》要予約
10月19日(土)
12:30～13:30 本校
12月14日(土)
11:20～12:20 本校

《オープンスクール》
10月28日(月)～11月1日(金)
9:50～15:15 本校
《立野祭(文化祭)》
9月7日(土)
10:00～15:00 本校
9月8日(日)
10:00～14:30 本校

世の役に立つことの重要性を教育します
「浜学でよかった。」そんな声が3年後に聞けるように。
「浜学での3年間」を私たちは常に生徒に寄り添いながら『安心して学べる学校づくり』を目指しています。
《利用交通機関》
● 市営地下鉄「弘明寺駅」よりバス10分。
JR根岸線「根岸駅」よりバス15分。
● 京浜急行「井土ヶ谷駅」または「屏風浦駅」
よりバス15分
● ※上記により「岡村町」下車
〒235-0021 横浜市磯子区岡村２－４－１

創立:明治32年2月 課程:全日制

本校

「知識活用力」「自己表現力」「人間関係力」を培い、人間力を高めます。第二外国語、簿記、心理学、手話など、総合学
科の特色である幅広い選択科目の中から自分で学びたい科目を選択できます。「キャリア教育」と「国際交流」に力を入
れており、毎年多くの留学生を受け入れています。＊平成29年度入学者選抜より「在県外国人等特別募集」実施

〒231-0832 横浜市中区本牧緑ケ丘37番地
創立:大正12年1月 課程:全日制

本校

学校創立以来続く２週間の北米研修プログラムなど、世界を身近に感じることのできる国際交流教育が山手
学院の特色です。生徒一人一人の進路決定をサポートする充実した進路指導体制や活発な部活動も魅力です。

〒247-0013 横浜市栄区上郷町460
課程:全日制

《授業公開》
11月12日
（火）
10:05～12:25
11月13日
（水）
10:05～12:25

世界を舞台に活躍できる国際人の育成

《利用交通機関》
●JR京浜東北・根岸線「港南台駅」徒歩12分

創立:昭和41年

《体育祭》
《学校説明会》
6月26日
（水）
8月21日
（水）
10:00～11:30 栄公会堂
本校
（非公開）
13:30～15:00 栄公会堂 《文化祭》
9月28日
（土）
10月19日
（土）
10:00～15:30 本校
10:00～11:30 本校
9月29日
（日）
12月14日
（土）
9:30～15:00 本校
10:00～11:30 本校

電話: 045(751)6941 FAX: 045(761)7956
URL: yokogaku@yokogaku.ed.jp
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学校説明会
※事前申込不要
10月19日(土)・11月 2日(土)
11月 9日(土)・11月23日(土)
11月30日(土)
いずれも10:00~11:00 本校にて
オープンスクール ※事前申込必要
8月24日(土)10:00~12:30
11月 9日(土)11:30~12:30
11月30日(土)11:30~12:30

イブニング個別相談会 ※事前申込必要
12月 4日(水)17:30~19:30
学園祭 ※生徒手帳持参 ミニ説明会あり
9月27日(金)10:00~14:00
9月28日(土)10:00~14:00
その他随時ご相談に応じます。
オープンスクールおよびイブニング個別相談
会のお申し込みは、HPからお願いいたしま
す。資料請求もHPからお願いいたします。

神奈川県立

定

制

磯子工業高校定時制は「ものづくりをベースとした定時
制総合学科」高校です。単位制高校ですので必ず学ぶ科目
以外に、興味関心に応じて学びたい科目を選ぶことができ、
４年間学んで単位数が74単位以上になると卒業できます。
また、総合学科高校の校外連携講座を受講したり、技能審
査や定通併修で単位を多く修得することにより、３年間で
卒業することもできます。部活動は自由参加ですが、運動
系・文化系とも多くの生徒が活動しています。

創立:昭和36年10月
課程:全日制、
定時制

神奈川県立

氷取沢高等学校

創立:昭和52年4月 課程:全日制

公 立

横浜市立

公 立

横浜市立

金沢高等学校

《利用交通機関》
●京浜急行線 能見台駅より
京急バス「氷取沢高校」行き 「氷取沢高校」下車1分
●ＪＲ根岸線 洋光台駅より
市営バス「上中里団地循環」行き 「下ケ谷」下車5分
●ＪＲ根岸線 洋光台駅より
京急バス「金沢文庫西口」行き 「下ケ谷」下車5分
〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢町938-2
電話: 045(772)0606 FAX: 045(776)2468
URL: http://www.hitorizawa-h.pen-kanagawa.ed.jp/

【氷炎祭
（文化祭）
】
9月 7日
（土）
10:30～ 本校
9月 8日
（日）
10:00～ 本校
【体育祭】 ※非公開
6月 5日
（水）
【合唱祭】 ※非公開
1月31日
（金）

本校は、ステューデント・ファーストの理念の基、
「モラルあるよき市民」の
育成をめざし、日々生徒を支援する体制の充実を図っています。学力向上、
部活動の活性化はもとより、オーストラリアの姉妹校との連携や留学生の受
け入れ等、国際理解教育にも力を入れています。また地域連携により、互い
の教育力を活用した公開講座等、多様な学びの機会を提供しています。
令和2年度より氷取沢高等学校と統合し、新校に生まれ変わります。
《利用交通機関》
●JR根岸線洋光台駅より市営バス（107系統）
15分「さわの里小前」下車徒歩1分
●京浜急行金沢文庫駅より京急バス（107系
統）
20分「上中里町」下車徒歩5分
横浜市磯子区上中里町444番地
〒235-0042
電話: 045(772)0166 FAX: 045(776)2439 ●京浜急行上大岡駅より江ノ電バス20分
URL: http://www.isogo-h.pen-kanagawa.ed.jp/ 「上中里町」下車徒歩5分

令和2年3月31日をもって完校となります。
体育祭 6月 5日（水）
9:00～15:00 本校 （非公開）
文化祭 9月20日（金） 10:00～15:00 本校 （非公開）

理容師・美容師・ダブルライセンスもＹ校別科で目指そう

少人数制の実習指導やボランティア実践で高い技術や職業観を学び、これからの理容・美容業界を担う人材
を育成します。ダブルライセンスクラスもスタートしました。国家試験の合格率は高く、就職率は100％です。
《利用交通機関》
●天神橋(バス停) 下車徒歩5分
●横浜駅 京急110系統、市営102系統
磯子駅 京急110系統、市営113系統
●徒歩 市営地下鉄 吉野町駅 徒歩20分
JR根岸駅 徒歩25分
〒235-0011 横浜市磯子区丸山1-22-21
電話: 045(751)5151 FAX: 045(754)6739
URL: http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/y-sho-bekka/

■オープンキャンパス
6月22日(土)
9:30～12:30 本校
理容・美容の実習体験
7月23日(火)
9:30～12:00
卒業生によるデモンスト
レーションや 実習体験
等行います。

8月22日(木) 授業見学
9:30～11:30
13:00～14:30
8月23日(金) 授業見学
9:30～11:30
13:00～14:30
12月7日(土)10:00～12:00
実習室見学、入試説明

★文化祭
11月2日(土)
生徒作品コンテスト
２年生によるヘアショーなど

３月
（春休み）
授業体験、学校説明

～ ぜんぶやる！ それが“金高”スタイル！ ～

本校は創立68年の歴史を持ち、「学問真理の探究と自主自立」の精神のもと、高い学力と幅広い教養の育成を目指しています。横浜市教育委員会から進学指導重点校の指定を受け、特進プログラムの
実施（28年度入学生より全クラス展開）や横浜市立大学との様々な連携事業実施といった学力向上の取組に加え、行事・部活動等あらゆる分野に意欲をもって取り組む生徒を育成していきます。

《利用交通機関》
●京浜急行線
金沢八景駅徒歩5分
●シーサイドライン 金沢八景駅徒歩5分
●駅から近く、通学にたいへん便利です。
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番地1号
創立:昭和26年4月 課程:全日制

【学校説明会】
8月17日
（土）
10:00受付 10:30～金沢公会堂
10月19日
（土）
9:30受付 10:00～本校体育館
11月16日
（土）
9:30受付 10:00～本校体育館 【体験授業】 ※予約制
10月19日
（土）
12月14日
（土）
11:10～12:00 本校
10:00受付 10:30～外部ホール

電話: 045(781)5761 FAX: 045(788)5150
URL: http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/kanazawa/
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（文化祭）
》
《学校説明会（説明会＆見学会）》 《金高祭
●9月14日
（土）
● 8月22日
（木)
（日）
9：30から「４回」予定 ●9月15日
＊事前申し込みは不要です。
＊詳しい時間は未定。
金沢公会堂及び本校にて
●12月21日
（土）
HP等でご確認ください。
9：30から「１回」予定
＊一般公開しています。
＊事前申し込みは不要です。
申し込みは不要です。
横浜市立大学及び本校にて

《金高OPEN DAY》
●11月23日
（土）
説明会は ①11：30、②12：50
横浜市立大学にて2回予定
＊「授業見学」
「部活体験・見学」も
実施します。詳細はHP等で要確認。
＊「部活動体験」を希望する生徒は、
事前申し込みが必要です。

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:昭和23年4月 課程:全日制

来年度より磯子高校と再編・統合し、新しい高校としてスタートします。新校では、英語コミュニケーシ
ョン能力の向上と国際教育を一層推進し、国際性豊かな人材を育成します。

伊勢原市 小田原市 南足柄市

横浜商業高等学校別科

～Discover the World ～

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

磯子高等学校

※事前申し込みが必要です

本校
本校

茅ヶ崎市

神奈川県立

本校

《学校説明会》
12月 1日(日) 13:00～16:00 神奈川工業高等学校（定通合同説明会）
1月11日(土) 10:00～12:00 本校
《文化祭》
10月27日(日) 10:00～14:30 本校

藤沢市

公 立

本校

相模原市

創立:昭和58年4月 課程:全日制

横浜市立大学 金沢八景キャンパス
本校

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

公 立

《学校説明会・施設見学会》
7月20日(土) 10:00～12:00
12月 7日(土) 10:00～12:00
《授業見学会》
９月21日(土) 10:00～12:00
《一日体験入学》
９月21日(土) 13:00～16:00
《文化祭》
10月26日(土) 12:00～14:30
10月27日(日) 10:00～14:30

海老名市

《利用交通機関》
●京浜急行線「屏風浦」駅下車 徒歩13分
●JR根岸線「磯子」駅下車
バス①番のりば洋光台駅行7分「正門前」下車
●JR根岸線「洋光台」駅下車
バス④番のりば磯子駅行15分「正門前」下車
〒235-0023 横浜市磯子区森5-24-1
電話: 045(761)0251
FAX: 045(754)3171
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/isogo-th/

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

磯子工業高校全日制は、機械科・電気科・建設科・化学
科の工業４科からなる専門高校です。工業技術立国を支え
るべき使命に基づいて、普通高校とは異なる特色や個性の
ある学校づくりを進めています。人々が２１世紀を豊かに
快適に生活していくために、必要となる知識や技術・技能
を学ぶことができます。また、一人ひとりの将来の進路を
見据えて、役立つ資格の取得も奨励しています。部活動も
運動部・文化部とも盛んで、工業の特色あふれる部もあり
ます。

時

横須賀市

磯子工業高等学校

全 日 制

横
横浜
浜市 川崎市

公 立

横浜
浜市 川崎市
横

公 立

神奈川県立

金沢総合高等学校

横須賀市

本校は、個々の生徒の「自分探し」を支援する単位制の学校です。そのた 《学校説明会》
8月16日
（金）
横浜市立大学金沢八景キャンパス
に、二つの特徴があります。一つは、生徒一人ひとりが興味・関心および適
11:00～12:15
14:30～15:45
性をどの分野に持っているのかを体験的に学習するための専門的な科目を多
11月16日
（土）
本校10:30～11:45
数設置していることです。もう一つの特徴は、多彩な進路、生き方を考える 《体験入学》本校
ためにガイダンス機能の充実がはかられているところです。また、学校行事、
7月13日
（土） 10:00～11：40
部活動、ボランティアなど多くの活躍の場があります。
11月16日
（土） 13:30～14：30

三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市

《利用交通機関》
●京浜急行線「京急富岡」駅下車徒歩10分
(
)
(
)
電話: 045 773 6810 FAX: 045 776 2406 ●シーサイドライン「並木中央」駅下車徒歩
12分
URL: http://www.kanazawasogo-ih.pen-kanagawa.ed.jp/

〒236-0051 横浜市金沢区富岡東6-34-1
創立:平成16年4月 課程:全日制・総合学科

公 立

神奈川県立

釜利谷高等学校

海老名市

愛川町 大和市 座間市 綾瀬市

創立:昭和59年4月 課程:全日制

私 立

学校法人徳心学園

横浜高等学校

本校は、クリエイティブスクールとして、多くの可能性を秘めながら、一人ひとりが持っている力を必ずしも十分に
発揮しきれなかった生徒が、高校入学を機にこれまで以上に学習への意欲を高め、基礎学力や社会性を身に付けるとと
もに自己の将来を切り開くための新たなしくみの高校です。さらに、意欲的に学校生活を送ろうとする意志を持った生
徒を多方面からバックアップしています。

《利用交通機関》
●京急線「金沢文庫」駅下車
京急バス能見台車庫前行き「釜利谷高校」下車すぐ
●京急線「金沢文庫」駅下車
京急バス洋光台駅行き「市民の森入口」下車徒歩5分
●ＪＲ「洋光台」駅下車
京急バス金沢文庫駅行き「市民の森入口」下車徒歩5分
〒236-0042 金沢区釜利谷東四丁目58番1号
電話: 045-785-1670 FAX: 045-786-4188
URL: http://www.kamariya-h.pen-kanagawa.ed.jp

相模原市

藤沢市
茅ヶ崎市

学校法人翔光学園

寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市

横浜創学館高等学校

創立:昭和33年1月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人関東学院

伊勢原市 小田原市 南足柄市

関東学院六浦高等学校

大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

創立:1953年

公 立

課程:全日制

神奈川県立

大師高等学校

創立:1983年4月 課程:全日制

本校

共学化に伴い、教育改革が進行中です。中でも米国4大学と高大接続提携をしました。英検2級と他条件を満た
すと海外に「進学」
できます。また校内はWi-Fiが整い、
「駿台サテネット21」
の映像授業も自由に受けられます。

〒236-0053 横浜市金沢区能見台通46-1

私 立

《学校説明会》
8月15日(木)
14:00～15:00 杉田劇場
《体験授業 部活動体験(申込制)》
10月19日(土)
《文化祭》
10月19日(土)
10:00～11:00 本校
11月2日(土)
11:00～ 体験授業
12月14日(土)
10:00～15:00
13:00～ 部活動体験
10:00～11:00 本校

社会で活躍できるグローバル人財の育成

《利用交通機関》
●京浜急行「能見台」駅徒歩2分

創立:昭和17年4月 課程:全日制・普通科

《オープンスクール》本校
11月 4日
（月） 9:45～12:35
《ミニ学校説明会》本校
12月 7日
（土）10:00～11:00 14:00～15:00
《翔総祭
（文化祭）
》本校
10月12日（土）9:30~15:00 相談コーナー10:00~14:00
《部活動公開》本校
11月 4日
（月） 13:30～16:00

電話: 045(781)3396 FAX: 045(785)1541
URL: https://www.yokohama-jsh.ac.jp/

●女子対象ミニ説明会(予約制)
8月23日(金)9:30~,11:00~
13:30~,15:00~
●ミニ説明会(予約制)
8月24日(土)9:30~,11:00~
13:30~,15:00~
●横校祭(予約不要)
11月2日(土)・3日(日)
両日とも9:00～15:00

●学校説明会(予約不要)
①10月26日(土)
10:00~,13:30～
②11月23日(土・祝)
10:00~,13:30～
③11月30日(土)
14:00～
①②校内見学・個別相談可
③説明・校内見学のみ

●個別相談会(予約制)
12月1日(日) 9:00～15:00
12月2日(月)13:30～18:00
12月3日(火)13:30～18:00
12月4日(水)13:30～18:00
12月5日(木)13:30～18:00
12月6日(金)13:30～18:00
12月7日(土) 9:00～12:30
12月9日(月)13:30～18:00

3系列8コース、一人ひとりのニーズに応えたカリキュラム

難関大学を目指す「特別進学」、文武両道の「文理選抜」「総合進学」は、商業を学ぶ「文系」、環境を学ぶ
「理系」、英語に特化した「国際英語」、運動技能・知識を身につける「スポーツ」の4コースを設置。
《利用交通機関》
●京浜急行「金沢八景」駅または「追浜」駅
より徒歩15分
●金沢シーサイドライン「野島公園」駅より
徒歩15分
〒236-0037 横浜市金沢区六浦東1-43-1
電話: 045(781)0631 FAX: 045(781)3239
URL: https://www.so-gakukan.ed.jp/

●オープンスクール
7月20日(土)、8月24日(土)
両日とも ①10:00～ ②11:00～
・いずれも本校 ※要予約
●夕照祭
（文化祭）
9月14日(土) 10:00～16:00
9月15日(日) 10:00～15:00

●学校説明会
9月28日(土)10:00～11:00
10月 5日(土)10:00～11:00
11月 4日(月)10:00～11:00
11月10日(日)10:00～11:00
11月23日(土)10:00～11:00
13:00～14:00
・いずれも本校 ※要予約

●入試相談会
11月14日(木)16:00～19:00
11月18日(月)16:00～19:00
12月 2日(月)～6日(金)
5日間すべて15:00～17:00
12月 7日(土)10:00～12:00
・いずれも本校 ※要予約

校訓 人になれ 奉仕せよ

関東学院六浦の教育理念はキリスト教に基づく精神です。隣人愛を知り、人の弱さを謙虚に知り逆に温かな逞しさを育む教育の理念。
学びの根底にあるものは、どの時代にあっても揺らいではいけない精神。変わらぬものを以て変わるべきを見つめる教育。未来への道を確かな道にする教育を展開します。

《利用交通機関》
●京浜急行「金沢八景駅」
より徒歩15分、
または京急バス「関東学院正門」下車2分
〒236-8504 横浜市金沢区六浦東1-50-1
電話: 045(781)2525 FAX: 045(781)2527
URL: http://www.kgm.ed.jp/

【学校説明会】
10月 5日
（土）
10:00～11:30
11月16日
（土）
10:00～11:30
12月 7日
（土）
14:00～15:30

本校
本校
本校

今がときめく！ 大師でつかもう きみの未来！
！

平成29年度より単位制普通科となりました。単位制の利点をいかし年次進行を基調に共通科目・選択科目を設
置しています。将来の夢や希望を叶えるために必要な力を身につけられるよう全力でサポートしていきます。

《利用交通機関》
●JR川崎駅・京急川崎駅より臨港バス川21
系統塩浜二丁目行き20分大師高校前下車
〒210-0827 川崎市川崎区四谷下町25-1
電話: 044(276)1201 FAX: 044(266)5961
URL: https//www.pen-kanagawa.ed.jp/daishi-ih/

－ 20 －

《第１回学校説明会》
令和元年８月６日（火）※要予約
11：00～12：00サンピアンかわさき
《第２回学校説明会》
令和元年10月5日（土）※要予約
９：30～11：00 本校体育館

《第３回学校説明会》（一般）
令和元年11月30日（土）※要予約
10：00～11：30 本校体育館
（在県外国人等特別募集）
令和元年11月30日（土）※要予約
14：00～15：00 本校第3講義室

《体育祭》
令和元年６月５日
（水）
《文化祭》
令和元年11月２日
（土）

神奈川県立

川崎高等学校

全 日 制
単位制普通科。本校の特色は５点
①様々な分野の科目、小人数学習、発展科目などを取り入れた
多彩な選択科目を自ら組み立てる
②１時限９０分の授業展開
③様々な学びによる単位認定
④３年間変わらないクラス
⑤クラス担任団とチューターが、一人ひとりの自己実現を支援。
ＳＣ・ＳＳＷ・学習サポーター等の生徒相談体制も充実
グラウンド等は夜間照明完備。各教室冷暖房完備。
「光と風の校
舎」と呼ばれる、明るく快適な校舎でお待ちしています。

定

時

制

単位制普通科。本校の特色は全日制と同じ。15:05（４校
時）～20:50（６校時）を基本に２年次以降は全日制の時
間帯の授業も受けられます。標準服や学校行事の多くも全
日制と共通です。自分のペースで学ぶことができ、半数以
上の生徒が３修制（３年で卒業できるシステム）を活用し
ています。将来の進路目標を持って自ら授業を選択します。
生徒相談・学習サポートも充実、進学率も41％。中学時代、
不登校だった生徒も71％が再チャレンジ成功。是非、県川
定時を見に来てください。

創立:川崎（昭和２年）川崎南（昭和54年）が平成16年に再編統合
課程:全日制、定時制・普通科

《利用交通機関》
●JR川崎駅東口より４番バス乗り場で臨港バ
ス「京町循環」行「二の辻」下車徒歩３分
●京浜急行線八丁畷駅下車徒歩13分
●ＪＲ川崎新町駅下車徒歩３分
〒210-0845 川崎市川崎区渡田山王町22-6

電話: 044(344)5821
FAX: 044(344)9140
URL: http://www.kawasaki-h.pen-kanagawa.ed.jp

＜学校説明会＞
９月７日
（土）
㈰9:30～㈪11:00～㈫13:30～ 本校
＜入試説明会＞
１１月１６日
（土） 第１回入試説明会
１２月１４日
（土） 第２回入試説明会
＜文化祭＞
９月１５日
（日）
１６日
（月）

全日制と同じ
〈生活体験発表会〉
校内大会６月１９日（水）市大会９月１１日（水）県大会１０月１２日（土）

公 立
川崎市立

川崎高等学校

全 日 制
学校教育目標「こころ豊かな人になろう」
普通科は「自己実現力」「探究心・課題解決能力・表現力」
「グローバルコミュニケーション力」を育む教育活動を通
して「国際都市川崎をリードするたくましい人材の育成」
を目指します。
生活科学科は「生活関連産業のスペシャリスト」を、福
祉科は「福祉のスペシャリスト
（介護・看護・看護・医療）
」
を目指
して日々、専門的な知識と技術の修得に取り組んでいます。
教科センター方式、ＩＣＴ教育機器を取り入れ、授業を
展開しています。

定

時

制

夜間部普通科と昼間部普通科を併設している学校です。定時制専用の教室で学びま
す。
昭和28年以来働きながら学ぶ生徒に寄り添う、きめ細やかな指導を行ってきました。
今後も多様化する生徒の実態に対応して
・「基礎基本の充実」「少人数による授業展開」
・「キャリア教育の充実」
・「カウンセリングの充実」
を三本の柱として取り組んで行きます。
定時制ホームページ http://www.keins.city.kawasaki.jp/5/ke500601/

創立:明治44年10月
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●川崎駅より市営バス
・水江町、塩浜行き、扇町、小田栄循環「市立川崎高校前」
〒212-0806 川崎市川崎区中島3-3-1

電話: 044(244)4981
FAX: 044(211)8295
URL: http:/www.kaw-s.ed.jp/kawasaki-hs/

《学校説明会》
7月27日
（土）
9:30～12:00 本校
12月 7日
（土）
9:30～12:00 本校
《体験授業》
8月17日
（土）
9:00～
（普通科・福祉科・生活科学科）
9月28日
（土）
9:30～
（福祉科）
11月23日
（土）9:30～
（生活科学科・福祉科、普通科個別相談）
《体育祭》
5月10日
（金）
本校 非公開
《文化祭》
9月13日
（金）
本校 非公開
9月14日
（土）
本校 一般公開 9:30～

《学校説明会》
11月29日
（金） 本校

詳細はホームページに掲載

《文化祭》
10月26日
（土） 本校 一般公開 詳細はホームページに掲載

公 立
川崎市立

川崎総合科学高等学校

全 日 制
本校は、最新の施設・設備を備えた工業科と理数科の専門高校で
す。全日制では、工業の専門学科として情報工学科、総合電気科、
電子機械科、建設工学科、デザイン科があり、技術・技能の修得
をめざしています。また、理数科の専門学科である科学科では、
理科や数学の学習を深め、理系難関大学の進学をめざしています。
詳しい各科の内容や進路実績、説明会については本校ホームペー
ジをご覧ください。
続きはＷｅｂで！！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「川崎総合」で検索＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

定

時

制

クリエイト工学科では、基礎学力の確実な定着を図り、キャリア教育の充実
やものづくりなどの良さや楽しさを実感し、よりよい進路実現をめざします。
電気・電子コース、機械コースの２コースに分かれ、ものづくりに必要な技
術習得の２つの柱で学習を進めていきます。
商業科の学習はビジネスの基本となる科目のほか、簿記や電卓、ビジネス文
書や情報処理など検定につながる科目や自分の目標に応じた学習などが多彩
で、資格取得をめざすことができます。
ビジネスの資格試験に合格することはスキルの証となり、就職や進学の際に
威力を発揮することは言うまでもありません。

創立:昭和38年4月1日
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●JR川崎駅ラゾーナ広場より
市営バス(川73) 上平間行(87番のりば)
●東急バス(反01）五反田駅行(81番のりば)
●『御幸公園前』下車 徒歩3分
〒212-0002 神奈川県川崎市幸区小向仲野町5-1

電話: 044(511)7336
FAX: 044(511)9796
URL: http://www.kst-h.ed.jp/

《学校説明会》 7月20日
（土）
10:00～13:30 中原市民館
《学校説明会》 9月 7日
（土） 9:30～13:30 本校
《学校説明会》11月16日
（土） 9:30～13:00（部活動体験含む）本校
《文化祭
（一般公開）
》 9月22日
（日）
10:00～15:00 本校
（ミニ学校説明会も開催）9月23日（月・祝）10:00～15:00 本校
《体験教室》 AM9:30～ PM13:30～ 1日9:30～15:00
科学科
8月3日
（土）
AM/PM
デザイン科
8月4日
（日)・5日
（月）
1日
電子機械科 8月6日
（火）
AM/PM
総合電気科 8月6日
（火）
PM・8日
（木）
AM
情報工学科 8月8日
（木）
AM/PM
建設工学科 8月9日
（金）
AM/PM
《各科説明会》10月12日
（土）
12月7日
（土）
AM/PM

－ 21 －

《学校説明会》
12月13日(金)17：00～19：00 本校
《校内弁論大会》
6月13日(木)18：00～20：30 本校(非公開)
《映画教室》
9月20日(金)17：40～20：30 川崎ＴＯＨＯシネマ(非公開)
《校外行事》
10月19日
（土）
工場見学予定
《球技大会》
(
)
2月 6日 木 17：40～20：30 川崎グランドボウル(非公開)
※随時学校見学可能(事前に予約が必要)

横浜市 川
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

横浜市 川
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

川崎市立

幸高等学校

創立:昭和28年4月 課程:全日制・ビジネス教養科、普通科

私 立

学校法人大西学園

大西学園高等学校

創立:昭和3年4月28日 課程:全日制・普通科、家庭科

公 立

神奈川県立

川崎工科高等学校

本校は2017年度に校名が商業高等学校から幸高等学校に変わり、普通科を併設し、新しい学校としてスター
トしました。ビジネス教科書は「就職も進学も対応できる」として高い評価を得ています。商業の各分野に関す
＜学校説明会【説明会のみ】＞本校
る基礎知識から高度な資格取得につながる学力の向上を目指しています。また普通科では、国公立や難関私立
6月22日（土） 9：00～11：30
大学進学を目指した自主学習ツールを導入しＰＣ室や自宅でも受講が可能な学習プログラムを設定しています。 12月14日（土） 9：00～11：30
400台のパソコン、275名収容できる視聴覚ホールをはじめ、快適な学習環境が整っています。部活動も盛ん
＜学校説明会【説明会と体験授業】＞本校
で、日々熱心に活動しています。文化祭や体育祭、合唱コンクールなどの学校行事も充実しています。
《利用交通機関》
●JR南武線「矢向」駅下車徒歩約15分
●ＪＲ川崎駅西口より
市バス「井田病院」
「新城駅」行き「幸高校前」下車
〒212-0023 川崎市幸区戸手本町1-150
●Ｊ
Ｒ川崎駅西口より
(
)
(
)
電話: 044 522 0125 FAX: 044 555 7554
臨港バス「元住吉」
「鹿島田駅入口」行き「幸高校前」下車
URL: http://www.kch.ac.jp/

神奈川県立

新城高等学校

公 立

課程:全日制・普通科

神奈川県立

住吉高等学校

＜総合技術科＞
機械エンジニアコース
ロボットシステムコース
電気テクノロジーコース
情報メディアコース
環境エンジニアコース
食品サイエンスコース
県立高校教育力向上推進事業VerⅡ
理数科学教育教育実践校（～平成27年度）

電話: 044(511)0114 FAX: 044(549)0138
URL: http://www.kawasakikoka-th.pen-kanagawa.ed.jp/

＜学校説明会 第１回～第３回＞
７月２５日（木）１０:００～１１:３０
川崎市産業振興会館 川崎駅徒歩８分
１１月１６日（土）１０:００～１１:３０
本校
１３:００～１４:３０
１２月１４日（土）１０:００～１１:３０
本校
１３:００～１４:３０
説明会は事前申し込みが必要です。
詳しくは本校ホームページをご覧ください。

新城高校は今年57期生を新入生として迎えました。
創立以来、半世紀を超える歴史の中で培われてきた「清楚質実」という校風の下、生涯の基礎となる学習は勿論、仲間と協調し
て部活動や行事に打ち込み、着実に前に歩みを進めていく、そんな取り組みを通して自分の成長を実感できる環境があります。
また、平成27年には新校舎、平成30年には生徒会館が完成し、今年3月にはグラウンドの改修も終えました。
こうした充実した環境の中で普遍的な「7つの力」の全人教育を基本に据えて、大きく変化していく未来に対応できる新しい伝
統を築くべく、新城高校はさらなる高みを目指します。

《利用交通機関》
●ＪＲ南武線「武蔵新城」駅より徒歩12分
電話: 044(766)7456 FAX: 044(752)7812 ●ＪＲ南武線「武蔵中原」駅より徒歩12分
URL: http://www.shinjo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

本校は、周囲を平和公園と住宅地に囲まれ、緑豊かで静かな環境に恵まれ
ています。また、交通の便が良いことも魅力の一つです。学業では、プログ
ラミング教育に力を入れており、論理的に考える力や協働して課題を解決す
る力を育成しています。さらに、体育祭、文化祭、合唱コンクールといった
学校行事や、部活動も盛んで、生徒が主体的に取り組み、日々切磋琢磨して
います。意欲あふれる生徒諸君の入学をお待ちしています。

《利用交通機関》

私 立

学校法人法政大学

法政大学第二高等学校

創立:昭和14年4月 課程:全日制・普通科

本校
本校
本校
本校
本校

技能習得を中心とした教育ではなく、数学や理科をしっかり学び様々な理論や科学技術を実験実習を通じて理解する教育を実践しています。
入学後の体験実習やガイダンスによりコースを理解し、
２年生から６つのコースの中から希望するコースを選択して学びます。

「元住吉」駅徒歩8分
〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町34番地1号 ●東急東横線
創立:昭和55年4月 課程:全日制・普通科

9：30～14：30

理数科学教育でテクノロジストを育てる

〒211-0042 川崎市中原区下新城1-14-1
創立:昭和38年

＜文化祭＞
10月 6日（日）

《学校説明会》
８月２１日
（水）10:00～
１０月２６日
（土）10:00～
１１月１６日
（土）10:00～
《利用交通機関》
１２月 ７日
（土）10:00～
●東急東横線、JR南武線、武蔵小杉駅下車 徒歩4分 《学園祭》
JR横須賀線 徒歩12分
〒211-0063 川崎市中原区小杉町2-284
１１月 ９日
（土） 9:00～
電話: 044-722-2332 FAX: 044-711-2500 ●市営バス、東急バス
武蔵小杉駅下車
徒歩4分
URL: http://www.ohnishigakuen.ac.jp

〒211-0013 川崎市中原区上平間1700-7

公 立

9：00～12：00
13：00～15：00
9：00～12：00
13：00～15：00
8：50～12：50

本校は、
健康で豊かな人間性と確かな実践力を養う意欲あふれる学園です。
理想的な学級編成で徹底した個別指導を行うとともに、人間教育にも重点を
おき、自主独立の精神と判断力を育てます。知的教養を深めることで、世界
的視野に立ち、未来を見つめる人間に成長していくことを期待しています。

《利用交通機関》
●JR南部線平間駅下車
徒歩 ８分
●JR横須賀線新川崎駅下車 徒歩15分
●市営バス
（川７、杉４０系統）
上平間住宅前下車 徒歩２分

創立:平成21年11月 課程:全日制

8月20日（火）
8月20日（火）
8月21日（水）
8月21日（水）
11月16日（土）

電話: 044(433)8555 FAX: 044(433)8760 ●JR横須賀線・南武線「武蔵小杉」駅
徒歩15分
URL: http://www.sumiyoshi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

＜高校体験プログラム＞
９月２８日
（土）
午前
事前申し込みが必要です。
詳しくは本校ホームページをご覧ください。
７月中旬に掲載予定です。
＜文化祭＞
１０月２６日
（土）

【城高祭】
＠本校
《体育祭》 5月16日
（木） 9:30～15:30
《文化祭》 9月28日
（土）
～9月29日(日)
10:00～15:00
【学校説明会】
第1回 10月12日(土) 10:00～ 13:00～ (2部制）
第2回 11月 9日(土) 10:00～ (午前のみ）
第1回、第2回ともに本校で行います。 詳細はHPを参照してください。
【学校見学会】
課業期間中
（7月～）
：月曜日・木曜日
15:50～
夏期休業中：月曜日・水曜日・金曜日
10:00及び14:00～
（2部制）

部活動体験会
８月15日
（木）9:00～17:00 本校
羽月祭
（文化祭）
9月 ７日
（土）
12:00～15:00 本校
9月 ８日
（日） 9:30～14:30 本校
学校説明会
10月26日
（土） 9:30～12:00 本校
11月16日
（土） 9:30～12:00 本校
学校見学会
夏期休業中もしくは
９月２日（月）～11月29日（金）の週の平日の内１日
開始時間等につきましては、後日HPにて掲載します。

出会い、向き合い、「自分」をつくる。

「自由と進歩」の学風の下、法政大学の付属校として受験にとらわれない、生徒一人ひとりの豊かな能力と個性の開花を目指しています。多様な仲間との出会いは、これまでに
発見できなかったモノの見方や考え方を育む環境にあります。「付属校推薦制度」により、生徒の80％～90％が法政大学に進学しています。2018年度には完全共学化されました。
《利用交通機関》
●JR南武線 武蔵小杉駅 西口 徒歩12分
●JR横須賀線 武蔵小杉駅 横須賀線口
徒歩15分
●東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 南口
徒歩10分
〒211-0031 川崎市中原区木月大町6-1
電話: 044-711-4321 FAX: 044-733-5115
URL: http://www.hosei2.ed.jp/
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《学校説明会》
9月28日
（土）
14:30～16:30 本校木月ホール
10月12日
（土）
14:00～16:00 本校木月ホール
11月 9日
（土）
14:00～16:00 本校木月ホール

《学校説明会》
《文化祭》
（二高祭）
11月30日
（土）
10月26日
（土）
一般公開
14:00～16:00 本校木月ホール 10月27日
（日）
一般公開
両日とも、入試ミニ説明会開催（予定）
《学校公開日》（授業・クラブ活動公開）
9月 7日
（土）
※各イベントの詳細は、
午前:各教室、午後:各クラブ活動
本校ホームページでご確認ください

川崎市立

橘高等学校

全 日 制
生徒の「学習活動」
「生徒会活動」
「部活動」何れにも意欲的
・継続的に取り組む姿勢を大切にし、進学対応の教育課程、
生徒主体の学校行事、全国レベルの部活動指導、手厚い進
路指導等、
生徒一人ひとりに寄り添う充実した学習環境を
備えています。
本校生徒の特徴は「元気・真面目・一生懸命」
。部活動への
加入率は95％以上です。忙しいですが充実した高校生活を
ともに送ってみませんか。やる気のある中学生の入学をお
待ちしています！

定

時

制

71年の歴史と伝統のある定時制です。1・2年次に「基礎国
語」
「基礎計算」の授業をおき、基礎学力を養う授業を行っ
ています。教室は冷暖房完備で快適に学習できる環境が整
っています。定時制専用教室（6教室）やゼミ室が設置さ
れ、明るく清潔な雰囲気の中で学習しています。0校時の
授業（自由選択の授業)、高卒認定、技能検定を組み合わせ
て条件が満たされれば3年間で卒業できます。

創立:昭和17年3月
課程:全日制・普通科、
国際科、
スポーツ科
定時制・普通科

《利用交通機関》
●JR南武線「向河原」駅下車徒歩8分
●JR南武線「平間」駅下車徒歩10分
●JR横須賀線「武蔵小杉」駅下車徒歩12分
〒211-0012 川崎市中原区中丸子562

電話: 044(411)2640
FAX: 044(422)7412
URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/5/ke500401/

《学校説明会》
8月20日(火)10:00~15:30(二部制)エポックなかはら(武蔵中原駅前)
11月23日(土)13:30~16:00 本校 （午前中 公開授業）
《国際科説明会》
9月14日(土)10:00~12:30 本校 （体験授業あり）
11月16日(土)10:00~12:30 本校 （体験授業あり）
《スポーツ科説明会》
11月17日(日)10:00~12:30 本校 （体験授業あり）
《文化祭》
9月29日(日) 9:30~15:00 本校

《学校説明会》
11月20日(水)16:30～18:00 本校
12月19日(木)16:30～18:00 本校
1月15日(水)16:30～18:00 本校
《文化祭》
10月26日(土)12:00～15:00 本校

公 立
川崎市立

高津高等学校

全 日 制
市立高校として、地域に密着した信頼される高校を目指しています。
進学・就職それぞれの進路に応じた学習ができるように、きめ細か
な指導を行っています。２年生から類型制カリキュラムを設定し、
個々の進路希望に応じた学習の強化をはかっています。全人教育を
目標とし、学力のみならず情操教育にも力点を置いています。生徒
指導はきめ細かく行っており、社会性の育成を目指しています。
２０１９年度の入学生から、１人１台のタブレットPCを導入し、
各教科での情報活用能力の育成や英語の４技能を向上させる対策
など、日々の教育活動で様々な活用に取り組んでいます。

定

時

制

本校は川崎市の中心に位置し、通いやすい場所にあります。
きめ細かな指導を基本として、生徒の個性が伸びるよう指
導しています。３年次からは選択科目もあり、自分の興味
や進路にあった学習ができるようにしています。生徒会活
動では、体育祭・文化祭がありアイディアを凝らした行事
となるよう生徒を中心に工夫しています。部活動もさかん
で放課後熱心に活動しています。弁論大会、修学旅行、視
聴覚教室など多彩な行事があります。

創立:昭和3年3月
課程:全日制：定時制、
普通科

《利用交通機関》
●JR南武線・田園都市線溝の口駅下車徒歩
7分
〒213-0011 川崎市高津区久本3-11-1

電話: 044-811-2555
FAX: 044-812-7030
URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/5/ke500501/

公 立

神奈川県立

川崎北高等学校

創立: 昭和49年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

生田高等学校

創立:昭和44年1月 課程:全日制

《学校説明会》
8月23日(金)10:00～15:30 （高津市民館）
11月16日(土)10:00～11:30
13:30～15:00
（本校）
12月24日(火)15:00～16:00 （本校）
《公開授業》
10月 3日(木) 9:50～12：40 （中学校保護者対象）
《文化祭》
9月22日(日) 9:30～15:00

《学校説明会》
11月26日
（火）
17：30～19：00 （本校）
＊時間は変更になることもあります
《文化祭》
10月26日
（土）
10：30～14：30 （本校）
《体育祭》
5月17日
（金）
18：00～21：00 （本校）

川崎北高校は、宮前区にある唯一の高校として地域との交流、定期的な地域
清掃への参加など、「地域に根ざした学校」
・
「地域とともに歩む学校」として
教育を展開しています。授業は生徒の思考力・判断力・表現力を育てるきめ
細かで丁寧な学習指導を行っています。また、関東・全国を目指す活発な部 《学校説明会》
活動や北斗祭、大師強歩等の多彩な行事を通した様々な体験・交流の経験か 10月26日(土)・11月23日(土)
ら、一人ひとりの自己実現を支援します。
会場：本校体育館

《その他》
《利用交通機関》
8月 1日(木) 川崎地区公私合同説明会・相談会
●田園都市線「鷺沼駅」または「宮前平駅」 会場：法政大学第二高等学校
より徒歩18分
8月24日(土) 中学生向け体験授業
●田園都市線「鷺沼駅」
よりバス7分、
「中有
会場：本校
〒216-0003 川崎市宮前区有馬3‐22‐1
馬」下車徒歩5分
《北斗祭
（文化祭）
》
電話: 044(855)2631 FAX: 044(855)7769 ●横浜市営地下鉄「センター北駅」よりバス
8月31日
（土)・9月1日
（日）
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasakikita-h/ 10分、
「中有馬」下車徒歩5分
会場：本校

学び鍛え輝く

－確かな学力と価値ある未来を生田から

文武両道を主体的に実践。確かな学力とともに主体性、多様性、協働性を育みます。大学入試改革に対応した
「主体的・対話的で深い学び」を実現する教育課程。ICT利活用＋BYODの授業も展開。今年度入学生より新制服。

《学校説明会》
8月21日(水)
《利用交通機関》
①10:30～/②14:00～麻生市民館
●小田急線「生田」駅下車
11月９日(土)
市営バス
「生田高校前」下車5分
10:00～11:05 本校体育館
●小田急線「百合ヶ丘」駅下車
小田急バス聖マリアンナ医大前行「生田高校前」下車5分 《オープンスクール》
〒214-0035 川崎市多摩区長沢3-17-1
11月９日(土)(学校説明会と同日)
電話: 044(977)3800 FAX: 044(976)9398 ●JR南武線「武蔵溝ノ口」駅下車
URL: http://www.ikuta-h.pen-kanagawa.ed.jp/
市営バス鷲ヶ峰営業所行「鷲ヶ峰営業所」下車5分 11:20～12:10 本校(体験授業)
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横浜市 川
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

横浜市 川
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

神奈川県立

生田東高等学校

一人ひとりが輝ける場所

多摩丘陵の東端に位置し、抜群の自然環境に恵まれています。交通の便もよく、近年、生徒の通学区域も広がっています。本校は「活かせる学力の育成」
「自主自立の精神」
「豊かな人間性」の確
立、そして「生徒一人ひとりの進路実現」を目標としています。「イクヒ」の愛称で親しまれています。校訓は「イクヒ生よ賢くあれ、イクヒ生よ強くあれ、イクヒ生よ正しくあれ」です。

《利用交通機関》
●小田急線「生田駅」下車 徒歩約10分
●JR南武線「中野島駅」下車 徒歩約20分
〒214-0038 川崎市多摩区生田4‐32‐1
創立:昭和52年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

菅高等学校

創立:昭和58年4月1日 課程:全日制

電話: 044(932)1211 FAX: 044(934)4648
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ikutahigashi-h/

《学校紹介行事》
●学校説明会（予約は必要ありません。)
10月26日
（土）
10：00～12：00 本校
11月23日
（土）
10：00～12：00 本校
12月14日
（土）
10：00～12：00 本校

●夏期体験授業（予約が必要です。)
8月20日（火）午前の部10：00～本校
午後の部13：00～本校 ●東陵祭 文化部門【文化祭】
9月 7日
（土）
8月21日（水）午前の部10：00～本校
10：00～14：30 本校
午後の部13：00～本校
※詳細は本校ホームページ ※受付は終了30分前までとなります。
にてご確認ください。

君のドラマが動き出す！

少人数制で行われる英語・数学の「習熟度別授業」や、毎日行われる「朝読書」、活気あふれる部活動など、皆さんを支えるためのプログラムがたくさんあります。
この学校で、自分が輝ける場所をぜひ見つけてください！
《利用交通機関》
●小田急線 読売ランド前駅より徒歩20分
又は小田急バス
「南菅中学校」下車
●各線 稲田堤駅より徒歩20分
●又は稲田堤駅 下車後
「城下」より小田急バス「南菅中学校」下車徒歩2分
〒214-0004 川崎市多摩区菅馬場4-2-1
電話: 044-944-4141 FAX: 044-944-9190
URL: http://www.suge-h.pen-kanagawa.ed.jp/index.htm

《文化祭》
10月19日（土）、20日（日）
《体育祭》
６月７日
（金） 非公開

《秋の学校説明会》
本校体育館にて
11月９日(土)10時ー12時半
《冬の学校説明会》
本校体育館にて
12月７日(土)10時ー12時半

《夏の学校説明会》
各日10時ー12時
本校視聴覚室にて
７月27日(土)
８月 ５日(月)
※この日のみ14時ー16時も開催予定
８月24日(土)

公 立
神奈川県立

向の岡工業高等学校

全 日 制

定

時

制

本校は、
「ものづくり」をとおして学ぶ楽しさを知り、向
上心をもって社会に出られる「人づくり」を使命としてい
ます。
「ものづくり」の前向きな姿勢、
課題を解決する姿勢、
良き人間関係を形成する姿勢を身につけ、
検定試験やコン
テスト等へチャレンジ、資格取得により自信、やりがい、
達成感も醸成しています。皆さんも、
「ものづくり」にチャ
レンジしながら、技術・技能を身につけ、自分自身を磨い
ていきませんか。

興味関心に合わせて多様な共通科目、
専門科目から選んで
学べる、川崎市内で唯一の単位制総合学科の定時制です。
17:55～21:00を中心に学習しますが、15:35～17:05の選択
授業を受講することなどで３年間での卒業が可能です。
「高所作業車」など自校での資格取得も充実。
県立総合職
業技術校(かなテク)とのいわゆるダブルスクールにより、
本校での単位修得が認められます。
また個々に応じた保健
・生活面の支援、充実した進路支援を行っています。

＜学校説明会＞
７月２５日
（木）９
：
２０～１１
：
３０
１１月１６日
（土）
１２
：
３０～１５
：
００
＜部活動見学会＞
７月２５日
（木）
１１
：
３０～
１１月１６日
（土）
１５
：
００～
＜高校体験プログラム＞
９月２１日
（土）９
：
３０～１２
：
００
＜向友祭
（文化祭）
＞
１０月２６日
（土）
１０
：
００～１５
：
００
１０月２７日
（日）９
：
３０～１５
：
００

＜学校説明会＞
１２月 7日
（土）
10：00～12：00 本校
＜向友祭
（文化祭）
＞ 本校全日制と共同開催
１０月２６日
（土）
１０
：
００～１５
：
００ 本校
１０月２７日
（日）９
：
３０～１５
：
００ 本校
＜学校
（授業）
見学＞
毎日
（平日） 15：35～21：00 本校
（要予約）

創立:昭和37年4月
課程:全日制
（工業)・定時制
（総合学科）

《利用交通機関》
●ＪＲ南武線「久地」駅下車徒歩１０分
〒214-0022 川崎市多摩区堰１丁目２８番１号

電話: 044(833)5221
FAX: 044(812)6556
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/mukainooka-th/

公 立

神奈川県立

多摩高等学校

本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校

本校は、開校以来60余年にわたり、各界で活躍する人材を多く輩出してきま
した。県の学力向上進学重点校エントリー校及び理数教育推進校の指定に加
え、今年度より国のSSH（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受け
ました。70分授業×５校時／日の授業で、学習面の充実と部活動・学校行事
面の充実を両立させ、高い学力と豊かな知恵や経験を身に付けることで、生 《学校説明会》
徒一人ひとりの進路希望の実現を図ります。
8月23日(金)

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原5-14-1
創立:昭和31年2月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人日本女子大学

日本女子大学附属高等学校

創立:1901年

課程:全日制・普通科

電話: 044(911)7107 FAX: 044(934)4650 《利用交通機関》
URL: http://www.tama-h.pen-kanagawa.ed.jp ●JR南武線「宿河原」駅から徒歩8分

多摩市民館・10:30～／13:30～
12月 7日(土)
本校・10:00～／14:00～
《多摩高祭(文化祭・体育祭)》
☆文化祭
8月31日(土)・9月1日(日)・9:00～15:30
☆体育祭
9月 7日(土)・8:30～15:30

自ら考え 自ら学ぶ 人になる

【大学受験に縛られない高校生活】原則として全ての生徒が日本女子大学に推薦されます。幅広い基礎学力をつけると共に、受験にとらわれず自分の興味にし
たがって勉強の面白さを追求していくことができます。【盛んな自治活動】自治活動を通して得られた力で社会に貢献する人間を育てることを目指しています。

《利用交通機関》
●小田急線「読売ランド前」駅下車
徒歩約10分
●京王相模原線「京王稲田堤」駅下車
「城下」バス停よりバス約10分(女子大前下車)
●京王相模原線「京王よみうりランド」駅下車
バス約15分(女子大前下車)
〒214-8565 川崎市多摩区西生田1-1-1
電話: 044(952)6705 FAX: 044(954)5450
URL: http://www.jwu.ac.jp/hsc/

－ 24 －

《学校説明会》★
《もみじ祭(文化祭)》※
《学校見学ツアー》★
7月27日(土)・28日(日)および
・9月 7日(土) 14:40～
10月26日(土)
日本女子大学目白キャンパス
8月12日(月)～18日(日）
10月27日(日)
・9月21日(土) 本校
13:00～
本校
(学校紹介・見学会)
本校
午前9:30～ 午後13:00～
・11月9日(土)本校
予約方法等詳細は
※予約不要
12:30～クラブ見学
本校ホームページにて
★事前申込制ですが
当日受付も対応します。
14:00～説明会
ご確認ください。

神奈川県

百合丘高等学校

創立:昭和50年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

麻生高等学校

創立: 昭和59年1月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

麻生総合高等学校

清新潑剌

「清新潑剌」の校風のもと、自由で伸び伸びとした雰囲気の中、生徒は明るく潑剌と、勉強・学校行事・部
活動といった高校生活に励んでいます。あなたも百合丘高校の仲間に加わってみませんか。

《利用交通機関》
●小田急線「百合ヶ丘駅」下車
小田急バス「百合丘高校前」下車徒歩2分
●小田急線「生田駅」下車
川崎市営バス「百合丘高校前」下車徒歩2分
●田園都市線・南武線「溝の口」下車
川崎市営バス「鷲ヶ峰営業所前」下車徒歩10分
〒214-0036 川崎市多摩区南生田4-2-1
電話: 044(977)8955 FAX: 044(976)8735
URL: http://www.yurigaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp/

高い志をもって社会に貢献する良識ある人間、そしてこれからの時代に求められる資質・能力の育成をめざし、国
際理解及び英語教育、芸術教育を特色として推進しています。緑豊かな環境に恵まれ、静かで落ち着いた高校です。
《利用交通機関》
●小田急線新百合ヶ丘駅下車徒歩 20 分
●新百合ヶ丘駅より小田急バス 千代が丘・向
原・よみうりランド 行 「金程」下車徒歩４分
●新百合ヶ丘駅より小田急バス 平尾団地・
駒沢学園・稲城駅行「平尾」下車徒歩７分
〒215-0006 川崎市麻生区金程3-4-1
電話: 044(966)7766 FAX: 044(953)9234
URL: https://asao-h.pen-kanagawa.ed.jp/

＜学校説明会＞
●8月24日(土)事前申込不要
10:30～11:30
ユニコムプラザさがみはら
●9月1日(日)事前申込不要
10:30～11:30 麻生市民
●12月7日(土)事前申込不要
10:00～12:00 本校体育館
校舎内見学、個別相談会

＜学校見学＞
●電話にて随時受付

＜鴻志祭(文化祭)＞
●9月7日(土) 11:00～15:00
●9月8日(日) 9:30～15:00
期間中に学校説明会も行います
7日(土)14:00
8日(日)10:30,14:00

１年次は少人数クラスで基礎学力の向上を図り、２・３年次は将来の進路や興味・関心に応じた科目選択（普通科
目・専門科目など）により自己の可能性を見出します。丁寧なキャリア教育の実践で一人ひとりの未来を拓きます。

電話: 044(987)1750 FAX: 044(989)6074
URL: http://www.asaosogo-ih.pen-kanagawa.ed.jp/index.html

《第１回学校説明会》
７月30日
（火）
13：30～15：00 麻生市民館
《第２回学校説明会・第２回体験授業》
11月16日
（土）
10：00～12：00 本校

《嵐舞祭
（文化祭）
》
《第１回体験授業》
9月７日
（土）
8月21日
（水）
(
)
10：00～11：45 本校 要申込み 10：00～15：00
《第３回学校説明会》
《第４回学校説明会》
1月11日
（土）
12月14日
（土）
9：00～12：30 本校
11：00～13：00 本校

学校法人桐光学園

桐光学園高等学校

他者との関わりの中で自己を高めていこう
失敗を恐れず失敗から学んでいこう
一生続けられる好きなことを見つけよう
難関国公立・私立大学進学を可能にする学習環境が整っています。男女別学、担任2人制、池上彰・隈研吾・羽生
善治といった現代を代表する講師陣による「大学訪問授業」、充実の語学研修･留学プログラム、基礎から大学別
の演習まで600超講座の講習制度、運動部２０種・文化部３０種など、個性に応じたきめ細かい指導を実践します。

《利用交通機関》
●小田急多摩線栗平駅下車 徒歩12分
電話: 044-987-0519 FAX: 044-987-9064 ●京王相模原線若葉台駅下車 スクールバス１５分
●小田急多摩線黒川駅下車 スクールバス５分
URL: http://www.toko.ed.jp/

〒215-8555 川崎市麻生区栗木3-12-1
創立:1978年

＜オープンスクール＞
●10月5日(土)事前申込不要
9:50～12:30 本校
公開授業、学校説明会
校舎内見学、個別相談会

輝け！Ｏｎ
ｌ
ｙ Ｏｎｅ 豊かな学びが、きみをはぐくむ

〒215-0023 川崎市麻生区片平1778

私 立

《公開授業、部活動体験・見学》 《風音祭
（文化祭）
》
10月５日(土) 本校
９月７日（土） 10:00～14:30
９月８日（日） 9:30～14:30
公開授業は午前実施
部活動体験・見学は午後実施
＜部活動体験は事前申し込みが必要＞ 《夏季休業中 学校見学》
７月29日～８月22日までの平日のみ実施
事前申込みが必要

夢を現実へ！－麻高力－

《利用交通機関》
●小田急多摩線「五月台」駅下車 徒歩20分
●小田急線「柿生」駅下車 徒歩25分
●小田急線「鶴川」駅北口下車 神奈川中央交
通バス平和台循環「平和台北」下車徒歩5分

創立:平成15年11月 課程:全日制・総合学科

《学校説明会》
第１回 ８月23日(金)
14:00～15:30 麻生市民館
第２回 11月23日（土）
10:00～12:30本校 部活動見学可
第３回 12月14日(土)
10:00～12:00 本校

課程:全日制普通科

《学校説明会》
▽第１回 7月28日（日）
▽第２回 8月 4日（日）
▽第３回 9月15日（日）
▽第４回10月12日（土）
▽第５回11月17日（日）
▽直前 12月15日（日）
▽帰国子女対象説明会
8月 3日（土）
〇文化祭 9月22日（日）

10:30～12:10
10:30～12:10
10:30～12:10
13:30～15:10
10:30～12:10
10:30～12:20
14:00～15:40
入試相談コーナー

公 立
神奈川県立

追浜高等学校

全 日 制
京浜急行線で横浜駅より約20分、三崎口駅より約30分の追浜駅から徒歩
13分という交通至便な場所に立地しています。広い敷地内には多くの木
々が生い茂り、豊かな自然環境の中で学校生活を過ごすことができます。
創立以来『文武両道』『独立自主』を校訓として、半世紀にわたって
優れた人材を様々な分野に送り出してきました。卒業生は２万を超えて
います。この精神は、現在の追高生の中にも脈々と受け継がれています。
日常の学習だけでなく、部活動や様々な学校行事等にも積極的に関わ
りながら、充実した高校生活を過ごすのが創立以来の伝統です。生徒た
ちは、高校生活を楽しみながら希望する進路の実現に向けて学習に取り
組んでいます。

定

時

制

昭和38年(1963)年に開校した普通科の定時制です。50年余
の歴史を誇り、1800名を超える卒業生が社会人や学生とし
て活躍しています。少人数の家庭的な雰囲気の中で、基礎
基本から学習を始めます。年間を通して様々な行事があり、
全国大会等に出場している部活動もあります。定時制を考
えている方は、ぜひ学校見学に来てください。

創立:昭和37年10月
課程:全日制、
定時制

《利用交通機関》
●京浜急行線「追浜駅」
より徒歩13分
〒237-0061 横須賀市夏島町13番地

電話: 046(865)4174
FAX: 046(865)9891
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/oppama-h/

《学校説明会》
７月30日(火) 10：00～12：00 横須賀市文化会館
10月26日(土) 10：00～12：00 本校体育館
12月中旬 ※詳細は、ホームページに掲載します。
《体験プログラム》 9月21日(土) 本校（事前予約）
《体 育 祭》
6月18日(火) 本校（関係者のみ）
《合唱コンクール》10月 1日(火) 本校（関係者のみ）
《２年修学旅行》 10月16日(水)～19日(土)
《耐寒訓練（早朝マラソン）》 12月17日(火)～19日(木)

－ 25 －

《学校見学》
電話でご予約ください。ご希望を伺い、日程を調整します。
時間は17:00～20:00の中で実施します。
問合せ先は追浜高校定時制、電話番号046-865-6912
(13:30～21:00の間にお電話ください。)
《体 育 祭》9月27日(金) 本校（関係者のみ）
《修学旅行》11月13日(水)～15日(金)
《マラソン大会》11月1日(金)

横浜市 川
川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

公 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

海洋科学高等学校

「海」を学ぼう！ 夢に向かってチャレンジ！

「海を知り、海を守り、海を拓く」という校訓のもと、海を舞台に、実習船「湘南丸」「わかしお」を活用しながら「海洋リテラシー」を十分に身につけ、
将来、水産・海洋関連業界、情報通信業界で活躍する人材を１人でも多く育成することを教育目標とした、県下唯一の水産・海洋系の専門高校です。

《利用交通機関》
●JR「逗子」
より横須賀市民病院・長井行
バス
「横須賀市民病院」下車2分
●京急「三崎口」より横須賀市民病院行バス
「横須賀市民病院」下車2分
●京急「横須賀中央」より三崎東岡行バス
「林」下車5分
〒240-0101 横須賀市長坂1－2－1
電話: 046(856)3128 FAX: 046(857)6457
URL: http://www.kaiyokagaku-h.pen-kanagawa.ed.jp/

★学校説明会
075 海洋科学高等学校
6月29日、11月30日、12月14日

創立:平成20年4月 課程:単位制による全日制・海洋科学科学科「一般コース」・「船舶運航コース」

私 立

学校法人湘南学院

湘南学院高等学校

創立:昭和7年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

津久井浜高等学校

創立:昭和51年4月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人三浦学苑

三浦学苑高等学校

創立:昭和4年4月 課程:全日制・普通科、工業技術科

私 立

学校法人緑ヶ丘学院

緑ヶ丘女子高等学校

創立:昭和22年6月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

横須賀大津高等学校

○文化祭一般公開 11月2日（土）
○神奈川県産業教育フェア
11月９日
（土）、10日
（日）
◎学校見学
随時受け付けております。

〈 学校見学の内容（予定）〉
・学校紹介ビデオ上映
・概要説明
・施設・設備見学
・入試説明
・質疑・応答 等
・部活動見学

創造力と想像力（わたしの知らない わたしに出会う。)

国公立AD/AD/選抜ST/STの4クラスに分かれ、2年次からは進路や適性に応じ、類型化された選択科目を用意。
整った環境の中で、多様な学習活動・課外活動を展開し、一人ひとりの成長と夢の達成を適確にサポートします。
《利用交通機関》
●京浜急行線「北久里浜」駅徒歩12分
●JR線「久里浜」駅および衣笠城址バス停
付近から無料スクールバス
〒239-0835 横須賀市佐原2-2-20
電話: 046(833)3433 FAX: 046(833)1177
URL: http://www.shonangakuin.ed.jp

【学校説明会】
＊第2回以降要予約 詳細はHPまで。
第1回(学校見学会) 8/20,21
9:00～14:00 ＊予約不要
第2回10/26 10:00～11:30
第3回11/ 9 10:00～11:30
第4回11/16 10:00～11:30 【清湘祭】(文化祭)
第5回11/30 10:00～11:30
10/11 ※非公開
第6回12/ 7 10:00～11:30
10/12 ※チケット制

【スポーツフェスティバル】
6/21 ※非公開

恵まれた自然と温かな地域の中で、自立に向けて、視野を広げ、豊かな人間
性と社会性を育成します。そして、確かな学力と実践力を身につけ、進路実
現を目指すための教育課程を編成しています。学習活動や学校行事、部活動
に積極的に取り組み、共生社会の実現とすべての生徒が生きやすい「インク 【学校説明会】
ルーシブな学校」づくりを目指します。
8月24日
（土）

10：00～11：45 横須賀市文化会館
11月 9日
（土）
9:30～11:15全体会・個別相談 11:15～11:45部活動見学 本校
12月14日
（土）
9:30～11:15全体会・個別相談 11:15～11:45部活動見学 本校
《利用交通機関》
【学校へ行こう週間】
●京急線「津久井浜」駅近くの車窓から校舎 11月18日
〒239-0843 横須賀市津久井４－４－１
（月）
～11月22日
（金）
が見えます。駅のすぐそばです。
電話: 046(848)2121 FAX: 046(848)8939
13:35～16:30
URL: http://www.tsukuihama-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●京急線「津久井浜」駅下車徒歩４分
※学校見学は随時受け付けています。

「個性と自主性を持った国際人の育成」

創立９０周年を迎えた本校は、２０１９年６月現在、国際バカロレアディプロマプログラム候補校として、認
定に向けての準備を進めています。今後、
「個性と自主性を持った国際人の育成」を目指し、進化をし続けます。

《利用交通機関》
●JR横須賀線「衣笠駅」下車
徒歩５分
●京浜急行線「汐入駅」下車
京急バス「衣笠駅行」乗車、
「三浦高校前」下車すぐ
●京浜急行線「横須賀中央駅」下車
京急バス「衣笠駅行」乗車、
「衣笠駅」下車徒歩5分
〒238-0031 横須賀市衣笠栄町3-80
電話: 046(852)0284 FAX: 046(852)6980
URL: http://www.miura.ed.jp

◆オープンスクール◆
◆学校説明会◆
11月16日(土) 9:30～11:30 7月27日(木)9:30～11:30
11月23日(土) 9:30～11:30 8月16日(金)9:30～11:30
8月17日(土)9:30～11:30
◆ささりんどう祭（文化祭）◆ ・部活動体験や授業体験を実施！
10月26日(土) 9:00～15:00 ・工業技術科イベント「工業の日」も開催
・説明会を実施します！
◆平日相談会◆
12月2日(月)～5日(木)
各日15:00～17:00

◆入試相談会◆
11月30日(土)9:30～11:30
12月 7日(土)9:30～11:30
・個別相談中心のイベントです！
◆授業公開日◆
10月30日(水)13:20～15:10
11月13日(水)13:20～15:10
・全科、コースの授業が見学できます！

「なりたい自分」へ全力でサポート。広がる夢の実現を緑ヶ丘で！

横須賀唯一の女子校として、それぞれのキャリア計画を実現し、２１世紀を生きる女性としての素養を磨きます。
「なりたい自分」を目指して、看護・医療系、国際・ビジネス系、幼児教育系、自然教育系などを、幅広く充実した選択授業で実現。進学希望者の１００％合格率を誇ります。
《利用交通機関》
●京浜急行線「汐入」駅下車徒歩５分
●京浜急行線「横須賀中央」駅下車徒歩１２
分
●JR横須賀線「横須賀」駅徒歩１５分
〒238-0018 横須賀市緑が丘39
電話: 046(822)1651 FAX: 046(825)0915
URL: http://www.midorigaoka.ed.jp/

学校見学会
7月20日(土)
10時～12時00分
8月24日(土)
10時～12時00分
学校説明会
10月26日(土),11月2日(土)
10時～12時00分

入試説明会
11月24日
10時～12時30分(土)
11月24日(土)
14時～16時30分
11月30日(土)
10時～12時30分
11月30日(土)
14時～16時30分

学科試験体験
12月14日(土)
9時～12時30分
平日授業見学会
10月29日(火)～11月1日(金)
13時15分～15時05分
グリーン祭
（文化祭）
9月21日(土)
9時30分～15時

伝統が創造力を培う

創立113周年の本校は、伝統を力に常に未来を創造しています。
「優れた知性」と「自主自立の精神」を身につけることを目標に、勉学に行事に生徒が全力で取り組みます。部活動が盛
んで、特に近年バレーボール部女子や陸上競技部の関東大会出場、バスケットボール部女子3×３日本選手権出場が特筆されます。一人ひとりのストーリー実現をお約束します。

《利用交通機関》
●京浜急行久里浜線新大津駅より徒歩約5分
●京浜急行本線京急大津駅より徒歩約8分
〒239-0808 横須賀市大津町4丁目17番1号
創立:明治39年4月 課程:全日制・普通科

10：00～12：00 本校
★湘南丸体験乗船
8月5日
（月）
、
６日
（火）
場所：三崎港
★学校体験入学
8月8日
（木）
、10日
（土）
9:00～12:30 本校

電話: 046(836)0281 FAX: 046(836)8879
URL: http://www.yokosukaotsu-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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《学校説明会》
８月17日(土)
10:00~11:30 横須賀市文化会館
11月16日(土)
10:00~11:30 本校

《文化祭》
6月15日(土)
10:00~15:00
6月16日(日)
9:30~14:30

《体育祭》
9月 7日(土)
9:00~15:45 雨天順延

横浜市

公 立

横須賀高等学校

全 日 制

定

時

制

創立以来100年以上にわたって受け継がれてきた「自主自
律」
「自主学習」
「文武両道」
の校風のもと、
「SSH（スーパーサ
イエンスハイスクール）」
「学力向上進学重点校エントリー
校」として、
「確かな学力」を基礎に「論理的な思考力を基
本とした科学的リテラシー」と「グローバル社会で生きぬ
く国際性」の育成を目標としています。文化祭や体育祭な
どの行事、部活動などにも全校で盛り上がる活気あふれる
学校です。

「ゆっくり・じっくり」が本校の魅力です。生徒の多様な
ニーズに応じてきめ細かく親切な指導を心がけ、公共性や
社会性を育むとともに、有意義な学校生活を送れるように
支援します。また、３年で卒業できる三修制の制度もあり
ます。少人数だからこそ、学習や進路、生活に関する相談
がしやすく、生徒の目標の実現をサポートします。学校行
事も数多くあり、楽しく充実した高校生活が送れます。是
非、学校見学にお越しください。

第１回学校説明会
８月２4日(土)１４
：
００～１５
：
４０ 横須賀市文化会館
第２回学校説明会
１１月１6日(土)１０
：
００～１１
：
４０ 本校体育館
第３回学校説明会
(
)
１２月１4日 土 １０
：
００～１１
：
４０ 本校セミナーホール
学校へ行こう週間
１０月２4日(木) ～１０月２６日(土) 本校
中学生対象部活動見学会
１０月２６日(土) １３
：
００～１6：5０ 本校
体育祭
９月 ７日(土)
本校

学校説明会
１２月７日(土)１４
：
００～１５
：
３０ 本校
定時制通信制合同説明会
１２月１日(日)１３
：
００～１６
：
００ 神奈川工業高校
学校見学
ご希望の方は、随時お問合せください。
定時制直通 046-851-0128

創立:明治41年4月
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●JR横須賀線衣笠駅より徒歩12分
●京浜急行線横須賀中央駅より衣笠方面行
きバス佐野六丁目下車徒歩6分
●京浜急行線北久里浜徒歩20分
〒238-0022 横須賀市公郷町3-109

電話: 046-851-0120
FAX: 046-851-5282
URL: http://www.yokosuka-h.pen-kanagawa.ed.jp/

私 立

学校法人横須賀学院

横須賀学院高等学校

創立:1950年

公 立

課程:全日制・普通科

神奈川県立

横須賀工業高等学校

創立:昭和16年2月 課程:全日制

『敬神・愛人』を建学の精神として、自分に与えられたタラント（賜物）を用い、生涯を貫くミッション（使命）を担うことができる人間形成を目指しています。キャンパ
スは三笠公園に隣接しており、落ち着いた雰囲気です。新たにS選抜コース・A進学コースと名称及び一部カリキュラムを変更し、様々なプログラムを通して、さらに上を目
指した希望進路の実現を強力に支援します。なおS選抜コースにおいては、国公立・難関私大を目指すSS選抜クラスを高校３年次に設置します。また「学院セミナリオ」の
名のもと、サイエンスセミナー、プレカレッジプログラム、高大連携授業などのプログラムが充実しており、多彩な学術の世界が身近にあるのも本校の特徴の１つです。

《利用交通機関》
●京浜急行線「横須賀中央駅」徒歩10分
●JR横須賀線「横須賀駅」徒歩18分または
バス5分徒歩5分
〒238-8511 横須賀市稲岡町82
電話: 046(822)3218 FAX: 046(824)9634
URL: http//www.yokosukagakuin.ac.jp

《夏休み学校見学会＆クラブ活動体験》 《オープンデー（入試問題＆クラブ体験）》
8月12日（月・祝)・13日（火）
＊入試問題・クラブ体験は要予約 《個別相談週間》＊要予約
12月 2日
（月)～ 6日（金）
＊クラブ体験・理科実験講座は要予約
11月 4日
（月・祝）
説明会14:30 個別相談15:30
10:00～11:30
10:00～15:00
《月曜学校説明会》
＊要予約
13:00～14:30
《学校案内日》
＊予約不要
毎週月曜日（実施日はHPに記載）
《楠木祭
（文化祭）
》
11月23日
（土・祝）
10:00～11:30
＊入試相談コーナーあり
11月30日
（土）
《クラブ活動体験》
9月28日
（土）
10:00～11:30
実施日、時間等の詳細はHP参照
9:00～15:00
13:30～15:00

創立78周年を迎える歴史と伝統ある工業高校で、「県工」の名で親しまれ、機械科・電気科・化学科の3科から成る。3年
間で工業の知識と技能を修める専門高校であり、「ものづくり」を中心とした教育を行っている。

《利用交通機関》
●JR衣笠駅下車徒歩20分又は堀ノ内駅行き
バスで
「妙真寺」下車徒歩3分
●京浜急行線堀ノ内駅下車徒歩18分又は衣
笠駅行きバス
「妙真寺」下車徒歩3分
●京浜急行線北久里浜駅下車徒歩15分
〒238-0022 横須賀市公郷町4-10
電話: 046(851)2122 FAX: 046(851)5643
URL: http://www.yokosuka-th.pen-kanagawa.ed.jp/

《体育祭》6月5日（水）本校（非公開）
AMミニ学校説明会
《横浜南地区ミニ学校説明会等》
AM,PM授業見学
詳細は後日、ホームページに記載します。
PM部活動見学・体験
《学校説明会》8月20日（火）
14:00～15:30ヴェルクよこすか 《文化祭 「県須工祭」》本校
11月2日（土)・11月3日（日）
《体験入学、学校説明・見学会》
《学校説明会》12月7日（土）
9月28日
（土）
本校
AM,PM
（２回）
本校
《オープンスクール》10月26日（土）
本校

公 立
横須賀市立

横須賀総合高等学校

全 日 制
本校では、生徒一人ひとりが自分の興味・関心・進路の
希望に沿って、自らの時間割を作成します。そのためには
「自己選択・自己責任」のもと、学習したいという積極的
な意志を持つことが必要になります。特色として「情報教
育」と「国際教育」に力を入れており、生徒全員がタブレ
ット型ＰＣを所持し、授業などで活用しています。また、
姉妹校提携を結んでいる豪州・エラノラ高校との交流や様
々な国から高校生を受け入れています。

定

時

制

自分の進路や適性に合わせて、幅広い科目選択ができ、
将来の職業選択を視野に入れ、自分の進路への自覚を深め
る学習をすることができます。教養系列では普通科目、ビ
ジネス系列・テクノロジー系列では専門科目を学びます。
３系列で41科目96単位の選択科目が準備されています。ま
た、本校の３修制は、３修制のための選択科目が位置づけ
られています。早く登校して授業を受けて単位を修得する
ことで、３年間での卒業を目指します。

創立:平成15年4月
課程:単位制による全日制・単位制による定時制

《利用交通機関》
●京浜急行「京急久里浜駅」徒歩10分
●JR横須賀線「久里浜駅」徒歩12分
〒239-0831 横須賀市久里浜6-1-1

電話: 046-833-4111
FAX: 046-833-4555
URL: http://schoolnet.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/schoolnet/highschool/301sougou/index.html

《学校説明会》
10月26日(土)
9:30～11:30 本校SEAホール・校舎
10月26日(土) 13:30～15:30 本校SEAホール・校舎
11月16日(土)
9:30～11:30 本校SEAホール・校舎
12月 7日(土)
9:30～11:30 本校SEAホール・校舎
《文化祭》
9月21日(土)
9:00～15:00 本校SEAホール・校舎
《体育祭》
6月20日(木)
9:00～15:00 本校グラウンド(非公開)
《体験入学》
(
)
7月30日 火
9:00～12:10 本校SEAホール・校舎
7月31日(水)
9:00～12:10 本校SEAホール・校舎
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《学校説明会》
7月26日(金) 15:00～16:00
7月29日(月) 15:00～16:00
8月21日(水) 15:00～16:00
8月22日(木) 15:00～16:00
12月 5日(木) 15:00～16:00
12月 6日(金) 15:00～16:00
《スポーツ大会》
10月 9日(水) 17:30～21:00
《文化祭》
9月21日(土)
9:00～15:00
《学校へ行こう週間》
12月 2日(月）
～12月 6日(金)

本校
本校
本校
本校
本校
本校
本校SKYアリーナ
（非公開）
本校SEAホール・校舎
16:30～21:00

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

神奈川県立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

横須賀明光高等学校

創立:平成20年

公 立

課程:全日制

神奈川県立

大楠高等学校

創立:昭和55年

課程:全日制

～福祉の心と国際的な視野を持つ人を育てる～

国際科・福祉科からなる専門高校で、多くの生徒が進学します。充実した設備、少人数クラスなど学習環境が整っていま
す。再編統合のため平成30年度入学生から福祉科のみ募集しており、令和２年度には普通科を併設した新校となります。

《利用交通機関》
●ＪＲ横須賀線「久里浜」駅、京急線「京急
久里浜」駅・
「北久里浜」駅から徒歩20分
●「京急久里浜」駅よりバス北久12系統「北
久里浜駅」行き「内川二丁目」下車徒歩7分
●「北久里浜」駅よりバス北久12系統「ＪＲ
久里浜駅」行き「内川一丁目」下車徒歩7分
〒239-0835 横須賀市佐原4-20-1
電話: 046(834)5671 FAX: 046(834)3564
URL: http://www.yokosukameiko-h.pen-kanagawa.ed.jp

★産業教育フェア
★明光祭(文化祭)
★第1回学校説明会
) 10日(日)
11月9日(土・
6月29日(土)・30日(日)
8月24日(土)
新都市ホール
本
校
13:30～ 横須賀市文化会館
(
)
※京急「横須賀中央」より徒歩10分
＊学科紹介・作品展示
※6月29日 土 は非公開
30日(日)のみ一般公開
＊学校説明・個別相談
★横三地区公私合同説明・相談会 ★第2回学校説明会・体験授業 ★第3回学校説明会・個別相談会
8月9日(金)
10月19日(土)
12月14日(土)
横須賀市立横須賀総合高校
9:30～ 本校
9:30～ 本校
＊学校説明・体験授業・施設見学・部活動見学 ＊学校説明・個別相談・施設見学・部活動見学

伸びようとする気持ちが未来をつくる

多くの可能性を持ちながらも十分に力を発揮できなかった生徒に改めて力を発揮する場を提供します。学習への主体的な取組を通して「わか
る・できる」を実感できる授業を展開します。自分のよさを見つけ、伸ばしていこうとする生徒をさまざまな面から応援していく学校です。

《利用交通機関》
●京浜急行「横須賀中央」駅下車、京急バス
「市民病院」
または
「林」
から徒歩
●JR「逗子」駅下車、京浜急行「新逗子」駅
下車 京急バス
「鹿島」
から徒歩
●京浜急行「三崎口」駅下車、京急バス「市
民病院」
または
「林」
から徒歩
〒240-0102 横須賀市荻野14-1
電話: 046(856)0024 FAX: 046(857)6354
URL: http://www.ogusu-h.pen-kanagawa.ed.jp

本校は令和2年4月に
横須賀明光高校に移転・統合し
新校になります
楠高祭
（文化祭）
9月28日
（土）
10:00～14:30 本校
事前の申し込みは不要です

第２回学校説明会・体験授業
10月19日
（土）
第１回学校説明会
9:30～12:00 横須賀明光高校
8月24日(土)
申し込み方法は後日ＨＰで発表します
13:30~横須賀文化会館
第３回学校説明会・個別相談会
※学校説明・個別相談
12月14日
（土）
２回目・３回目の説明会の会場は全て
9:30～16:00 横須賀明光高校
横須賀明光高校です
申し込み方法は後日ＨＰで発表します

公 立
神奈川県立

三浦初声高等学校

全 日 制

定

平成30年４月、三浦臨海高校と平塚農業高校初声分校が統合して新たな単位制高校として生まれ変わりました。
「自ら学ぶ力を育て、次代に有為な人を創る」を教育目標として、普通科・都市農業科を併置するとともに２
つのキャンパスを活かした教育活動を展開しています。入江キャンパスは、海に近く、船をイメージしたユニー
クな校舎が目印です。４つのパソコン教室で行われるICT教育や、食堂でもあるカフェテリアでは各種弁当やデ
ザートなど多様な商品を販売するなど、充実した環境が整備されています。和田キャンパスは、緑に囲まれた立
地に圃場や温室を持ち、野菜や草花、果樹の栽培などを学べます。また、バイオ実験室や食品加工室など実習施
設もあり、毎週直売を実施するなど６次産業を担う人材の育成のための教育活動も展開しています。
学科併置の特色を活かし、普通科と都市農業科相互の科目も履修できるカリキュラムで、生徒の興味・関心や
幅広い進路希望に対応します。また、三浦市唯一の県立高校として地域に根ざした学校を目指し、地域との連携
に力を入れています。

時

制

園芸科学科の３学年生徒が学んでいます。和田キャンパ
スの充実した施設の中で、実習を中心とした授業を行って
います。なお、農業科の募集は、平成30年度入試より全日
制都市農業科として行っています。

創立：平成29年11月
課程：単位制による全日制普通科・都市農業科 定時制園芸科学科

《利用交通機関》
● 京浜急行線「三崎口」駅より
◇入江キャンパス（入江C）
・徒歩15分
・京急バス「横須賀駅」
「荒崎」行「宮田」下車徒歩2分
◇和田キャンパス（和田C）
・京急バス「横須賀駅」
「荒崎」行「和田」下車徒歩８分
◇入江キャンパス（入江C）
〒238-0113 三浦市初声町入江274-2
電話: 046-889-1771 FAX: 046-888-3857
◇和田キャンパス（和田C）
〒238-0114 三浦市初声町和田3023-1
電話: 046-888-1036 FAX: 046-888-1493
URL: http://www.miurahasse-h.pen-kanagawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

逗子高等学校

創立:大正11年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

逗葉高等学校

創立:昭和53年4月 課程:全日制・普通科

横三地区公私合同説明・相談会
８月 ９日
（金） 横須賀市立横須賀総合高校
ミニ説明会・授業体験 ※要予約
８月20日
（火） 入江C10:00~/和田C9:30~
学校説明会
（部活体験・農業科体験は※要予約）
10月26日
（土） 入江C10:00~/和田C9:00~
文化祭
11月 ２日
（土） 10:00~14:00 入江C
産業教育フェア
11月 ９日
（土)・10日
（日） 新都市ホール
収穫祭
11月23日
（土） 10:00~14:00 和田C
12月 7日
（土） 10：00~12:00 入江C

豊かな緑に囲まれた創立98年目の学校です。生徒たちは恵まれた自然の中で「自主、責任、努力」を校訓に掲げ、
「文武一体」
を
目指して、穏やかにのびのびと高校生活を謳歌しています。インターハイ出場の陸上競技部をはじめ様々な部活動が活発に活動
し、グリーン祭と呼ばれる文化祭、体育祭、合唱コンクールなどの行事においても、生徒が主役となり大いに活躍しています。
京急上大岡駅から神武寺駅まで18分、神武寺駅から徒歩12分と交通至便です。
《利用交通機関》
●京浜急行線神武寺駅下車徒歩12分
●JR横須賀線逗子駅より京急バス アザリエ
団地行「福富稲荷」下車徒歩７分
●JR横須賀線逗子駅より京急バス笹倉行
「逗子高校前」下車徒歩１分
〒249-0003 逗子市池子4丁目1025番地
電話: 046-871-3218 FAX: 046-871-0494
URL: http://www.zushi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

第１回学校説明会
11月9日(土)
10:00～ 本校 体育館
第２回学校説明会
12月7日
（土）
10:00～ 本校 体育館

文化祭
（グリーン祭）
９月14日
（土） 9:30～15:00
９月15日
（日） 9:30～14:00

逗葉高校は緑に囲まれた豊かな自然環境の中にある、３学期制の学校です。生徒の進路実現に向けた取り組みとして、
基礎・基本的な科目の学習を大切にし確かな学力の定着と向上を目指しています。体育祭・文化祭などの行事では友達
との絆を深め、「大学体験プログラム」では学ぶ喜びを体験することができます。また運動部を中心に、約20の部活動
が毎日活発に活動しており、逗葉高生にとって最大の自慢と魅力になっています。
《利用交通機関》
●JR横須賀線「東逗子」駅下車徒歩18分
●JR横須賀線「逗子」駅下車京急バス「イト
ーピア中央公園」行にて「逗葉高校」下車
●京浜急行「新逗子」駅下車京急バス「イト
ーピア中央公園」行にて「逗葉高校」下車
〒249-0005 逗子市桜山5-24-1
電話: 046(873)7322 FAX: 046(873)9045
URL: http://www.zuyo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

－ 28 －

《学校説明会》
8月15日
（木）
10：30～11：30
14：30～15：30
逗子文化プラザホール
【夏休み中の学校見学】
《入試説明会》
土日及び8/15を除く平日
11月16日（土）12月7日（土）
10：30～11：30 本校体育館 10：00～10：30

【逗葉祭
（文化祭）
】
9月7日
（土）
一般公開
10：00～14：30（予定）

学校法人聖和学院

聖和学院は、あなたの感性と表現力をゆたかにはぐくみます
国際理解教育を通して、世界に貢献・活躍できる女性を育成します。全国大会に出場経験のあるビブリオバト
ルや英語のスピーチコンテストなど、プレゼンテーションスキルを向上させるプログラムが充実しています。

《利用交通機関》
●JR横須賀線「逗子駅」西口より徒歩8分
●京浜急行「新逗子駅」北口より徒歩10分
〒249-0001 逗子市久木2-2-1
創立:昭和17年4月 課程:全日制・英語科、普通科

公 立

神奈川県立

大船高等学校

電話: 046(871)2670 FAX: 046(873)5500
URL: http://www.seiwagakuin.ed.jp/http://www.seiwagakuin.ed.jp/jhs/

《学校説明会》 予約不要
7月 6日（土）14:30~16:00
9月14日（土）14:30~16:00
10月 5日（土）10:00~12:00
※体験授業（要予約）
10月19日（土）14:30~16:00
※体験授業（要予約）

基礎学力を充実させながら、生徒一人ひとりの個性を伸ばすことを目標とし
て教育課程を編成しています。また、古都鎌倉に位置する利点を活かし、地域
や文化についての授業を行うとともに、「古典芸能教室」
（隔年開催）
「鎌倉歴史
文学散策」等で日本特有の文化に直接触れる機会を設けています。更に行事や
部活動では、教師と生徒・生徒同士の心のふれあいを大切にし、互いに信頼し
合える関係の中で生徒の自主自立の心を育てることを目指しています。

《利用交通機関》
●JR横須賀線「北鎌倉」駅下車徒歩18分
電話: 0467(47)1811 FAX: 0467(43)4856 ●JR「大船」駅より高野台行バス10分
「大船高校」下車徒歩2分
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ofuna-h/index.html

〒247-0054 鎌倉市高野8-1
創立:昭和58年4月 課程:全日制・普通科

公 立

創立:昭和3年3月 課程:全日制・普通科

学校法人鎌倉学園

鎌倉学園高等学校

昨年度創立90年を迎え、伝統が息づくなか社会の形成者として有為な人物の養成を教育目標に 《学校見学会》
7月22日(月)
掲げ、学力と進学実績の向上を目指し、質の高い授業を展開しています。学校独自の「ＫｰＡＲＰ」や
10:00～15:00 本校
「おきなわ学」への取組みも熱心です。県の理数教育推進校として研究開発を行い、オーストラリア
7月23日(火)
姉妹高との相互訪問、カナダへの学生交流プログラムなどの国際理解教育にも力を入れています。 10:00～15:00 本校
毎年、高い加入率を誇る部活動、熱気あふれる学校行事。鎌高には、教室の窓の向こうに広がる 《文化祭》
6月29日(土)
海以上に輝く高校生活が溢れています。

10:00～15:00
6月30日(日)
10:00～15:00
《学校説明会》
10月19日(土)
《利用交通機関》
10:00～／13:30～ 本校
〒248-0026 鎌倉市七里ガ浜2-21-1
電話: 0467(32)4851 FAX: 0467(31)1669 ● 江ノ島電鉄線「鎌倉高校前」駅より徒歩５分 11月16日(土)
URL: http://kamakura-h.pen-kanagawa.ed.jp/
10:00～／13:30～ 本校

鎌倉学園は鎌倉五山第一位の名刹「建長寺」に隣接し、四季の移り変わりを自然の変化で感じることができる豊かな環
境に位置しております。「礼儀廉恥」を校訓とし、
「質実剛健」、
「自主自律」の気風を受け継ぐ男子校です。本校では「文武
両道」を教育理念として掲げており、勉強はもちろんのこと、それ以外になにか自分が打ち込めるものを在学中に見つ
け、自分を磨くことに励んでほしいと考えております。

《利用交通機関》
●JR横須賀線「北鎌倉駅」徒歩約１３分

創立:大正11年11月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人鎌倉女子大学

鎌倉女子大学高等部

創立:昭和25年

私 立

《学校説明会》
８月20日(火) ①10:30 ～②13:30 ～鎌倉芸術館小ホール
11月９日(土) ①10:30 ～ ②13:30 ～ 本校
12月14日(土)
10:30 ～ 本校
※全日程 予約制です
《文化祭》白帆祭
６月８日(土) 一般公開 本校
《体育祭》六国祭
９月７日(土) 一般公開 本校

神奈川県立

鎌倉高等学校

私 立

11月 9日（土）14:30~16:00
11月30日（土）10:00~12:00
12月 7日（土）14:30~16:00
《個別説明会》 要予約
12月14日（土）14:30~16:00

課程:全日制・普通科

学校法人北鎌倉女子学園

北鎌倉女子学園高等学校

創立:昭和15年3月 課程:全日制・普通科、音楽科

〒247-0062 鎌倉市山ノ内１１０
電話: 0467(22)0994 FAX: 0467(24)4352
URL: http://www.kamagaku.ac.jp

《学校説明会》
10月19日
（土)
10:00~11:30 本校
11月 9日
（土）
10:00~11:30 本校

《学校説明会》
11月30日(土)
10:00~11:30 本校
13:00~14:30 本校

《学校説明会》
12月 7日(土)
10:00~12:00 本校

生徒と保護者の皆さんの信頼に応えるため「建学の精神にもとづき豊かな人間性を育む」「自立して活躍できる確かな学
力を育む」「国際社会で活躍できる語学力・表現力を育む」という先進的な教育活動を展開します。

《利用交通機関》
●JR東海道線・横須賀線・根岸線・湘南
モノレール「大船駅」バス10分
●「大船駅」から徒歩23分
●JR根岸線「本郷台駅」徒歩15分
〒247-8511 鎌倉市岩瀬1420
電話: 0467(44)2113 FAX: 0467(44)2103
URL: http://www.kamakura-u-j.ed.jp

■学校見学会
8/31(土) 13:30～14:30
11/ 9(土) 10:30～11:30
■学校説明会13:30～14:30
9/28(土), 10/12(土)
10/26(土), 11/16(土)
11/30(土)
■入試対策会13:30～15:00
12/ 7(土)

★授業体験・クラブ体験
8月17日
（土）
10:30～11:30 授業体験
13:00～14:30 クラブ体験
★みどり祭
（文化祭）
10:00～15:00
9/14(土),15(日)

◆個別相談会
10:00～15:00
11/23(土・祝)
12/ 8(日)

のびやかな自立した女性の育成

のびやかな自立した女性を育てます。いまや女性が社会に出て、さらにはグローバルにはばたくことがあたり前になっています。こうした時代の要請にこたえ、学園は個々の生徒の自主性を活かし、多様
な価値観に心をひらく明るく国際性豊かな女性を育成します。生徒には明日の社会に対応していける人間力を身につけ、人への思いやりのある高雅な品性、広い視野の持ち主になってほしいと考えます。

《利用交通機関》
●JR横須賀線「北鎌倉」駅下車
徒歩7分
〒247-0062 鎌倉市山ノ内913
電話: 0467(22)6900 FAX: 0467(23)6900
URL: https://www.kitakama.ac.jp/
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《学校説明会》（要予約）
9月 7日（土）13:30～15:00
10月13日（日） 9:00～10:00
11月 9日（土）13:30～15:00
11月23日（土）13:30～15:00

《文化祭》
（予約不要）
10月12日（土）10:00～16:00
10月13日（日）10:00～15:30
《夏の学校訪問会》（要予約）
7月26日（金）～28日（日）
8月23日（金）～25日（日）
9時~,10時半~,13時~,14時半~

《入試個別相談会》（予約不要）
11月30日（土）13:00～15:00
12月 7日（土）13:00～15:00
《音楽受験講習会》（要予約）
7月28日（日） 9:00～15:30
《音楽科定期演奏会》（予約不要）
11月16日（土）13:30～16:00
於：鎌倉芸術館

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

聖和学院髙等学校

横浜市

私 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

七里ガ浜高等学校

○創造力・コミュニケーション能力・表現力を高める授業を展開し、生徒の学力向上と希望進路の実現を目指しています。 《学校説明会》
11月 9日
（土） 10:00～11:30 本校
○「授業力向上推進重点校」の指定を受け、教員の授業力向上と生徒の学力向上の研究を進めています。
11月30日
（土） 10:00～11:30 本校
○海に面した高台の校舎から相模湾を一望できる抜群のロケーションです。
※必ず事前に本校ＨＰで詳細をご確認ください。
○海外姉妹校交流や海外修学旅行を通して国際理解教育に力を入れています。
《学校見学会》
○土曜日や夏休み、朝や放課後の講習に多くの生徒が参加しています。
8月19日
（月）
～23日
（金）
○「体育祭」「文化祭」「合唱祭」の三大行事はとても盛り上がります。
いずれの日も10:00より１時間程度 本校

《利用交通機関》
●江ノ島電鉄七里ヶ浜駅下車徒歩2分
(
)
(
)
電話: 0467 32 5457 FAX: 0467 32 7202 ●乗車時間：藤沢駅から19分、鎌倉駅から
14分
URL: http://www.shichirigahama-h.pen-kanagawa.ed.jp/

〒248-0025 鎌倉市七里ガ浜東2-3-1
創立:昭和51年4月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

深沢高等学校

創立:昭和61年4月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

厚木高等学校

小規模校の利点を生かし、
生徒相互や生徒と教職員の間の会話を大切にした、
きめ細やかな指導を行っています。
「質の高い授業」と「自主自立の場」を踏まえた教育活動を展開し、
社会に 【学校説明会】
11月 9日
（土）
貢献できる人間を育成します。
10：00～ 本校

12月14日
（土）
10：00～ 本校
【オープンスクール(部活動体験)】
8月24日
（土）
10：00～ 本校
《利用交通機関》
●●藤沢駅南口より江ノ電バス①②番乗り場 手広方面行き 【深高祭(文化祭)】
9月 6日
（金) 一般非公開
八反目バス停下車、徒歩１分
〒248-0036 鎌倉市手広6-4-1
9：30～ 本校
●●鎌倉駅東口より江ノ電バス⑦番乗り場 藤沢駅行き
電話: 0467(31)6601 FAX: 0467(31)3350
9月 7日
（土) 一般公開
八反目バス停下車、徒歩１分
URL: http://www.fukasawa-h.pen-kanagawa.ed.jp ●●藤沢駅より徒歩20分
9：30～ 本校

創立117年の歴史と伝統のうえに、現在の高校教育に求められる、新しい授業を
取り入れています。平成30年神奈川県の学力向上進学重点校に指定され、学力を高
め、より高い進学希望の実現に取り組んでいます。
平成25年から５年間文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクールとして取り
組んだ成果を生かし、更なる生徒の探究力向上を目指しています。
緑豊かな敷地と広いグラウンドがあり、生徒主体の学校行事や部活動も盛んです。

《利用交通機関》
●小田急線「本厚木駅」
から徒歩20分
●小田急線「本厚木駅」
よりバスで7分
電話: 046(221)4078 FAX: 046(222)8243 ●駅前②番乗場 厚２５ 厚２６ 系統
URL: http://www.atsugi-h.pen-kanagawa.ed.jp/ 「厚木高校前」下車徒歩3分

〒243-0031 厚木市戸室二丁目24番1号
創立:明治35年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

厚木北高等学校

創立: 昭和53年4月 課程:全日制・普通科、スポーツ科学科

公 立

《学校説明会》
8月2日
（金）
10:30～12:00
厚木市文化会館
8月9日（金） 神奈川工科大学 県央西地区公私合同説明会
10月19日
（土）
10:30～12:00 本校
12月21日
（土）
10:30～12:00 本校
《中学生対象体験授業》
10月19日
（土）
本校
13:00～15:30
《戸陵祭
（文化祭）
》
9月7日
（土）
9:30～15:30
9月8日
（日）
9:00～15:00

普通科では、基礎学力の充実、生徒の適性、進路に合わせた指導を行ってい
ます。2年次より文系、理系に分かれて学習し、さまざまな進路選択に対応
しています。スポーツ科学科では、「スポーツ科学研究」中心に、スポーツ
を科学的・合理的に学び、効果的なトレ－ニングを実践して、より専門的な
知識・思考力・技能等を身に付けていきます。

《利用交通機関》
●小田急本厚木駅、神奈中バス
厚木市下荻野886
〒243-0203
あつぎ郷土博物館行、
「リコー前」下車
電話: 046(241)8001 FAX: 046(242)6948 ●小田急本厚木駅、神奈中バス
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugikita-h/
鳶尾団地行、
「リコー前」下車5分

《学校説明会》
８月17日
（土）10:00～12:00 厚木市文化会館
11月30日
（土）10:00～12:00 本校
《オープンスクール兼学校説明会》
９月28日
（土）
9:30～12:00 本校
《文化祭》
10月19日
（土）
12:00～15:00 本校
10月20日
（日） 9:30～15:00 本校

神奈川県立

厚木西高等学校

最先端技術開発が行われている企業の研究所や閑静な住宅街のある厚木市の研究学園都市「森の里」に位置し、豊かな
自然の中で落ち着いて勉強に部活動に取り組める学校です。1年次からの英語・数学の習熟度別学習や研究所・大学と連
携した環境・科学教育に取り組み、より良い社会づくりに貢献できる人間力あふれる生徒の育成を目指します。
※インクルーシブ教育実践推進校（パイロット校）に指定されています。
《利用交通機関》
● 小田急線愛甲石田駅より神奈中バス愛16
・17「森の里」行で約16分
● 小田急線本厚木駅（厚木バスセンター）よ
り
「森の里」行バスで約25分
〒243-0123 厚木市森の里青山12-1

創立:昭和５９年４月 課程:全日制

私 立

（10分前までにお越しください）
《文化祭「七高祭」》
9月 7日
（土） 12:30～15:00 本校
9月 8日
（日） 9:30～15:00 本校
《体育祭「七里ンピック」》
6月 6日
（木） 9:00～15:00 本校
（非公開）
《合唱祭》
3月18日
（水） 12:00～16:00（鎌倉芸術館、非公開）

学校法人鈴木学園

厚木中央高等学校

電話: 046(248)1705 FAX: 046(248)7461
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsuginishi-h/

本校は、通信制(平日通学型、修業年限3年)の高校で、普通科と工業科を設置
し学校生活は全日制と同じです。同一敷地内の専門学校神奈川総合大学校(高
等課程)と技能連携をしており、2校(専修学校と高等学校)を3年間で同時に卒
業することもできます。また、厚木調理師学校と同時入学をし、1年で調理師 《体験入学》
免許を取得し、都合3年間で厚木中央高等学校普通科を卒業することもできま 7月26日(金) 10：00～12：00 本校
8月 2日(金) 10：00～12：00 本校
す。この技能連携により、難易度が高いいろいろな資格取得を目指します。

〒243-0032 厚木市恩名一丁目１７－１８
創立:平成13年4月 課程:通信制・普通科、工業科

［学校説明会］
7月28日（日）10:00～ 松蔭大
11月16日（土）10:00～ 本校
12月14日（土）10:00～ 本校
［オープンスクール］
［個別相談会］
8月22日（木） 9:30～ 本校 1月11日（土） 10:00～ 本校
［授業見学会］
［文化祭］
9月28日（土）13:15～ 本校 9月 7日（土） 9:30～

電話: 046(221)5678 FAX: 046(221)3203 《利用交通機関》
●小田急線「本厚木駅」下車徒歩15分
URL: http://wwwsuzukigakuen.ac.jp/

－ 30 －

10月 5日(土) 10：00～12：00
豊友祭《文化祭》
10月26日(土) 10：00～15：30
10月27日(日) 10：00～15：30
《学校説明会》
11月16日(土) 10：00～12：00
11月30日(土) 10：00～12：00
12月 7日(土) 10：00～12：00

本校

本校
本校
本校
本校
本校

横浜市

公 立

厚木清南高等学校

全 日 制

定

本校は、全日制・定時制・通信制を一体
化した単位制普通科・フレキシブルスクー
ルです。全日制と定時制を合わせた一日12
時間の授業時間帯に、特色のある科目を
開講しています。また、通信制の学びのシ
ステムに加え、連携する専門学校での聴講
や技能審査による単位修得も可能です。こ
うした多様な学習により、一人ひとりの学
習ニーズや進路希望に応じた生徒の主体的
な学びを、学校全体で支援しています。

時

制

通

本校は単位制による定時制の課程
で、一人ひとりに対応した時間割の
設定ができます。多彩で幅広く充実
した学習内容により単位を修得する
ことができます。３年以上在籍し、
必修科目や自由選択科目などから74
単位以上修得することで卒業となり
ます。外部機関との連携による学習
支援なども行い、単位修得に向け懇
切丁寧な指導体制で臨みます。

信

制

本校は単位制による通信制の課程で、自宅
での自学自習が基本です。科目ごとにレポー
ト、スクーリング、試験を行い、単位を修得
していきます。全日制課程と同様に、３年以
上高等学校に在籍し、必履修科目や自由選択
科目などから74単位以上を修得することで、
卒業となります。また、本校の全日制・定時
制の科目の履修、校外講座（専門学校等）へ
の出席など、多彩で充実した学習内容により
単位を修得することができます。

創立:平成16年11月
課程:単位制による全日制・単位制による定時制
・単位制による通信制

《利用交通機関》
●小田急小田原線「本厚木」駅南口下車
徒歩13分
〒243-0021 厚木市岡田1-12-1

電話: 046(228)2015
FAX: 046(229)2674
URL: http://www.atsugiseinan-h.pen-kanagawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

厚木商業高等学校

創立:昭和47年1月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

厚木東高等学校

創立:明治39年2月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

有馬高等学校

創立:昭和58年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

海老名高等学校

創立:昭和54年1月 課程:全日制・普通科

《学校説明会＋高校体験プログラム》
８月 ２日(金) 13:00～16:00 本校
《学校説明会》
11月16日(土) 10:00～12:00 本校
２月29日(土) 10:00～12:00 本校
《スク̶リング公開》
10月20日(日) 9:00～16:00 本校
《定通合同説明会》
11月30日(土) 13:00～16:00 本校
《文化祭》
10月26日(土) 10:00～15:00

《高校体験プログラム》
９月13日(火) 17:00～19:00 本校
《定通合同説明会》
11月30日(土) 13:00～16:00 本校
《学校説明会》
１月 ９日(木) 17:45～19:00 本校
《文化祭》
10月26日(土) 10:00～15:00

《学校説明会＋高校体験プログラム》
８月24日(土) 10:00～12:00 本校
《学校説明会》
11月 ９日(土) 10:00～12:00 本校
12月14日(土) 10:00～12:00 本校
《文化祭》
10月26日(土) 10:00～15:00

厚木商業で開く“夢を叶える未来の扉”！

生徒が希望する多様な進路希望（就職・進学）に対応するため、共通教科のほか、将来の目標にあわせてビジネ
スの基礎から高度な知識・技術までを学習することで、ビジネス界で活躍できる人材を育成する専門高校です。

《利用交通機関》
●小田急線「本厚木」駅下車徒歩２分
厚木バスセンターより
●7番乗り場「王子」行き
「高校入口」下車徒歩２分
●８番乗り場「緑ヶ丘」行き
「緑ヶ丘小学校前」下車徒歩５分
〒243-0817 厚木市王子3丁目1番1号
電話: 046(223)6669 FAX: 046(222)8244
URL: http://www.atsugi-ch.pen-kanagawa.ed.jp

【チャレンジショップ】＊＊校内販売＊＊
【一日体験入学】(要予約)
８月２０日(火) サマースクール 【個別相談会】(予約不要)
８月２０日(火) 一日体験入学
１２月 ７日(土)
９：３０～ ・ １３：３０～
１１月２３日(土) 学校説明会
１月１８日(土)
※午前と午後の２回は同じ内容です。
＊＊＊校外販売＊＊＊
９：３０～１２：００
１１月 ９日(土)～１０日(日)
１０月 ５日(土) オータムスクール
【商楓展
（文化祭）
】
（産業教育フェア)
９：３０～１２：３０
１０月２６日(土)(一般公開日)
そごう横浜店９階新都市ホール
【学校説明会】(予約不要)
１０：００～１４：１５
８月３１日(土)（公開授業あり）
夏休みも開店予定！
１１月２３日(土)
詳しくは「産フェア」で検索

創立113周年を迎えた本校は、緑豊かな自然の中に佇む落ち着きのある学校です。
「厚
木東でチャレンジ」を合言葉に、３年間自分が熱く打ち込みたいものを選んで生活す
ることができます。勉強だけでなく、部活、生徒会、学校行事の運営など、生徒一人
ひとりが主体的に活躍できる舞台がたくさん用意されています。また、生徒同士が互
いの努力を認め合い、調和のとれた雰囲気が学校全体に溢れています。施設面におい
ては、県内最大の弓道場を持つほか、昨年度学内トイレの大規模改修が行われました。

《利用交通機関》
●小田急線本厚木駅下車
神奈中バス王子行「高校入口」下車 徒歩3分
厚木市王子1-1-1
〒243-0817
電話: 046(221)3158 FAX: 046(222)8204 ●小田急線本厚木駅下車
神奈中バス緑ヶ丘循環行「緑ヶ丘小学校前」下車 徒歩7分
URL: https://atsugihigashi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

◇部活動体験◇
8月1日(木) / 8月2日(金) / 10月20日(日) 本校
◇体験授業・学校見学会◇
8月1日(木) / 8月2日(金) 本校
◇学校説明会◇
第1回 10月20日(日) 本校
第2回 11月23日(土) 本校
第3回 12月 8日(日) 本校
◇手児奈祭(文化祭)◇
8月31日(土) / 9月1日(日)

本校

自然環境に恵まれた落ち着いた学校です。ユネスコスクールとして国際理解教育に
力を入れ、姉妹校交流や海外修学旅行などを行っています。体育祭・文化祭・ロー
ドレース大会・合唱コンクールなど多彩な学校行事があります。行事を通して豊か
な感性・責任感・人間性を育みます。進学にも力を入れ、特色ある英語教育を全校
で展開しています。生徒は無限大の挑戦マインドをもって、希望の進路の実現に向
け熱心に勉学に取り組んでいます。また部活動も活発に行われています。

《利用交通機関》
●JR相模線「社家」駅下車 徒歩12分
〒243-0424 海老名市社家240
●小田急線「厚木」駅下車 自転車15分
(
)
(
)
電話: 046 238 1333 FAX: 046 238 7980 ●小田急線・相鉄線
「海老名」
駅下車 自転
URL: http://www.arima-h.pen-kanagawa.ed.jp/
車20分

学校説明会
8月17日(土) 10:00～11:30 海老名市文化会館
10月26日(土) 9:30～12:30 本校
12月14日(土) 9:30～12:00 本校
文化祭（有輝祭） 8月31日(土) 9:30～14:30 本校

海老名高等学校では、安全・安心な教育環境のもとで、一人ひとりの高い
「志」
の実現や、
「知」
「徳」
「体」のバランスのとれた人間の育成、及び生涯学
び続ける力の育成をめざします。

《利用交通機関》
●JR相模線、小田急線、相鉄線「海老名」
駅下車徒歩約20分
〒243-0422 海老名市中新田一丁目26番1号
電話: 046(232)2231 FAX: 046(231)1762 ●JR相模線、小田急線「厚木」駅下車徒歩
約12分
URL: http://www.ebina-h.pen-kanagawa.ed.jp/

－ 31 －

学校説明会
第１回
8月 8日
（木） 午前午後２部制
10:00～15:00 海老名市文化会館
第２回 10月26日
（土）
12:30～17:00 本校
第３回 12月14日
（土）
10:00～12:00 本校
皐月祭 文化部門
（文化祭）
8月31日
（土）11:00～15:00 本校
9月 1日
（日） 9:30～14:00 本校

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

神奈川県立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

中央農業高等学校

創立:明治39年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

愛川高等学校

創立:昭和58年4月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人柏木学園

柏木学園高等学校

今年創立113年目を迎える伝統のある農業高校です。園芸科学科は野菜や
果樹、草花の栽培・管理技術や造園などの知識を学習します。畜産科学科は
動物の飼育や管理を学び、乳加工・肉加工技術も学習します。農業総合科は
付加価値の高い農業経営者の実現を目指します。２年生からは生産販売類型、《中学生見学会・説明会》
食品製造類型、栄養化学類型、流通販売類型に分かれて学習を深めます。各 7月27日
（土） 9：00～12：00 本校
科とも実験・実習を中心とした学習をします。
7月28日
（日） 9：00～12：00 本校

10月19日
（土） 9：00～12：00 本校
11月23日
（土） 9：00～12：00 本校
12月 7日
（土）
10：00～12：00 本校
《利用交通機関》
《公私合同説明・相談会》
●小田急線・ＪＲ相模線「厚木駅」より徒歩
8月 9日
（金）
神奈川工科大学
20分
〒243-0422 海老名市中新田4-12-1
《秋輝祭
（文化祭）
》
●小田急線・ＪＲ相模線・相鉄線「海老名駅」
電話: 046-231-5203 FAX: 046-231-1599
11月2日
（土）10：30～15：00 本校（一般公開）
より神奈中バス
「農業高校前」下車
URL: http://www.chuo-ah.pen-kanagawa.ed.jp/
11月3日
（日）10：00～15：00 本校（一般公開）

平成21年度から連携型中高一貫校として、愛川町立３中学と連携しながら教
育活動を行っています。学校設定科目i-Unitで基礎学力・知識の定着を図り、
多くの選択科目で「夢の実現」を支援しています。さらには、コミュニティ 《学校説明会》
8月25日(日) 10:00～12:00 愛川町文化会館 (9:30 受付）
ースクールとして地域に開かれた教育課程を先取りし、インターンシップや
12月14日(土) 本校
ボランティア活動を行うことで地域社会に貢献できる人づくりをめざしてい
愛川町立中学校以外 10:00～12:00 (9:30 受付）
ます。また、規律を重視した生徒指導を実施しています。
愛川町立中学校 (愛川中学・愛川東中学・愛川中原中学）

14:00～16:00 (13:30 受付)
1月11日（土）本校 14:00～16:00 (13:30 受付)
《利用交通機関》
《文化祭》
●小田急線「本厚木」駅下車
9月 7日(土) 10:00～14:30 本校
神奈中バス
「愛川高校前」下車徒歩1分
《学校へ行こう週間》
●小田急線・相鉄線「海老名」駅下車
〒243-0308 愛甲郡愛川町三増822-1
神奈中バス「愛川バスセンター」下車徒歩5分 10月28日(月)～11月1日(金) 9:00～17:00 (本校玄関にて受付）
電話: 046(286)2871 FAX: 046(286)5494 ●JR横浜線「淵野辺」駅・相模線「上溝」駅下車 《オープンスクール》
URL: http://www.aikawa-h.pen-kanagawa.ed.jp/
10月26日(土) 10:00～15:00 本校 (9:30受付) ※申込み必要
神奈中バス「箕輪辻」下車徒歩3分

神奈川県の中央にあたる大和の地に「社会に貢献する人材の育成」という建学の精神のもとに創設、
「個性を生かす」
「自己教育力を伸ばす」「豊かな心と体を育てる」という三つの教育方針を掲げ、全人教育を目指しています。ア
ドバンスコースは四年制大学を目標に多様なニーズに応える講習・模試を実施し難関大学を目指します。スタンダ
ードコースは基礎学力の充実を図り、幅広い進路に対応します。情報コースはコンピュータの基礎から応用まで高
度情報社会に役立つ実践的な力を育てます。また、ICT環境整備を段階的に進め、授業支援ツールとしてタブレッ
トを導入MetaMojiやClassi,English4skillsを活用し、新学習指導要領が掲げる主体的な学びを実践していきます。

《利用交通機関》
電話: 046(260)9011 FAX: 046(260)2002 ●小田急線・相鉄線「大和駅」下車
フラットアプローチ 徒歩15分
URL: https://www.kashiwagi.ac.jp/

〒242-0018 大和市深見西4-4-22
創立:平成9年

私 立

課程:全日制・普通科

学校法人大和学園

聖セシリア女子高等学校

オリジナルの学習プログラムにより近年は大学合格実績が大幅に向上し、また「クラシックバレエ部」な
ど部活動への参加率は90％以上と高く、
生徒は充実した学校生活を送っています。

〒242-0006 大和市南林間3-10-1

公 立

神奈川県立

大和高等学校

創立:昭和37年10月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

大和西高等学校

電話: 046(274)7405 FAX: 046(274)5070
URL: http://www.cecilia.ac.jp/

聖セシリア祭
10月19日
（土）
10月20日
（日）
10:00～15:00
高校進学相談会
10月12日
（土）
14:00～15:30
12月 6日
（金）
・10日
（火）
16:00～

本校へは小田急江ノ島線と東急田園都市線が利用でき，
多方面からの通学が可能
です。平成30年度より
「学力向上進学重点校エントリー校」の指定を受け,「読解
力」を育み，
生徒一人ひとりの進路希望の実現する取組みに一層の力を入れてい
ます。昨年度より65分授業を取り入れ，
充実した質の高い授業を実施しています。
また，
学校行事や部活動も活発で，
放課後の教室やグランド，
体育館は活気に満
ち溢れています。信頼感に根差した責任と自覚に基づく自由な校風の学校です。

◎学校説明会・部活動見学会
11月 9日(土) 本校
12月14日(土)
本校
（詳細は本校ＨＰをご覧ください）
◎公開授業・部活動見学会
10月26日(土) 本校
（詳細は本校ＨＰをご覧ください）
◎学校見学会(夏季休業中)
（見学会の日程，申し込み期間・方法等は本校ＨＰをご覧ください）
◎文化祭(槐祭)
《利用交通機関》
〒242-0002 大和市つきみ野3-4
8月31日(土) 9:30～15:00
●小田急江ノ島線中央林間駅下車徒歩12分
(
)
(
)
電話: 046 274 0026 FAX: 046 277 0691
9月 1日(日) 9:30～15:00
URL: https://yamato-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●東急田園都市線つきみ野駅下車徒歩7分
両日公開

「ひらく、大和西。」目と心を世界に開く、未来を切り拓く、未知を啓く。
大和西高校は、昭和61年の創立以来、国際社会で意欲的に活躍できるグローバル人材の育成と、生徒一人ひとりの進路実現のための学力
向上をめざした教育活動を行ってきました。平成28年度から６年間、県教育委員会より「グローバル教育研究推進校」に指定され、横浜Ｂ
＆Ｓ、イングリッシュキャンプや海外修学旅行、海外５校・国内１校との姉妹校等との交流を通じて、更に国際教育を推進していきます。
「わかる指導、わかるまで指導、わかりたくなる指導」を合言葉にきめ細かな学習指導を行い、進路実績も年々伸びています。また、部
活動や学校行事は生徒主体で大変活発に行われており、地域の方々との連携、小中学校との交流なども積極的に行っています。

《利用交通機関》
電話: 046(276)1155 FAX: 046(277)0681 ●小田急線南林間駅下車（座間方面）
徒歩20分
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/

〒242-0006 大和市南林間9-5-1
創立:昭和61年1月 課程:全日制・普通科

本校
本校
本校
本校
本校
本校

心と学力をバランスよく育む。勉強も部活動も充実！

《利用交通機関》
●小田急江ノ島線「南林間駅」徒歩5分
●東急田園都市線「中央林間駅」徒歩10分

創立:1929年5月 課程:全日制

《オープンスクール》
7月26日
（金）
9：30～12：00
《文化祭》※受験生・保護者のみ可
9月14日
（土）
10：00～14：30 本校
《学校説明会》
第1回10月19日
（土）
9：30～11:00
第2回11月 2日
（土）
9：30～11:00
第3回11月16日
（土）
9：30～11:00
第4回11月23日
（祝）
9：30～11:00
第5回11月30日
（土）
9：30～11:00
第6回12月 7日
（土）
9：30～11:00

－ 32 －

＜全公立展＞
6月15日(土) 10:00～15:30 パシフィコ横浜
＜公私合同説明・相談会＞
8月6日(火) 10:15～16:20 (予定)
やまと芸術文化ホール (シリウス)
＜学校説明会＞
8月20日(火) 13:00～15:30 (予定)
やまと芸術文化ホール (シリウス)
12月7日(土) 10:00～12:30 大和西高校
＜文化祭 (萌黄祭)＞
9月7日(土) 11:00～15:00 大和西高校
9月8日(日) 10:00～14:30 大和西高校

神奈川県立

・コミュニティ・スクールのしくみを活用して、地域と連携した活動を行うことで生徒一人
ひとりの「職業観」
「勤労観」を育成し、社会に求められる人としての個性と可能性の開発と伸
長を図ります。
・授業のユニバーサルデザイン化に取り組み、放課後の学習サポートを含めたさまざまな工
夫を行うことで「やればできる」という自信を持たせ、自己の進路希望の実現に向けた弛まぬ
努力ができる生徒を育成します。

《利用交通機関》
電話: 046(264)1515 FAX: 046(262)3655 ●小田急江ノ島線・相模鉄道
URL: http://www.yamatohigashi-h.pen-kanagawa.ed.jp/ 「大和駅」下車 徒歩25分

〒242-0011 大和市深見1760番地
創立:昭和56年1月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

大和南高等学校

創立:昭和52年1月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

座間総合高等学校

創立:平成20年11月 課程:全日制・単位制総合学科

公 立

神奈川県立

座間高等学校

大和南高校では社会の一員として活躍できる人物を目指し、勉強・部活動・学校行事に真剣に取り組んでいます。部活
動では多くの部が優秀な成績を収めており、学校行事としては創立以来初の体育祭が昨年の６月に開催されました。
授業では、すべての学年の英語、１学年の数学（数学Ⅰ）で少人数・習熟度別授業を実施しています。また、今年度か
らはより生徒の進路希望に対応できるように教育課程を見直し、未来を切り拓く力の育成を図っています。

《利用交通機関》
●小田急江ノ島線「桜ケ丘」駅下車
徒歩23分
●小田急江ノ島線・相鉄線「大和」駅下車
神奈中バス「上和田団地」下車徒歩7分
●小田急江ノ島線「高座渋谷」駅下車
神奈中バス「上和田団地」下車徒歩7分
〒242-0014 大和市上和田2557
電話: 046(269)1039 FAX: 046(268)4390
URL: http://www.yamatominami-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《利用交通機関》
●小田急線「相武台前」駅下車
神奈中バス
「北向庚申前」徒歩５分
●相鉄線「さがみ野」駅北口下車
神奈中バス
「北向庚申前」徒歩５分
●小田急線「南林間」駅下車
神奈中バス
「座間総合高校前」徒歩３分
〒252-0013 座間市栗原2487
電話: 046-253-2920 FAX: 046-252-6020
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/zamasogo-ih/

神奈川県立

相模向陽館高等学校

公 立

神奈川県立

綾瀬高等学校

創立:昭和52年4月 課程:全日制

4つの系列＝グローバル教養・情報ビジネス・生活デザイン・芸術スポーツ
4つのサポート＝生活・学習・進路実現・部活行事

《県央東地区公私合同説明・相談会》やまと芸術文化ホール（シリウス）
8月 6日
（火）
10：00～15:00
《学校説明会・部活動体験》 本校
8月24日
（土）
10:00～10:45
（説明会１部）
11:00～11:45
（説明会２部）
13:00～15:00
（部活動体験）
10月26日
（土）
10:00～12:00（説明会・部活動体験 同時実施）
12月 7日
（土）
10:00～11:30

しっかり勉強…理数教育推進、
英語教育の充実
がっちり部活…高い部活加入率、
関東・全国大会出場多数

電話: 046(253)2011 FAX: 046(252)5452
URL: http://www.zama-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《文化祭》 本校
9月 7日
（土）
12:00～15:00
9月 8日
（日）
10:00～15:00
《国際フェスタ》ハーモニーホール座間
11月14日
（木）
14：00～16:00

きっちり生活…頭髪・服装指導の徹底、
規範意識の醸成
じっくり進路…充実した進路指導、丁寧な進路ガイダンス

【公私合同説明会】
8月6日(火)
【座間高祭(文化祭)】
大和文化創造拠点シリウス
９月7日(土) 10:30～15:00 【冬の学校説明会】
９月8日(日) 9:30～14:30
12月7日(土) 本校
9:50～16:20
①
9:30～10:30
【秋の学校説明会】
【夏の学校説明会】
② 11:00～12:00
10月19日(土) 本校
８月19日(月)
※ 学校見学会と同時に
③ 12:30～13:30
ハーモニーホール座間
９:30～
公開授業と部活動見学も行います。 ※ HP上での申し込み（人数制限あり）
※ HP上での申し込み（人数制限あり） 《詳しくは学校HPをご覧ください》 《詳しくは学校HPをご覧ください》

本校は「自分を変えるきっかけを見つけたい」
「自分に秘められた可能性を追
求したい」人のための学校です。小中学校の時に思うような学校生活が送れ
ず、高校でがんばりたいという思いを支援し、よりよい人間関係を築き、自
立した社会人として生きる力を育てることを目指します。生徒は午前部・午
後部のどちらかに所属して、原則として1日4時間の授業を受け、4年間での
卒業を目指します。

《利用交通機関》
●相模鉄道線「さがみ野駅」
より徒歩18分
「相模大塚駅」
より徒歩20分
(
)
(
)
電話: 046 298 3455 FAX: 046 298 3458
「鶴間駅」
より徒歩25分
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamikoyokan-h/ ●小田急江ノ島線

〒252-0003 座間市ひばりが丘3-58-1
創立:平成22年4月 課程:単位制による定時制

◆体験授業・部活動見学
８月2３日
（金） 本校
◆第４回・第５回 学校説明会
1月18日
（土） 本校

鍛える座間～夢の実現に向けて～

〒252-0024 座間市入谷２－２６２

公 立

◆第１回 学校説明会
8月11日(日)
14:30～ やまと芸術文化ホール
◆第３回 学校説明会 12月8日(日)
（南翔祭）
◆オープンスクール(第２回学校説明会) ◆文化祭
９月７日(土) 本校
10月26日(土) 本校

一人ひとりの能力を最大限に生かす教育を目指しています

2つの柱＝キャリア教育・国際理解教育
2つの特色＝少人数教育・多彩な外国語教育

《利用交通機関》
● 小田急線座間駅から徒歩7分
● JR相模線入谷駅から徒歩7分

創立:昭和47年4月 課程:全日制・普通科

《学校説明会》
8月21日
（水）
14:00～15:30
やまと芸術文化ホール
《学校説明会・体験授業・部活動体験》
11月 ９日
（土）
午前中 本校
《学校説明会》
12月14日
（土）
午前中 本校
《東翼祭
（文化祭）
》
８月31日
（土）
10:00～14:30 本校
《学校見学等》
随時受付中
（ご連絡の上、
ご来校ください。)

《学校説明会》
8月5日(月) 14:00~15:30 やまと芸術文化ホール サブホール
10月 5日(土) 10:00~12:00 本校
12月 7日(土) 10:00~12:00 本校
《外国につながる生徒および保護者対象説明会》
12月 7日(土) 14:00~16:00 本校
《個別相談会》
1月11日(土) 10:00~12:00 本校

Challenge! ～自己実現～インクルーシブ教育実践推進

綾瀬高校は生きる力となる「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の育成を目指して学校づくりに励んでいます。
生徒たちは落ち着いた環境の中で学習に、部活動に、そしてその他様々な活動に、毎日生き生きと学校生活を送っています。
《利用交通機関》
●横浜方面より 相鉄線「さがみ野」駅
神奈中バス
「観音入口」徒歩1分
●藤沢方面より 小田急江ノ島線「長後」駅
神奈中バス
「観音入口」徒歩1分
●海老名方面より 小田急・JR・相鉄「海老名」駅
相鉄バス「綾瀬高校」徒歩6分
〒252-1134 綾瀬市寺尾南1-4-1
電話: 0467(76)1400 FAX: 0467(76)8241
URL: http://www.ayase-h.pen-kanagawa.ed.jp
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《学校説明会》
①8月19日（月）②12月7日（土）
①(やまと芸術文化ホール) ②（本校） 《オープンスクール》
10月26日
（土）
《インクルーシブ学校説明会》
9：00～12：00 本校
第3回 6月18日(火)本校14:30~
《体験授業》
《文化祭》
「彩綾祭」
10月26日
（土）
9月7日
（土）
本校(要申込)
9：30～14：30

《部活動体験》
①10月26日（土） 本校（要申込）
②12月 7日（土） 本校（要申込）
《個別相談会》
①12月 7日（土） 本校（要申込）

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

大和東高等学校

横浜市

公 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

綾瀬西高等学校

創立:昭和58年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

相原高等学校

創立:大正11年10月 課程:全日制・農業科、商業科

私 立

学校法人麻布獣医学園

麻布大学附属高等学校

創立:1961年4月 課程:全日制・普通科

綾瀬西高等学校は豊かな知性と人間性を養い、心身共に健康で、協調性と実
践力に富んだ人材の育成を目指した普通科高校です。一人ひとりの目標の実
現に向けた小集団学習の推進や、さまざまな類型・選択科目を設けています。
また、福祉教育に重点を置いた教育活動を学校全体の特色として取り組んで 《学校説明会》
います。
８月19日
（月）
※平成30年度より「通級による指導」に取り組んでいます。 10:00～11:30 綾瀬市オーエンス文化会館

11月 ２日
（土）
9:30～12:00 本校
12月21日
（土）
《利用交通機関》
9:30～12:00 本校
●小田急線・相鉄線・JR相模線海老名駅東
《中学生対象部活動体験》
口バスターミナルよりバス利用。
８月８日
（木)、
９日
（金)、23日
（金） 本校
〒252-1123 綾瀬市早川1485番地の1
●３番乗場より「国分寺台第12」行「綾瀬
午前の部 ９時00分～12時00分 午後の部 13時00分～16時00分
電話: 0467-77-5121 FAX: 0467-76-8199
市役所」行「吉岡芝原」行に乗車。
URL: http://www.ayasenishi-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●「国分寺台第11」バス停下車徒歩約10分。 ホームページに実施要項、申込方法等を掲載します。

本校は農業科（畜産科学科、食品科学科、環境緑地科）と商業科（総合ビジネス科）
の併置校です。農業科は、農業を中心とした様々な産業の担い手となるための教育
に、総合ビジネス科は簿記や情報処理、マナー教育、英語教育に力を注いでいます。
平成31年4月に新校地へ移転しました。約12ヘクタール（神奈川県立高校の中で最
大）となる広大な敷地に最新の設備を備え、実習・実験・講義を交えた専門教育の
充実に取り組んでいます。
《利用交通機関》
●JR横浜線・相模線・京王相模原線「橋本」
駅南口下車
●神奈川中央交通バス「峡の原車庫」行バス
〒252-0132 相模原市緑区橋本台４－２－１
乗車
（所要時間 約15分）
電話: 042(760)6131 FAX: 042(760)6140 ●終点「峡の原車庫」バス停下車 徒歩（約
URL: https://aihara-h.pen-kanagawa.ed.jp/
5分）

第1回 体験入学
8月17日
（土）
午前の部・午後の部 本校
第2回 体験入学
10月19日
（土）
午前の部・午後の部 本校
相陵祭
（文化祭・進学相談コーナー有）
11月 2日
（土)・3日
（日）いずれも9:30～15:00
学科説明会・部活動公開
12月14日
（土）
午前中
本校

麻布は次の時代へ。

Ｓ特進・特進・進学の３クラス制。クラスは進級時に入れ替わるので緊張感を維持した学習が続きます。進路意識の向上と大学入試対策を柱とした進路指導に
より、難関大学への進学実績が上がっています。最寄駅はＪＲ横浜線の矢部駅。駅から徒歩４分、麻布大学のキャンパス内に立地という落ち着きある環境です。

《利用交通機関》
●ＪＲ横浜線矢部駅より麻布大学正門まで徒歩4分
大学キャンパス内を徒歩4分
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺1-17-50
電話: 042(757)2403 FAX: 042(751)6280
URL: http://www.azabu-univ-high-school.jp/

オープンスクール・学校説明会
詳細は本校ＨＰをご覧ください
８月２４日（土）１０：００～１１：３０
１０月２０日（日）１０：００～１１：３０
１１月２３日（祝）１０：００～１１：３０
１２月 １日（日）１０：００～１１：３０
個別進学相談会
１２月 ７日（土） 詳細はＨＰにて
１２月 ８日（日） 詳細はＨＰにて

個人での相談・見学も随時受け付け 翔渕祭（文化祭）
詳細は本校ＨＰをご覧ください ９月 １日（日） 9：00～14：30
入試相談コーナーあり
その他の説明会につきましては
本校ＨＰをご覧ください

公 立
神奈川県立

神奈川総合産業高等学校

全 日 制

定

本校は、科学技術と国際性の視点から幅広い学びを推進
する県下で唯一の単位制総合産業科の専門高校です。専門
科目は、工学、情報、環境バイオ、科学の４系とリベラル
アーツ分野で構成され、各系や分野の科目を幅広く横断的
に学習することができます。また、プロジェクトマネジメ
ントの手法を用いた科学技術教育を、基礎教養分野の科目
を基盤として多くの実験・実習を行う「探求型・体験型・
研究型」の学習として実践しています。

時

制

本校定時制は、単位制総合学科として生徒一人ひとりが
「自分につけたい力」を学ぶ学校です。２年次からの授業
は人文国際系、自然科学系、工業技術系（機械、電気、建
設)、情報技術系の４つの系列と総合の５つに属した科目群
から各自の進路を見据えて時間割をつくります。また、始
業前授業や定通併修などを活用し、３年間での卒業も実現
できます。
クラスでの活動、学校行事、部活動などを通して社会性
や豊かな創造力を身につけ、社会に貢献できる人材育成を
行っています。

創立:平成16年11月
課程:単位制による全日制、
単位制による定時制

《利用交通機関》
●小田急線相模大野駅下車徒歩15分
●JR横浜線相模原駅より神奈中バス 相05系統、
相25系統「南中前」下車徒歩5分
●JR相模線上溝駅より神奈中バス 大15系統
「南中前」下車徒歩5分
〒252-0307 相模原市南区文京1-11-1

電話: 042(742)6111
FAX: 042(740)2851
URL: http://www.kanagawasogosangyo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

麻溝台高等学校

創立:昭和49年4月 課程:全日制

《学校説明会》
11月23日(土・祝) 14:00～16:00 本校(13:30より受付)
12月26日(木) 14:00～16:00 本校(13:30より受付)
《文化祭》
11月 2日(土) 本校
《体育祭》
10月 4日(金) 本校
（非公開）
《相模原地区公私合同説明会》
(
)
8月 8日 木 麻布大学・麻布大学附属高等学校
《県立高校定通合同説明会》
11月30日(土) 13:00～16:00 県央会場
12月 1日(日) 13:00～16:00 横浜会場

《学校説明会》
7月27日(土)10:00～11:30、14:30～16:00 本校
8月24日(土)10:00～11:30 本校
10月12日(土)10:00～11:30 本校
11月23日(土・祝)10:00～11:30 本校
《文化祭》
9月28日(土)9月29日(日) 本校
《体育祭》
5月23日(木) 本校(非公開)
《相模原地区公私合同説明・相談会》
8月8日(木)麻布大学・麻布大学附属高等学校

社会性豊かな人間性を備え世界に貢献するリーダーの育成

◎進路実現・部活行事の充実・授業力の向上
～鵬の天かけるごと～

《利用交通機関》
●小田急線「相模大野」駅下車
神奈川中央交通バス「麻溝台高校」下車徒歩3分
●JR横浜線「古淵」駅下車
神奈川中央交通バス「麻溝台高校」下車徒歩3分
●JR横浜線「相模原」駅下車
神奈川中央交通バス「麻溝台高校」下車徒歩3分
〒252-0329 相模原市南区北里2-11-1
電話: 042(778)2731 FAX: 042(778)4094
URL: http://www.asamizodai-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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《学校説明会》
8月19日(月)
13:00～15:30 グリーンホール
11月16日(土)
10:00～11:00 本校

《オープンスクール》
9月28日(土)
授業見学
12:40～13:35
体験授業(要予約)
14:15～15:00
(いずれも本校)

《文化祭》
9月7日(土)
10:30～15:00 本校
9月8日(日)
9:30～15:00 本校

神奈川県立

開校以来約12,300名の卒業生を送り出し、今年度は第43期の入学生（358名）を迎え、26学級、在校生は1000名を超えます。
学校は、境川沿いの住宅街に位置し、静かで落ち着いた学習環境です。
本校は『ＩＣＴ利活用授業研究推進校』に指定されており、授業の様々な場面でタブレット端末等のＩＣＴ機器を利用し、従
来型の授業スタイルにとらわれることなく、生徒たちが自ら考え学んでいく「主体的・対話的・深い学び」を推進しています。
《利用交通機関》
●小田急線「相模大野」駅下車
神奈川中央交通バス「上鶴間高校」下車徒歩1分
●小田急線「東林間」駅下車徒歩25分
●田園都市線「つきみ野」駅下車徒歩20分
〒252-0318 相模原市南区上鶴間本町9-31-1

創立:昭和52年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

上溝高等学校

創立:明治44年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

上溝南高等学校

電話: 042-743-5622 FAX: 042-743-5803
URL: http://www.kamitsuruma-h.pen-kanagawa.ed.jp/

＜個別相談会・施設見学＞
・ ８月17日
（土）
９:30～13:00 本校
＜学校説明会・体験授業/部活動＞
・11月 ９日
（土）
本校 体育館（説明会）
体験は事前の申し込みが必要です。
詳しくはHPをご覧ください。

獅子のごとく勇気をもって進め 撫子のごとく真心をもって歩め

明治44年に開校した100年以上の歴史がある学校です。生徒一人ひとりの希望に応じたきめ細かな指導を行い、
近年進学実績を伸ばしています。さらなる飛躍を目指して、生徒・教職員一体となって取り組んでいます。
《利用交通機関》
●JR相模線上溝駅下車 徒歩10分
●JR横浜線相模原駅南口より
神奈中バス
「上溝」下車 徒歩10分
●JR横浜線淵野辺駅南口より
神奈中バス「上溝高校入口」下車 徒歩3分
〒252-0243 相模原市中央区上溝6-5-1
電話: 042(762)0008 FAX: 042(762)5873
URL: http://www.kamimizo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《上高祭(文化祭)》
8月31日
（土） 本校
12：00～15：00（予定）
9月 1日(日) 本校
9：30～14：30（予定）

本校最大の魅力は、明るさ、素直さ、優しさを持ち合わせ、何事にも全力投球する「上南（かみなん）生」た
ちです。
「上南プライド」を育て、
「上南ブランド」を磨き、過去から未来へと、さらなる歴史を紡いでいます。
《学校説明会》
8月19日(月)
14：30～16：00
相模原市民会館
12月7日(土)
10：00～11：30
本校

〒252-0243 相模原市中央区上溝269

私 立

学校法人光明学園

光明学園相模原高等学校

電話: 042(778)1981 FAX: 042(778)4057
URL: http://www.kamimizominami-h.pen-kanagawa.ed.jp/

学校法人相模女子大学

相模女子大学高等部

電話: 042(778)3333 FAX: 042(778)4271
URL: http://www.komyo.ed.jp

《光明祭》
《オープンスクール》
) 8日(日)
9月7日(土・
8月 1日(木)
10:00～16:00 本校
9:30～12:30 本校
《学校説明会》
《学校見学会》
11月 3日(日)
8月18日(日)
11月10日(日)
8月24日(土)
11月17日(日)
10:00～12:30 本校
＊オープンスクール・学校見学会
11月23日(土)
要予約
10:00～12:00 本校

公 立

課程:全日制・普通科

神奈川県立

相模田名高等学校

創立:昭和62年4月 課程:全日制

《学校説明会》
12月 3日(火)
12月 4日(水)
12月 5日(木)
16:00～17:00 本校
《個別相談会》
11月24日(日)
11月30日(土)
9:00～15:00 本校 要予約

特進コースと進学コースがあり、勉強も部活もとても活発です。大学合格実
績では、国公立大学をはじめ多くの合格者を出しています。34の部活動、大
歓声が沸く球技大会や体育祭など、活気に満ちています。

〒252-0383 相模原市南区文京2-1-1
創立:明治33年

《オープンスクール》
10月26日(土)
本校

知育、徳育、体育、霊育の４つを柱に学習指導、生活指導、進路指導、部活指導のバランスの取れた
きめ細やかな指導を行い、個性や特性を伸ばす教育を行います「総合」
「体育科学」
「文理」
の3コース制。

〒252-0336 相模原市南区当麻856

私 立

《相模原地区公私合同説明・相談会》 《上南祭・文化部門》
8月8日(木)
9月7日(土)・8日(日)
9：30～15：00
本校
麻布大学・麻布大学附属高校

息づく智慧と慈悲、101年からの鼓動

《利用交通機関》
●JR相模線「原当麻駅」下車徒歩7分

創立:大正8年4月 課程:全日制・普通科

《学校説明会》
①7月31日（水）相模原市民会館
10：20～11：20（10時開場）
②８月2日（金）校舎見学・部活動見学会 《オープンスクール》
10月26日
（土）
本校
10：00～12：00
午前:学校説明会 午後:体験
③12月7日
（土）
本校
10：00～12：00（9：30開場） ※詳細はホームページをご覧ください。

チームでチャレンジ～一人ひとりの可能性を広げ、高める上溝南～

《利用交通機関》
●JR相模線番田駅下車徒歩８分

創立:昭和51年4月 課程:全日制

＜学校/入試説明会・部活動見学＞
・12月７日
（土）
本校 体育館（説明会）
＜麗鶴祭 体育の部（体育祭）＞
・ 6月5日
（水）非公開
＜麗鶴祭 文化の部（文化祭）＞
・9月7日
（土）12:00～15:00
9月8日
（日）10:00～15:00
ご来校お待ちしております。

電話: 042(742)1442 FAX: 042(742)1441 《利用交通機関》
URL: http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/ ●小田急線「相模大野」徒歩10分

〔学校説明会〕
HP要予約
10月26日
（土）
14：00～15：30 本校
11月30日
（土）
14：00～15：30 本校
12月 7日
（土）
14：00～15：30 本校
〔オープンスクール〕
HP要予約
8月24日
（土）
9：00～12：30 本校

目指せ！マナー日本一！
！

田名高ではあなたが主役です。「スチューデント・ファースト」生徒一人ひとりの個性を伸ばします。
「わかる授業の充実」
「安全・安心な学校づくり」
「一人ひとりの多様な進路への対応」
の３本柱、次代の人材を育成します。
《利用交通機関》
●JR横浜線「淵野辺」駅下車
神奈中バス
「四ツ谷」下車徒歩10分
●JR横浜線「相模原」駅下車
神奈中バス
「四ツ谷」下車徒歩10分
●JR横浜線「橋本」駅下車
神奈中バス「田名バスターミナル」下車徒歩13分
〒252-0244 相模原市中央区田名6786-1
電話: 042(761)3339 FAX: 042(763)3802
URL: http://www.sagamitana-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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《学校説明会》
８月22日（木）於：相模原市民会館
11：30～（詳細は後日HPにて）
12月 7日（土）於：本校
10：00～（詳細は後日HPにて）
《授業見学学校説明会》
11月16日（土）於：本校
13：05～（詳細は後日HPにて）

《部活動体験 要：事前申込》
8月20日
（火）
於：本校
午前の部 9:00～12:00
午後の部 13:00～16:00
詳細後日HPにて

《体育祭》
9月 3日
（火）
非公開
《文化祭》
9月13日
（金）
非公開
9月14日
（土）
一般公開
10:00～14:00

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

上鶴間高等学校

横浜市

公 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

相模原高等学校

創立:昭和38年10月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

相模原総合高等学校

創立:平成15年４月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

弥栄高等学校

創立:平成20年

公 立

課程:単位制による全日制

神奈川県立

相模原青陵高等学校

創立:平成22年4月 課程:全日制・単位制による普通科

－ 礼節

信義

根性 －

勉強、部活、学校行事と、何事にも全力で取り組み「文武両道・切磋琢磨」をモットーに掲げ、生徒全員が主役となり、共に高め合う日々を送っています。
S.S.H.指定校としてAI時代に負けない科学的探究力と国際性を備えた次世代リーダーの育成を目指しています。

《利用交通機関》
●JR横浜線「相模原」駅下車
神奈中バス10分「横山団地」下車すぐ
●JR相模線「上溝」駅下車
神奈中バス7分「横山団地」下車すぐ
〒252-0242 相模原市中央区横山1-7-20
電話: 042(752)4133 FAX: 042(753)6348
URL: https://sagamihara-h.pen-kanagawa.ed.jp

《サマーガイダンス》
8月15日
（木）
14：00～16：00 相模原市民会館
《学校説明会》
《相翼祭文化部門（文化祭）》
《オープンスクール》
9月14日（土）本校（一般公開）
12月14日
（土）
10月19日
（土）
9月15日（日）本校（一般公開）
10：00～12：00 本校
10：00～16：00 本校

SAGASOは、多くの道から自分だけの道を見つける力を「自己を拓く力」とし、自分の力で夢を開拓し、夢を実現して
いくたくましい力を「自分力」としています。SAGASOは総合学科の特徴を生かした多種多様な選択科目、２人担任制
などの自慢のサポート力により、この「自己を拓く力」「自分力」を強くする学校です。

《利用交通機関》
●JR横浜線・相模線「橋本」駅下車
神奈中バス「相模原総合高校入口」下車徒歩５分
〒252-0135 相模原市緑区大島1226
電話: 042(761)5055 FAX: 042(763)3807
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamiharasogo-ih/

《学校説明会》
8月21日
（水）
13:30～15:30
杜のホールはしもと
11月23日
（土）
10:00～11:30 本校

《楓祭
（文化祭）
》
9月7日
（土）
本校
《体育祭》
6月5日
（水）
9:00～15:00 本校（非公開）

《オープンスクール》
10月19日
（土）
本校

新・弥栄高校～高度な普通科教育と特色ある専門学科教育～

普通科と専門学科（音楽科・美術科・スポーツ科学科）を併置した進学重視型の単位制の高校です。校則や
規律を守り自分の夢の実現のために精進する生徒たちが集う、行事と部活動が盛んな活気に満ちた学校です。
《利用交通機関》
●JR横浜線淵野辺駅南口より徒歩25分
●淵野辺駅南口より 神奈中バス 栄公園前
下車徒歩８分 弥栄小学校前下車 徒歩3分
●小田急線相模大野駅北口より神奈中バス 相
模原駅南口行き 青葉児童館前下車徒歩3分
〒252-0229 相模原市中央区弥栄3-1-8
電話: 042(758)4695 FAX: 042(751)6137
URL: http://www.yaei-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《学校説明会》
8月17日
（土）
相模原市民会館
（普通科・スポーツ科学科）
本校
（音楽科・美術科）
11月9日
（土）本校（全学科）
12月7日
（土）本校（全学科）
＊学校説明会の詳細は本校HPに掲載

《部活動体験》
8月16日
（金）
本校
※部活動体験は事前申し込み制
《オープンスクール》
10月26日
（土）
本校
※オープンスクール後に部活動体験あり
《文化祭（WE FESTIVAL）》
9月22日（日)、23日（月）本校
＊部活動体験等の詳細は本校HPに掲載

＊そのほかにも学科ごとの発表会が多数あり
（普通科）
普通科発表会3月20日
（金）
（音楽科）
定期演奏会11月1日
（金）
（スポーツ科学科）
実技発表会12月14日
（土）
（美術科）
美術展12月13日(金)～15日(日)

学校の愛称SORAは「翔びたて輝く空へ」を意味するSet Out for Radiant Airの頭文字をとったものです。社会に通用す
る人物の育成を目指した単位制普通科高校である本校は、表現教育と多文化共生教育を特色とし、
「メディアアーツ」
「ダ
ンスアンサンブル」「多文化フィールドワーク」
など個性的な選択科目を設置しています。また、地域との連携にも力を
入れています。
《利用交通機関》
●小田急線相武台前駅下車 徒歩25分
●相武台前駅より相武台グリーンパーク行き
バス 終点下車 徒歩10分
●小田急相模原駅より相武台グリーンパーク
行きバス 相模原青陵高校前下車 徒歩4分
〒252-0325 相模原市南区新磯野468
電話: 042(747)0531 FAX: 042(740)2848
URL: https://sagamiharaseiryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/

＜文化祭＞
10月 4日（金）本校〔非 公 開〕
10月 5日（土）本校〔一般公開〕
※詳細は本校Ｗｅｂページをご覧ください。
＜体育祭＞
6月 5日（水）本校〔非公開〕

＜完校記念行事＞
2月23日（日）杜のホールはしもと
相模原青陵高校の教育活動を振り返り、 ※ 県立高校改革 実施計画
（Ⅰ期）により、令和２年度に
部活動等様々な発表を行います。
※詳細は本校Ｗｅｂページをご覧ください。 弥栄高校と再編・統合されます。
※ 本校は平成30年度以降の
＜完校式＞
入学生の募集を行っていません。
3月 1日
（日）本校

公 立
神奈川県立

津久井高等学校

全 日 制
平成28年度に創立70周年を迎え、毎年多くの卒業生を送り出していま
す。神奈川県内の政治や経済を支えている先輩が大勢います。「生徒一人
ひとりに手厚く」をモットーに、きめ細かいキャリア教育・進路指導を
実践しています。
普通科の他に、神奈川の県立高校では唯一の介護福祉士国家試験受験
資格が取得できる福祉科を併設し、高い実績を残しています。
平成28年度から引き続き、「確かな学力育成推進校」の指定を受け、
「学
び直し」を軸として基礎学力の向上を図り、進路希望実現に向けた取り
組みを行っています。また、「モラル・マナー・ルールを遵守できる生
徒」、「コミュニケーション力・行動力を発揮できる生徒」を育てます。

定

時

制

本校定時制は働きながら通学してくる生徒をはじめ、さ
まざまな事情や困難を抱えながらも高校で学びたい生徒や、
一度は高校生活を断念して、再度チャレンジして入学する
生徒もいます。
入学の動機や年齢も様々ですが、先生も含めて全員が顔
見知りというあたたかい家庭的な雰囲気の中で、
「ゆっくり
じっくり」学びなおしができる学校です。
○3年間で卒業できる制度があります。
○様々な学校行事・部活動があります。

創立:昭和21年4月
課程:全日制・普通科、福祉科、定時制・普通科

《利用交通機関》
●JR横浜線・相模線橋本駅下車北口
神奈中バス三ケ木終点（約40分）下車徒歩3分
●JR中央線相模湖駅下車
神奈中バス三ケ木終点（約20分）下車徒歩3分
〒252-0159 相模原市緑区三ケ木272-1

電話: 042(784)1053
FAX: 042(784)7960
URL: http://www.tsukui-h.pen-kanagawa.ed.jp

第１回学校説明会
８月23日
（金）
14:30～15:30
第１回福祉科体験入学
9月 7日
（土）
10:00～12:30
文化祭
（常磐祭文化の部）
９月29日
（日） 9:30～15:00
第２回学校説明会
11月16日
（土）
10:00～11:30
第２回福祉科体験入学
11月30日
（土）
10:00～12:30
第３回学校説明会
12月14日
（土）
10:00～11:30

サン・エールさがみはら

本校
本校
本校
本校
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第1回学校説明会
8月23日
（金）14:30～15:30 サン・エールさがみはら
文化祭
（常磐祭文化の部）
9月29日
（日） 9:30～15:00 本校
第2回学校説明会
（高校体験プログラム）
11月16日
（土）10:00～11:30 本校
県央県北定通進路相談会
11月30日
（土）
13:00～16:00 厚木清南高校
定時制説明会
12月14日
（土）
14:00～15:00 本校

神奈川県立

創立:昭和50年1月 課程:全日制

私 立

学校法人東海大学

東海大学付属相模高等学校

「協働した学び」
・
「ICT利活用授業」

「勉強も輝け！部活も輝け！」を合言葉に、協働した学びやＩＣＴを活用した授業を実践し、50分×6時間、3学期制など
普通科高校の良い点を生かした学校づくりをしています。2年生からの選択制で、進路希望に応じて学習が進められます。

《利用交通機関》
●JR横浜線橋本駅北口よりバス
「三ヶ木」行
城山高校前(所要約25分)下車徒歩3分
〒252-0116 相模原市緑区城山1-26-1
電話: 042-782-6565 FAX: 042-782-1834
URL: http://www.shiroyama-h.pen-kanagawa.ed.jp/

本校は卒業生のおよそ90％が東海大学へ進学する高大一貫教育を特色としています。文系・理系に偏らない文
理融合教育と共に、クラブ活動や学校行事との両立を目指す教育活動を実践し、海外留学も充実しています。

〒252-0395 相模原市南区相南3-33-1

公 立

神奈川県立

橋本高等学校

創立: 昭和53年1月 課程:全日制・普通科

公 立

神奈川県立

藤沢清流高等学校

電話: 042(742)1251 FAX: 042(742)1159
URL: http://www.sagami.tokai.ed.jp/

学校法人藤嶺学園

鵠沼高等学校

創立:大正14年4月 課程:全日制

私 立

学校法人湘南工科大学

湘南工科大学附属高等学校

創立:昭和３６年４月 課程:全日制普通科

■オープンキャンパス（本校）
8月24日（土）10時～12時
※中学生対象
※要予約
※上履きをご持参ください

■建学祭
（本校）
10月5日（土）10時～15時
10月6日（日）10時～15時
※一般公開
※予約不要
※上履きをご持参ください

【第1回学校説明会】
8月23日(金) 午前・午後 相模原市民会館
【欅翔祭
（文化祭）
】
9月 7日(土) 11:00～14:30 本校
9月 8日(日)
9:30～14:30 本校
【第2回学校説明会】
(
)
9月28日 土 10:00～11:30 本校
【学校へ行こう週間・部活動見学】
11月5日(火)～8日(金) 本校
【公開授業】
《利用交通機関》
11月 9日(土)
8:30～12:50 本校
●JR横浜線・JR相模線・京王線「橋本」駅 【第3回学校説明会】
下車 徒歩15分
〒252-0143 相模原市緑区橋本8-8-1
11月23日(土) 10:00～11:30 本校
「三ヶ木
電話: 042(774)0611 FAX: 042(771)1176 ●橋本駅北口1番、2番のり場より
【武道大会決勝・個別相談・在県外国人等特別募集説明会】
行き」他バス
「上町」下車 徒歩5分
URL: http://www.hashimoto-h.pen-kanagawa.ed.jp
12月14日(土) 本校 時程等詳細はHPをご覧ください

まじめがかっこいい

「第一志望の実現」「学業と部活動を高いレベルで両立」「進学希望に合った授業」
藤沢清流であなたの個性を輝かせよう！ 部活動加入率８６％以上！

〒251-0002 藤沢市大鋸1450

私 立

■学校説明会
（本校）
10月13日（日）10時～12時
10月26日（土）10時～12時
11月16日（土）10時～12時
※保護者・受験生対象
※予約不要
※上履きをご持参ください

橋本高校は、集中力・礼儀作法・日本の伝統文化について学ぶ「武道教育」
と、人間尊重・他者理解の姿勢・英語力を身に付ける「国際理解教育」を特
色とする学校です。また、共生社会に向けたインクルーシブな教育を目指し
ています。
校内に欅の木が育つ緑豊かな本校で、穏やかな仲間とともに充実した高校生
活を送りませんか？

《利用交通機関》
● 小田急線藤沢本町駅から徒歩１７分

創立:平成22年4月 課程:単位制による全日制

《文化祭》
9月 7日(土)
10:00～ 本校
《体育祭》
6月 6日(木)
一般非公開

一貫教育システムで夢の実現をバックアップ！

《利用交通機関》
● 小田急線「小田急相模原駅」南口下車
徒歩約8分

創立:昭和38年4月 課程:全日制・普通科

《学校見学会・部活動体験》
8月22日(木)・23日(金) 《入試説明会・相談会》
11月23日(土)
10:00～ 本校
10:00～ 本校
《学校説明会・部活動体験》
11月30日(土)
10月19日(土)
10:00～ 本校
10:00～ 本校
（2日とも同じ内容）
＊部活動見学・体験あり

電話: 0466(82)8112 FAX: 0466(83)3536
URL: http://www.fujisawaseiryu-h.pen-kanagawa.ed.jp/index.html

《鎌倉湘南地区公私合同説明・相談会》
８/７(水)
《第1回学校説明会》
日本大学（生物資源科学部） 10/12(土)9:30～、13:30～
《オープンスクール（授業・》
《部活動体験デー》
11/9(土)9:30～15:00
８/23(金)本校
《第2回学校説明会》
《Festa清流
（文化祭）
》
12/14(土)9:30～、13:30～
９/15(日)、16(月)

未来に向けて、全力で。

「共に学び、共に育む明るく規律ある学園」をモットーに、国際感覚豊かな人づくりを目指しています。
進路に対応した３コース（英語・理数・文理）制です。行事も部活動も盛んです。
《利用交通機関》
●JR東海道線・小田急線「藤沢駅」
徒歩15分
●江ノ電「柳小路駅」
徒歩1分
〒251-0031 藤沢市鵠沼藤が谷4-9-10
電話: 0466(22)4783 FAX: 0466(22)1675
URL: http://kugenuma.ed.jp

学校説明会
10月26日
（土）
14:00～15:30
11月2日
（土）
14:00～15:30
11月16日
（土）
14:00～15:30

平日説明会（保護者対象）
11月20日
（水）
電話予約
18:30～19:30
個別相談会
11月30日
（土）
14:00～15:00

「 夢」
を育てる、個性を伸ばす。

オープンスクール
8月24日
（土）
WEB予約
9:10～12:30
鵠輝祭
（学校祭）
9月7日
（土）
9月8日
（日）
10:00～14:30

知・徳・体の教育理念に基づき、人間力を高め、ひとり一人の夢と個性を育て、社会に貢献できる人間の育成を目指します。
併設の湘南工科大学とキャンパスを共にし、湘南の風薫る豊かな環境で、生徒は充実の3年間を過ごします。

《利用交通機関》
●JR東海道線「辻堂」駅下車徒歩15分
またはバス5分
〒251-8511 藤沢市辻堂西海岸1-1-25
電話: 0466(34)4114 FAX: 0466(33)2365
URL: http://www.sh.shonan-it.ac.jp
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学校見学会 wed予約制
7月26日（金） 9:30～15:00
7月30日（火） 9:30～15:00
8月23日（金） 9:30～15:00
オープンスクール web予約制
8月21日（水） 9:30～15:00
学校説明会 web予約制
10月26日（土）9:30～12:00
11月16日（土）9:30～12:00

11月30日（土）9:30～12:00
個別相談会 予約不要
12月 7日（土）9:30～11:30
湘工祭 予約不要
9月 7日（土）12:00～15:00
9月 8日（日） 9:00～15:00
※入試相談コーナーあり

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

城山高等学校

横浜市

公 立

横浜市

公 立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

全 日 制

神奈川県立

湘南高等学校

定

開校以来「文武両道」の校風のもとで、
① 真摯な態度をもってより高い知識の習得に努める。
② 豊かな個性をはぐくみすぐれた社会の形成者となる。
③ 公正な判断力を培い敬愛と協力の精神を育てる。
という三つの教育目標を柱とし、全ての生徒は学習活動、
部活動、学校行事に常に全力で取り組む中で、高い学力と
総合的な人間力を培うことを目指しています。
平成２９年９月から学力向上進学重点校に先行指定されま
した。

時

制

「ＳＨＯＮＡＮ ＤＲＥＡＭ ～湘南で夢を～ 」を合言
葉に、生徒の夢の実現を支援します。夜間定時制の学校で、
４年間での卒業が基本となっていますが、三修制も取り入
れています。基礎から学べる講座や生徒の興味・関心に応
じた講座など、選択科目が充実しています。また、学校行
事、生徒会活動、部活動なども活発です。専用のＨＲ教室、
図書館（全定共通)、個人ロッカーなど、充実した施設・設
備のもとで、豊かな高校生活を支援します。

創立:大正９年８月９日
課程:全日制・単位制による定時制

《利用交通機関》
●ＪＲ東海道線藤沢駅徒歩２０分
●小田急線藤沢本町駅徒歩７分
〒251-0021 藤沢市鵠沼神明5-6-10

電話: 0466(26)4151
FAX: 0466(28)0020
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/shonan-h/

公 立

神奈川県立

湘南台高等学校

創立:昭和60年4月 課程:全日制

私 立

学校法人藤嶺学園

藤嶺学園藤沢高等学校

《文化祭》
6月15日
（土)・16日
（日） 9:00～16:00 本校
《体育祭》
9月14日
（土） 本校
《学校説明会》
8月 1日
（木） 本校
8月 3日
（土） 本校
9月28日
（土） 本校
10月26日
（土） 本校
《公私合同説明会》
8月 7日
（水） 9:30～15:00 日本大学生物資源科学部

本校の校歌には教育目標の「自立」
「敬愛」が謳われています。行事に部活に学業に全力を注ぎ、
「自ら律し、互いに敬う
気持ちをもつ」高校生の「夢の実現」を支援していく学校です。令和２年度より「インクルーシブ教育実践推進校」と
して、共生社会の実現をめざした取組を進めます。

《利用交通機関》
●小田急「湘南台駅」下車徒歩8分
●相模鉄道「湘南台駅」下車徒歩8分
●横浜市営地下鉄「湘南台駅」下車徒歩8分
〒252-0805 藤沢市円行1986
電話: 0466(45)6600 FAX: 0466(46)0787
URL: http://www.pen-kanagawa.ed.jp/shonandai-h/index.html

〒251-0001 藤沢市西富1-7-1

私 立

日本大学

日本大学藤沢高等学校

電話: 0466(23)3150 FAX: 0466(25)7935
URL: http://www.tohrei-fujisawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

藤沢工科高等学校

創立:平成14年4月 課程:全日制

〈湘風祭（文化祭）〉 本校
9月7日
（土）11:00～15:00
9月8日
（日）10:00～15:00
〈体育祭〉
6月５日
（水）本校
非公開

《夏休み見学会》 本校にて
第１回 8月21日(水）
11：00～13：30
第２回 8月24日(土)
11：00～13：30
※説明会の詳細は
HPでご確認ください。

《学校説明会》 本校にて
10月19日(土)14：00～15：30
11月 2日(土)10：30～12：00
11月16日(土)14：00～15：30
《個別相談会》 本校にて
11月30日(土)14：00～16：00
12月 7日(土)14：00～16：00

《藤嶺祭》 本校にて
１日目 6月15日(土)
9：30～15：00
２日目 6月16日(日)
9：30～15：00
《体育祭》 本校総合グラウンドにて
10月26日(土) 9：00～15：00

5万坪を超える広大な敷地に近代的な校舎と最新の設備。明るく真面目で品格ある生徒たち。学業と部活
動とのバランスがとれた学園生活。̶̶皆さんがイメージする「健全で学校らしい学校」です。

〒252-0885 藤沢市亀井野1866
課程:全日制・普通科

〈インクルーシブ特別募集説明会・見学会〉
6月18日(火)、21日(金) 本校
13:00～15:15
〈インクルーシブ特別募集説明会〉
11月9日(土)、14日(木) 本校
詳細は未定、ホームページを見てください。
中１・２年生対象

一人ひとりが輝ける環境～新しい可能性に出会える場所～

《利用交通機関》
●小田急江ノ島線「六会日大前駅」下車徒歩
8分。改札を出て右。大学正門を通る。

創立:昭和24年

〈説明会・見学会〉7月25日(木) 本校
受付 9:30～11:30
受付13:30～15:30
〈オープンスクール〉9月21日（土）本校
10:00～16:00
〈説明会〉 12月14日（土） 本校
受付 9:30 開始10:00
受付13:00 開始13:30

本校は、大正4年（1915年）に創設され、104年の歴史と伝統を誇る学校です。
「質実剛健」「勇猛精進」という建学の精神の
もと、国際社会に太刀打ちできる次世代のリーダーの育成を目指しています。
授業を中心とした知育はもちろんのこと、茶道を２年間・陶芸を２年生で正課にするなど徳育にも力を入れ、体育祭
・球技大会等で体を育てます。知育・徳育・体育をバランスよく配し、より深い人間教育を行っています。

《利用交通機関》
●JR東海道線・小田急線・江ノ島電鉄線
「藤沢」駅下車徒歩15分
●小田急線「藤沢本町」駅下車徒歩13分

創立:大正4年5月 課程:全日制・普通科

《学校説明会》
11月 6日
（水）
17:00～18:30 本校
1月 9日
（木）
17:00～18:30 本校
《定時制・通信制合同説明会》
11月30日
（土）
13:00～16:00 本校
《公私合同説明会》
8月 7日
（水） 9:30～15:00 日本大学生物資源科学部
《文化祭》
6月15日
（土)・16日
（日） 9:00～16:00 本校
《体育祭》
10月 5日
（土） 本校・非公開

電話: 0466(81)0123 FAX: 0466(83)2161
URL: https://www.fujisawa.hs.nihon-u.ac.jp

～新しい

日藤祭
（文化祭）
夏季休暇中の学校見学会
6月15日（土）10:30～15:00 7月24日（水）14:00～15:30
6月16日（日） 9:00～15:00 7月27日（土）14:00～15:30
8月22日（木）14:00～15:30
8月24日（土）14:00～15:30

入試説明会（中学生・保護者対象）
11月 2日（土）14:30～16:00
11月16日（土）14:30～16:00
11月30日（土）14:30～16:00

時代を拓く 人づくり～

一人ひとりの適性や進路希望に応じた専門的な系を選択することができ、多様な進路希望や学習目的に応じ、専門分野を深めることや進学して継続的に学ぶことが出来ます。
ものづくりの視点を重視し、創意工夫を生かす実践的な技術者の育成を行う学校です。

《利用交通機関》
●「湘南台」駅下車
出口Fより徒歩20分
●小田急江ノ島線「六会日大前」駅下車
東口出口より徒歩18分
〒252-0803 藤沢市今田744
電話: 0466(43)3402 FAX: 0466(43)4942
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/fujisawakoka-th/
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《学校説明会》本校にて
7月20日
（土）
10：00～12：00
11月16日（土）授業・部活見学可
12：30～16：00
12月21日
（土）
10：00～12：00

《わくわく体験工作教室》本校にて
8月22日
（木）
9：00～12：30
↑※事前申し込みが必要

《文化祭》本校にて
11月2日
（土）
11：00～15：00
11月3日
（日）
10：00～14：00

藤嶺学園

88年の歴史と伝統を誇り、2万５千名以上の卒業生を数える県下で唯一の全日制男子高校です。
校訓『信と勇と』は『まこと』『まごころ』を大切にする『信』と全力を傾けて努力し実行す
る『勇』のことです。生徒達は学力の一層の向上をはかり多くの資格の取得に励み、部活動を
通じ友情の輪を広げています。生徒ひとりひとりの個性が伸びるようカリキュラムが配慮され
ています。学年の進行にしたがい選択科目の増加と少人数のクラス編成が行われ、親身できめ
細かい学習指導・進路指導・資格取得の指導でそれぞれの進路を決定するようサポートします。

〒251-0871 藤沢市善行７－１－３
創立:昭和６年３月 課程:全日制・普通科、商業科

公 立

神奈川県立

藤沢総合高等学校

電話: 0466(81)3456 FAX: 0466(81)8845 《利用交通機関》
●小田急江ノ島線 善行駅 徒歩 １分
URL: http://www.shoryo.jp

夢をちからにー未来を生きるー

藤総では、1年次の「産業社会と人間」の学びを基に、生徒一人ひとりが自分の興味・関心や進路希望などに応じて科目を選択し、学んでいきます。
また、「課題研究」を通して、課題解決能力を育成するとともに社会で必要な力をつけ、自分の進路を実現していきます。

《利用交通機関》
●小田急江ノ島線「長後」駅下車徒歩10分
〒252-0801 藤沢市長後1909
創立:平成15年11月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

藤沢西高等学校

創立:昭和49年4月 課程:全日制

私 立

学校法人平和学園

アレセイア湘南高等学校

電話: 0466(45)5200 FAX: 0466(46)0817
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/fujisawasogo-ih/

【学校説明会】
①９月14日(土）
②11月９日(土)
③12月14日(土)
①③は10:00~11:00
②は11:40~12:40

【授業見学会】
11月９日
（土）
10:40～11:25
※終了後、学校説明会等あり

【部活動体験会】
８月31日
（土）
9:30~12:00
終了後、個別相談・部活動見学会を
１時間程度実施(①②③ともに)
★詳細は本校ＨＰ参照のこと

【文化祭(翡翠祭)】
10月12日
（土）
9:30～15:00
★学校説明ブース
10:00～14:00
学校紹介・個別相談実施

１人ひとりの文武両道をモットーに生徒たちは学習、行事、部活動にと充実した高校生活を送っております。きめ細か
い学習・進路指導、生徒主体の行事運営を行っております。平成３１年３月にグラウンド整備が完了しました。

《利用交通機関》
●ＪＲ辻堂駅北口からバス１０分「西高校前」
下車すぐ
●小田急、相鉄、横浜市営地下鉄湘南台駅か
らバス３０分「西高校前」下車すぐ
●ＪＲ辻堂駅北口から徒歩30分
〒251-0861 藤沢市大庭3608-2
電話: 0466(87)2150 FAX: 0466(87)9704
URL: http://www.fujisawanishi-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《学校紹介》
7月27日(土)
10:00～、14:00～ 本校
8月10日(土)
10:00～、14:00～ 本校
《文化祭》
9月7日(土)10:30～14:30
9月8日(日)10:00～14:30

《学校説明会》
《部活動体験交流会》
11月 2日
（土）
詳細につきましては
10:00～、14:00～ 本校
後日、本校ＨＰを
11月23日
（土）
ご覧ください。
10:00～、14:00～ 本校
12月14日
（土）
10:00～、14:00～ 本校

「言語力・思考力・たくましさ」そして「英語力」を育てます！

初代理事長は世界平和を希求した賀川豊彦。グローバル教育に力を入れ、様々な体験学習プログラムを行って
います。
また、国際英語塾、大学受験指導のＧＵシステムも定着し、進学実績も向上しています。

《利用交通機関》
●JR東海道線「辻堂駅」 バス8分
●JR東海道線「茅ヶ崎駅」バス10分
〒253-0031 茅ヶ崎市富士見町5-2
創立:昭和21年4月 課程:全日制・普通科

オープンスクール
８月２４日（土）１０：００～１４：３０本校
８月２５日（日）１０：００～１４：３０本校
翔陵祭（文化祭）
１０月２６日（土）１２：００～１６：００本校
１０月２７日（日） ９：００～１５：００本校
学校説明会・個別相談会
１１月 ２日（土）１０：００～１２：００本校
１１月 ９日（土）１４：００～１６：００本校
１１月１６日（土）１４：００～１６：００本校
１１月２３日（祝）１４：００～１６：００本校
１１月３０日（土）１４：００～１６：００本校
１２月 ７日（土）１４：００～１６：００本校

電話: 0467(87)0132 FAX: 0467(86)7350
URL: http://www.aletheia.ac.jp/h/

《学校説明会》ホームページ申込み 《夏休みキャンパスガイド》 《キャンパスガイド》ホームページ申込み
第1回 10月19日(土)
ホームページ申込み 平和祭キャンパスガイド
7月20日(土)
9月14日(土)9:45相談コーナー有
10:00～・14:00～
授業参観・学校見学
7月22日(月)
第2回 11月 2日(土)
10月 1日(火)10:00～
7月23日(火)
14:00～
学校見学・個別相談
8月22日(木)
第3回 11月16日(土)
11月30日(土)10:00～
8月23日(金)
10:00～・14:00～
12月 7日(土)14:00～
8月24日(土)
第4回 11月23日(土)
12月18日(水)16:00～
各日10:00～・14:00～
10:00～・14:00～

公 立
神奈川県立

茅ケ崎高等学校

全 日 制
茅ケ崎高校は昨年度、創立７０年目を迎えました。活発
な学校行事と部活動、充実した教科指導と進路指導、それ
らを支えるＰＴＡ・卒業生の協力体制があります。自主性
と自律の精神を育み、卒業後の進路を見すえた確かな学力
を育成します。
また、平成29年度よりインクルーシブ教育実践推進校として知
的障がいのある生徒を受け入れ、お互いを尊重しながら共
に生きることの大切さを学ぶなかで生徒一人ひとりが充実
した３年間を過ごせる学校を目指しています。

定

時

制

茅ケ崎高等学校定時制は、アットホームな暖かい雰囲気
の中で学ぶことができる学校です。授業では基礎的な内容
をしっかりと学びます。文化祭など学校行事も盛んで学期
ごとに楽しい催し物があります。
卒業までの学習については、４年間じっくり学ぶ方法と、
通信制を併修して３年間で卒業できる方法があり、入学後
に選択します。

創立:昭和23年
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●JR東海道線 茅ヶ崎駅下車 北口4番乗り場
辻堂駅行か藤沢駅行で茅ケ崎高校前下車
●JR東海道線 茅ヶ崎駅下車 国道1号線
を藤沢方面に徒歩約25分
●JR相模線 北茅ヶ崎駅下車 徒歩約20分
〒253-0042 茅ヶ崎市本村3丁目4番1号

電話: 0467(52)2225
FAX: 0467(54)2117
URL: http://www.chigasaki-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《学校説明会》
11月16日（土）場所：本校体育館 詳細は後日ＨＰにてお知らせします。
12月14日（土）場所：本校体育館 詳細は後日ＨＰにてお知らせします。
《オープンスクール》
8月23日（金）午前の部 場所：本校 詳細は６月以降ＨＰをご覧ください。
8月23日（金）午後の部 場所：本校 詳細は６月以降ＨＰをご覧ください。
《文化祭》
９月７日
（土） １０
：
３０～１５
：
００ 本校
９月８日
（日） １０
：
００～１５
：
００ 本校
《体育大会》
６月４日
（木） 非公開
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《定時制・通信制合同説明会》
１１月３０日
（土）
13:00～16:00 県立湘南高等学校
１２月 １日
（日）
13:00～16:00 平塚市美術館
《文化祭》
１１月 ９日
（土）
13:00～17:00 本校

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

藤沢翔陵高等学校

横浜市

私 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

茅ケ崎西浜高等学校

創立:昭和55年1月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

茅ケ崎北陵高等学校

湘南の優しい潮風と緑の松に囲まれた学校です。本校の特色は、①学習支援として,全校生徒が「スタディサプリ」に、１・２年
生の全員、及び３年生の希望者が「スタディサプリ・イングリッシュ」に登録し、意欲的に視聴していること、②充実したＩＣＴ機
器を用いた授業展開を行っており、プログラミング教育研究推進校に指定され、論理的な思考力や課題解決力を育てる教育に力を入
れていること、③個性や適性に応じた自分の第一希望の進路を実現できるよう段階的な進路指導（36ケ月のキャリア計画）を推進
していることの３つです。行事・部活動も盛んです。
是非見学に来てください。

《学校説明会》
８月20日(火) 10:00 茅ヶ崎市文化会館 大ホール
11月16日(土) 10:00 本校
12月14日(土) 10:00 本校
1月11日(土) 10:00 本校
《オープンスクール 授業公開》
10月26日(土) 10:50 本校
《利用交通機関》
●JR東海道線茅ケ崎駅北口より神奈中バス 《部活体験》
10月26日(土) 13:30 本校
浜見平団地行「団地中央」下車徒歩5分。
●茅ケ崎駅南口より浜見平団地行（西浜経由) 《体育大会》
〒253-0061 茅ヶ崎市南湖7丁目12869番地の11 「西浜高校前」
5月31日(金) 柳島スポーツ公園
下車すぐ。
電話: 0467(85)0008 FAX: 0467(87)7899 ●茅ケ崎駅南口より団地北口行「団地中央」 《文化祭》
URL: http://www.chigasakinishihama-h.pen-kanagawa.ed.jp
9月 7日(土) 10:00~14:30
下車５分

̶学力向上 人づくり̶
本校は全日制普通科の進学校として、昭和39
（1964）
年4月の第１回入学式
以来、令和元年（2019）年で56年目を迎える、茅ヶ崎でも長い歴史を持つ学
校の一つです。卒業生は約1万7200名を数え、社会の各方面で活躍しています。
西に富士山、北に丹沢を望む静かな学習環境のもと、生徒は学習、行事、
部活動に全力で取り組んでいます。

《利用交通機関》
電話: 0467(51)0311 FAX: 0467(54)2160 ●JR相模線「香川」駅下車徒歩10分
URL: http://www.chigasakihokuryo-h.pen-kanagawa.ed.jp ●JR相模線「寒川」駅下車徒歩15分

〒253-0081 茅ヶ崎市下寺尾128番地
創立:昭和38年10月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

鶴嶺高等学校

鶴嶺高校は今年度よりグローバル教育研究推進校に指定されました。国際的な視野を持ち、社会で活躍す
る人材を育成します。
国際教育が盛んな学校であり、イギリス・ドイツの海外交流校訪問、短期・長期の留学生との交流、海外
交流校からの訪問団の受入れ、その他、海外の大学生の訪問などを通じて、国際感覚を磨くことができます。
８割以上の生徒は部活動に所属し、目標に向けて活発に活動しています。生徒の自主的な取組みによる文
化祭・体育祭・合唱祭などの行事も特色の一つです。
《学校説明会》

《利用交通機関》
●JR東海道線茅ヶ崎駅北口①②乗場からバ
ス
〈ニュータウン入口〉
下車徒歩2分
電話: 0467-52-7149 FAX: 0467-54-2124
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tsurumine-h/ ●JR相模線北茅ヶ崎駅下車徒歩12分

〒253-0084 茅ヶ崎市円蔵1-16-1
創立:昭和50年1月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

寒川高等学校

創立:昭和53年4月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人平塚学園

平塚学園高等学校

公 立

神奈川県立

平塚工科高等学校

《利用交通機関》
●JR相模線寒川駅下車徒歩15分
●JR茅ヶ崎駅より神奈中バス小谷行き
高座郡寒川町一之宮9丁目30番1号
〒253-0111
「寒川高校前」下車徒歩１分
電話: 0467(74)7699 FAX: 0467(74)9012 ●JR茅ヶ崎駅より神奈中バス矢畑経由
URL: http://www.samukawa-h.pen-kanagawa.ed.jp/
寒川駅南口行き
「景観寺」下車徒歩5分

創立77年を迎えました。「礼節・責任・勤勉」を根幹に、建学の精神「真に役
に立つ日本人の育成」を目指した指導が行われています。特別進学・進学・
文理コースが設置されており、それぞれの目標に応じて努力できる体制を整
えています。ユニークな設備として展望台を兼ねたドーム型天文台、大磯の
研修センターには照明付きの野球場、サッカー場兼陸上競技場等の施設が整
っています。

電話: 0463(22)0137 FAX: 0463(23)3527 《利用交通機関》
●JR東海道線「平塚」駅下車徒歩15分
URL: http://www.hiragaku.ac.jp

12月21日
（土）
9：30～ 本校
《学校相談会》
1月11日
（土）
《オープンスクール》
8月16日
（金）
9：00～ 本校
※事前申込必要

【学校説明会】
11月 9日
（土）
①10:00 ②14:30
11月10日
（日）
③10:00 本校
説明会は予約不要です。
ただし、地域により日時が指定されて
いますので、本校HPにてご確認を
お願いします。
【学校見学会】 要予約
（web）
8月 6日
（火）
1日2回実施
8月24日
（土）
1日3回実施
9月 7日
（土）
1日2回実施
10月 5日
（土）
1日3回実施
11月30日
（土）
1日3回実施

平塚工科高校は全員が「総合技術科」の生徒として入学します。１年生では 【学校説明会】
＊ 8月 1日
（木） 本校
幅広く基礎を学ぶことにより、自分の興味・関心や適性をしっかりと理解し
9:30～11:00 体育館
将来の進路選択に役立てることができます。2年生では「機械系」
「自動車系」 ＊12月14日
（土） 本校
「電気系」「環境化学系」「総合技術系」の5つの系があり、3年生になるとき
10:00～11:30 体育館
に専門的・実践的な内容を学習するコースに分かれます。
面接試験デモンストレーションあり

〒254-0821 平塚市黒部丘12番7号
創立:平成14年11月 課程:全日制

８月23日(金) 10:30～ 茅ヶ崎市民文化会館
《部活動見学・体験》
８月23日(金) 13:00～ 本校
《オープンスクール》
10月22日(火・祝) 13:00～ 本校
《学校説明会 部活動見学・体験》
12月 7日(土) 10:00～ 本校

１年生はホームルームクラスを増やして少人数のクラス編成とし、きめ細
かい学習指導を行っています。さらに1年生は数学と英語については2クラス
を3クラスに分けて、少人数授業を行っています。2年生は国語・数学・英語 《学校説明会》
8月23日
（金）
の必修選択科目を設置して、生徒の多様な個性に対応しています。3 年生は
９
：30～ 寒川町民センター
必修選択科目を数多く設置して、生徒の個々の興味や関心、多様な進路希望
11月 9日
（土）
に対応しています。
9：30～ 本校

〒254-0805 平塚市高浜台31-19
創立:昭和17年4月 課程:全日制・普通科

《学校施設・部活動見学》
8月22日(木)～23日(金) 午後（詳細はHP） 本校
《オープンスクール・第1回入試説明会・学校説明会》
10月5日(土) 9:00～11:30 授業公開
13:00～14:30 入試説明会・学校説明会
14:30～16:30 部活動見学・文化部発表会
《課業期間中の学校見学》
10/23、11/7・22、12/2・17、1/20 放課後 (詳細はHP)
《第2回入試説明会・学校説明会》
12月14日(土) 10:00～11:30 本校
《体育祭》
6月11日(火) 13:00より一般公開 本校グラウンド
《文化祭》
9月6日(金)，7日(土) (7日9:30～14:30のみ一般公開) 本校
各行事の詳細は本校ＨＰをご確認ください。

電話: 0463(31)0417 FAX: 0463(32)6983 《利用交通機関》
URL: http://www.hiratsukakoka-th.pen-kanagawa.ed.jp/ ●ＪＲ平塚駅下車 西口より徒歩15分
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11:30～
施設見学あり
【オープンキャンパス】
＊10月 5日
（土） 本校
9:15～10:45 授業見学
12:30～15:30 学校説明会
校内施設及び部活見学
【平工祭】
＊10月26日
（土）11:00～
＊10月27日
（日）10:00～

本校

神奈川県立

創立:大正9年12月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

平塚湘風高等学校

創立:平成21年4月開校 課程:単位制による全日制

公 立

神奈川県立

平塚農業高等学校

創立:明治19年5月 課程:全日制

自主自律、自他敬愛を教育理念とし、豊かな人間性と社会性の育成、そして科学的リテラシーを持ちグローバル社会で
活躍できる人材育成をめざす教育を展開しています。学習・生活・進路指導の一体化を通じて、きめ細かな支援を行い、
生徒の高い志を持った進路実現を図っています。
《利用交通機関》
●JR東海道線平塚駅 徒歩25分
●JR東海道線平塚駅から神奈中バス伊勢原駅
南口行「共済病院前総合公園西」徒歩2分
●JR東海道線平塚駅から神奈中バス秦野駅
行「江南高校前」徒歩2分
〒254-0063 平塚市諏訪町5番1号
電話: 0463(31)2066 FAX: 0463(31)5363
URL: http://www.hiratsukakonan-h.pen-kanagawa.ed.jp/

【第1回学校説明会】
8月3日
（土）
平塚市中央公民館
10:30~12:00
14:00~15:30
【体育祭】
【第2回学校説明会】
11月2日（土）10:00～ 本校 6月22日（土）8:40～本校
【第3回学校説明会】
【江麗祭
（文化祭）
】
11月30日（土）10:00～ 本校 10月26日（土）10:00～本校

きめ細かな生徒指導を行う「規律ある学習環境」の学校です

授業でのルールを最も大切にした規律ある学校生活の中で『豊かな人間性を備えた社会で自立できる人材』を育てる学校です。少人数・習熟度別学習などにより、
授業がわかるようになるまで丁寧に教え、「確かな学力」を身に付けることで進路希望を実現します。部活動や学校行事が「明るく、充実した学校生活」を彩ります。
《利用交通機関》
「平60」田村車庫行
●平塚駅北口⑤番「平52」
田村団地入口下車徒歩3分
●伊勢原駅南口③番「平86」平塚駅北口行
横内公民館入口下車徒歩10分
「平54」平塚駅北口行
●本厚木駅南口⑬番「平53」
駒返橋下車徒歩8分
〒254-0013 平塚市田村3-13-1
電話: 0463(55)1532 FAX: 0463(54)8299
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukashofu-h/

＜学校説明会＞ 本校
９月14日
（土）9:30～12:00
部活動見学、個別相談
（湘風祭）
＞
11月2日（土）午前～午後（詳細HP） ＜文化祭
授業・部活動見学、個別相談 10月19日（土）９:30～15:00
本校
12月14日
（土）9:30～12:00
部活動見学、個別相談

＜平塚地区公私合同説明相談会＞
８月７日
（水）10:00～16:00
平塚市中央公民館

"農"と"商"の特色を活かした学校として生まれ変わる

令和2年度平商と統合。新学科の都市農業科・都市環境科・食品科学科・農業総合科があり、特色ある授
業や実験・実習を通して植物の栽培から利用・加工・流通まで体験的に幅広く学べる専門高校です。
《利用交通機関》
●JR平塚駅下車
●バスターミナル3番「市民病院行」
「東海大学行」
「金田公民館行」バス
（10分）
●バスターミナル10番「湘南日向岡行」バス(10分)
「農業高校」下車徒歩１分
〒254-0064 平塚市達上ヶ丘10-10
電話: 0463(31)0944 FAX: 0463(34)9384
URL: http://www.hiratsuka-ah.pen-kanagawa.ed.jp

平塚地区公私合同説明会
8月7日(水)
○学校説明会
10:00～16:00
○第1回一日体験入学
11月16日(土)
平塚市中央公民館
8月 1日(木)
9:00～12:00 本校
個別相談会あり
9:00～12:30 本校
その他個別学校見学は要相談
○文化祭(平農祭)
○第2回一日体験入学
12月 7日(土)
11月2日(土)12:30～14:30
10月12日(土)
9:00～12:00 平塚商業高校
11月3日(日)10:00～14:00
９:00～12:30 本校
その他個別学校見学は要相談
個別相談会あり

公 立
神奈川県立

平塚商業高等学校

全 日 制

定

＂農＂と＂商＂の特色を活かした学校として生まれ変わる
令和 2年度平農と統合。商業と農業の学科を併せ持つ新し
い学校としてスタートします。総合ビジネス科では商業の
各類型を選択し、変化の激しいビジネスの世界に対応する
力を身につけます。産学官連携による地域連携活動、地元
企業との商品開発、七夕祭りなどの行事参加、資格取得、
キャリア教育の取組み等、さらなる充実を予定しています。

時

制

昭和13年開校、創立80年の伝統ある夜間定時制高校です。
令和2年度に、平塚駅南口から徒歩13分の高浜高校に移転
して、単位制普通科として新たなスタートをきります。進
学にも対応した教育課程と基礎基本からじっくり学べる教
育課程の２つのコースを併置するなど、これまで以上に生
徒の多様なニーズに応える体制を整備しました。平塚商業
高校の伝統も引き継ぎながらのスタートですので、安心し
て学校選択をしてください。

新校商業に関する学科（総合ビジネス科）
経営ビジネス系、情報ビジネス系、情報デザイン系、
グローバルビジネス系
創立:全日制・昭和37年10月:定時制・昭和13年4月
課程:全日制・総合ビジネス科
定時制・総合学科

《利用交通機関》
●JR平塚駅北口神奈中バス10番乗車口
高村団地行7分商業高校前下車徒歩2分
〒254-0054 平塚市中里50-1

電話: 0463(31)2385
FAX: 0463(34)4494
URL: http://www.hiratsuka-ch.pen-kanagawa.ed.jp

公 立

神奈川県立

高浜高等学校

学校説明会
8月 2日
（金） 9：00～12：30
本校
8月 3日
（土） 9：00～12：30
本校
10月12日
（土） 9：00～12：30
本校
11月16日
（土） 9：00～12：00
平塚農業高校
12月 7日
（土） 9：00～12：00
本校
1月 5日
（日） 9：00～12：00
本校
１日体験入学等
8月2日
（金）3日
（土）9：00～12：30 本校（中学生対象 体験入学）
10月12日
（土） 9：00～12：30
本校（中学生対象 体験入学）
文化祭 11月2日
（土） 10：00～14：00 本校
公開講座（対象 中学生他）8月21日（水）22日（木）23日（金）午前中

学校説明会
11月26日
（火）
12月 1日
（日）
1月14日
（火）
文化祭
11月 9日
（土）

17：00～19：00
平塚商業高校
地区定時制説明会13：00～16：00 平塚市中央公民館
17：00～19：00
平塚商業高校
11：00～14：00

平塚商業高校

～ 変わる高浜 つながる福祉 ～

【Challenge is Change！＆Respect Others】「一歩踏み出せば、何かが変わる！」小さな頑張り、チャレンジの積み重ねを大切にし、それぞれの持ち味や個性を尊重します。
【特学クラスの挑戦！】生徒一人ひとりが自らの第一志望にチャレンジし、夢を実現します。【つながる福祉】“人にやさしい社会をめざす”福祉の心を継承します。
【県立高校改革により、令和２年（2020年）４月に平塚商業高校の定時制が本校に移行します。】

《利用交通機関》
●JR東海道本線「平塚」駅徒歩13分
〒254-0805 平塚市高浜台8-1
創立:昭和9年

課程:全日制・普通科

電話: 0463(21)0417 FAX: 0463(23)7138
URL: http://www.takahama-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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《体験！高浜塾》
8月23日(金)
10:00～11:30 本校
《高浜祭
（文化祭）
》
9月 7日(土)
9:40～14:00 本校

《学校説明会》
11月16日(土)
10:00～11:30

本校

12月14日(土)
10:00～11:30

本校

《平塚地区公私合同説明会》
8月7日(水)
10:00～16:00
平塚市中央公民館
ステージ発表
相談ブースあり

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

平塚江南高等学校

横浜市

公 立

横浜市

公 立

神奈川県立

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

大磯高等学校

歴史と文化の町、大磯にある磯高は、地域とともに歩んできた93年の伝統をもつ進学校です。私た
ち、磯高生は自主自律の精神を受け継ぎ、自然に恵まれた落ち着いた環境の中で過ごしています。
1,２年では進路目標を定めながら、基礎学力を育成します。
３年では文・文理・理系の３コースに分かれ、進路実現を目指します。
※数学や英語での少人数授業、習熟度別授業を行っています。
※土曜講習や夏期講習など、丁寧できめ細やかな指導に力を入れています。

《利用交通機関》
電話: 0463(61)0058 FAX: 0463(61)7982 ●ＪＲ東海道線「大磯」駅下車徒歩15分
神奈中バス
「長者町」下車徒歩5分
URL: http://www.oiso-h.pen-kanagawa.ed.jp

〒255-0002 中郡大磯町東町2-9-1
創立:昭和2年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

二宮高等学校

創立:昭和53年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

秦野高等学校

11月
平塚方面
11月
秦野方面
12月14日
（土） 二宮高校
《行事》
・遠足
5月10日
（金）
・文化祭 9月13日
（金）非公開・14日
（土）一般公開
・体育祭
6月13日
（木）
非公開
・修学旅行 11月 9日
（土）
～12日
（火）
・球技大会 ２学期末と３学期末

《利用交通機関》
●ＪＲ二宮駅北口より
徒歩25分
●ＪＲ二宮駅北口より
〒259-0134 中郡二宮町一色1363
バス
「二宮高校前」下車 徒歩2分
電話: 0463(71)3215 FAX: 0463(73)3027 ●小田急秦野駅南口より
URL: http://www.ninomiya-h.pen-kanagawa.ed.jp
バス
「岩崎」下車 徒歩5分

本気の文武両道 「ICT利活用授業研究推進校」秦野高校

「社会に貢献できるリーダー・人材の育成」を目標に「より高いレベルでの文武両道」「あたりまえのこと
をあたりまえにできる生徒の育成」「地域の教育力向上・地域活性化への貢献」を実践している。

〒257-0004 秦野市下大槻113番地
課程:全日制

＜海鳴祭＞
体育祭 ６月４日（火）非公開
文化祭 9月 7 日（土）午後公開、9月8日（日）全日公開

二宮町一色の丘に立つ、学校の時計台が町のランドマークになっている全
日制普通科の高校です。学校からは海と丹沢の山々、富士山が見えるすばら
しい立地です。
《学校説明会》
英数の少人数習熟度別クラス編成など、きめ細やかな学習指導を実践して 9月28日
（土） 二宮高校
いる進学型の高校です。
11月
小田原方面

《利用交通機関》
● 小田急東海大学前駅 徒歩25分
● 小田急東海大学前駅 神奈中バス 下大槻
団地行 宿矢名下車徒歩5分
● 小田急秦野駅 神奈中バス 平塚駅(団地
経由)行 秦野高校前下車

創立:大正15年

＜学校説明会＞
第１回 ８月 9日（金）平塚市中央公民館 10:00～12:00
第２回 10月2６日（土）13:00～16:30 本校
授業公開・部活動公開
第３回 12月14日（土）10:00～11:30 本校
湘南地区説明会 11月9日（土）藤沢商工会館みなパーク
小田原地区説明会 日程・場所未定
※学校説明会は、
申し込み不要です。
地区説明会は、日程が決まり次第、ホームページに掲載します。

電話: 0463(77)1422 FAX: 0463(79)1886
URL: http://www.hadano-h.pen-kanagawa.ed.jp

《学校説明会》（事前申し込みは不要）
6月16日(日)10:00～11:20
本校体育館
8月 5日(月)14:30～16:00
秦野市文化会館大ホール
10月26日(土)12:50～14:10
本校体育館(授業・部活見学あり)
11月23日(土)10:00～11:20
本校体育館

《地区合同説明・相談会》
8月8日(木) 秦野市文化会館大ホール
《広陵祭(文化祭)》
隔年実施のため、今年度は実施しません
《体育祭》
6月4日(火) 非公開
《中学生部活動体験》9:00～12:00
①8月19日(月) ②8月22日(木)
＊午後実施の部活あり

公 立
神奈川県立

秦野総合高等学校

全 日 制
○総合学科の特色を生かし、多様な選択科目を設置し、確
かな学力の向上を目指します。
○自分の進路実現に向けて、必要な応用力と実践力を身に
付けます。
○4系列の中から、自分の興味・関心・進路希望に応じた
科目を選択履修します。
○ボランティア活動・校外講座・就業体験活動など学校外
の活動も単位として認定します。
○ホームルーム制とガイダンスによるきめ細やかな指導体
制をとっています。

定

時

制

○基礎学力の定着と生涯にわたって学習する態度の育成を
図り、一人ひとりの勤労観・職業観、社会を生き抜く諸能
力を育みます。
○自然環境、生活福祉、人文国際、情報科学の４系列から
自分の興味・関心等により選択科目を自由に学習します。
○職業技術校等との連携により幅広い学びの場を提供して
います。
○小中学校で不登校を経験した人も負担なく学べる少人数
のクラス編成。基礎からじっくり学びたいと考えている皆
さんは受検を考えてみてください。

創立:平成20年4月
課程:単位制による全日制・単位制による定時制

《利用交通機関》
●小田急線秦野駅南口より徒歩約25分
または神奈中バス約5分
〒257-0013 秦野市南が丘1-4-1

電話: 0463(82)1400
FAX: 0463(83)4092
URL: http://www.hadanosogo-ih.pen-kanagawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

秦野曽屋高等学校

《学校説明会等のご案内》
7月27日
（土）
10:00～12:00
8月 8日
（木）10:00～16:00
8月31日
（土）
11:00～14:30
（日）
10:00～14:00
9月 1日
11月16日
（土）
10:00～12:00
12月 7日
（土）
10:00～12:00
1月11日
（土）
10:00～12:00

本校
（体験授業を含む）
秦野市文化会館（地区公私合同説明会）
本校
（文化祭）
本校
（文化祭）
本校
本校
本校

《学校説明会等のご案内》
８月 ８日(木)10:00～16:00 秦野市文化会館（地区公私合同説明会）
11月30日(土) 13:00～16:00 厚木清南高等学校
（定通合同説明会）
12月 1日(日) 13:00～16:00 平塚市中央公民館
（定通合同説明会）
12月 ７日(土) 10:00～11:30 本校
（食堂）

平成元年に落成した校舎は、造りがモダン・開放的で、各階に「コモンホール」や「展示ホ
ール」などの自由スペースがあり、生徒のくつろぎの場も十分確保されています。屋上の広々
したルーフバルコニーに出ると、丹沢の山並みが間近に迫り、富士山が眺められ、広大な自然 《 学校説明会 》
10月19日
（土）
午後 本校
の気を胸いっぱいに吸い込むことができます。学力向上をめざした教育課程を実践し、大学進
11月16日
（土）
午前 本校
学実績が上がっています。特色教育として福祉教育や英語教育を推進し、また、積極的に地域
12月 7日
（土）
午前 本校
連携活動を行い、放課後には、地域人材を活用した校内自習塾「曽屋塾」を設置しています。 《 部活動見学週間 》
8月21日(水)～24日(土)

創立:昭和62年4月 課程:全日制

《利用交通機関》
●小田急線
「秦野駅」
より、神奈中バス
「末
〒257-0031 秦野市曽屋3613-1
広小学校前」下車 徒歩５分
電話: 0463-82-4000 FAX: 0463-83-5342
より、徒歩２０分
URL: http://www.hadanosoya-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●小田急線「秦野駅」
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《

体育祭 》
５月31日
（金）
本校
（非公開）

《

秋輝祭
（文化祭） 》
９月 ６日
（金）
本校
９月 ７日
（土）
本校

非公開
一般公開

横浜市

公 立

伊勢原高等学校

全 日 制

定

本校は創立90周年を迎えた伝統校で、
「自立」
「友愛」の校訓のもと、地域と
共に歩んでいます。
授業規律が確立しており、集中した授業を展開しています。また、授業力
向上推進重点校の指定を受け、教師も授業改善に向けて研究を重ねています。
体育祭、文化祭などの行事は、生徒が一致団結して実践しています。
さらに、部活動が盛んで、男子ソフトボール部、男子ソフトテニス部、女
子サッカー部、女子バレーボール部、ライフル射撃部、弓道部などは、県下
の強豪校として知られています。
また、在県外国人等特別募集やインクルーシブ教育実践推進校として、神
奈川県の提唱する「共生」教育に取り組んでいます。

時

制

本校は、夜間に授業を行う定時制です。昼間は仕事やアルバ
イトをするなど、時間を有効に使いながら学校生活を送ること
ができます。定時制の在学期間は通常4年間です。通常よりも科
目を多く取り、3年間で卒業することもできる「３修制」という
制度もあります。生徒の理解度に応じた「分かりやすい」授業
を行い、卒業に向けて手厚く基礎基本からじっくりと学習しま
す。また、困ったことや悩んだときの教育相談が充実しており、
安心できる学校生活をサポートしています。部活動も盛んで、
バドミントン部、バスケットボール部等の運動部をはじめとし
て軽音楽部、パソコン部等の文化部も日々活動しています。

創立:昭和3年5月
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●小田急線「伊勢原駅」下車 徒歩14分
●小田急線「伊勢原駅」下車 神奈中バス
大山行き
「片町十字路」下車 徒歩3分
〒259-1142 伊勢原市田中1008-3

電話: 0463(95)2578
FAX: 0463(96)2558
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/isehara-h/

公 立

神奈川県立

伊志田高等学校

《学校説明会》
８月 ４日
（日）13:00～16:00 伊勢原市民文化会館
11月 16日
（土）13:00～16:00 本校（授業見学、部活動見学も可）
12月 ７日
（土）10:00～14:30 本校
「インクルーシブ教育実践推進校特別募集」向けの
※「在県外国人特別募集」
説明会等については、本校ホームページ参照。
《部活動体験》 ※申し込みが必要です。
８月22日（木)、23日（金）本校 詳細は本校ホームページ等をご覧ください。
《明鏡祭
（文化祭部門）
》
８月31日
（土）10:00～14:30 本校
《秦野・伊勢原地区公私合同説明会》
８月 ８日
（木） 8:30～16:00 秦野市文化会館

《学校説明会》
８月 ４日
（日）
14:00～15:30 伊勢原市民文化会館
12月 ７日
（土）
14:00～15:30 本校
《明鏡祭文化祭部門》
８月31日
（土）
10:00～14:30 本校
《定時制・通信制合同学校説明会》
11月30日
（土）
13：00～16：00 県立厚木清南高等学校
12月 １日
（日）
13：00～16：00 平塚市中央公民館

伊志田高等学校は、安心できる落ち着いた環境の中で、自分の力を十分に伸ばすことができる学校です。本校
は、特に国際理解教育に力を入れており、進学率が高く、行事も充実、部活動が盛ん（加入率76.1％）な学校 ＜学校説明会＞
８月 21日(水) 14：00~15：30 伊勢原市民文化会館
です。国際理解教育では、海外修学旅行や各種講演会を通して広い視野と他者理解、異文化理解等を進めてい
（13：30～受付）
ます。今年度より３年間、県のグローバル教育研究推進校の指定を受けました。英語教育も重視していますの 12月 14日(土) 10：00~11：30 伊志田高校体育館
で、真剣に取り組めばかなりの力をつけることができます。大学、短大、専門学校の進学率は、平成30年度は
（9：30～受付）
＜オープンスクール＞
92.4％でした。是非、学校説明会でどのような学校なのかを確認し、実際に本校の姿を見に来てください。
10月26日(土)

13:00～15:30 本校
（12：30～受付）
＜宿志祭～体育部門＞…体育祭
6月 4日(火) 非公開
＜宿志祭～文化部門＞…文化祭
8月31日(土)，
9月1日(日)
＜部活動体験見学会＞
8月22日(木)・23日(金) ※詳細は全てＨＰにて発表

〒259-1116 伊勢原市石田1356-1
創立:昭和51年1月 課程:全日制

私 立

学校法人向上学園

向上高等学校

創立:明治40年10月 課程:全日制・普通科

私 立

学校法人新名学園

旭丘高等学校

電話: 0463(93)5613 FAX: 0463(96)2961 《利用交通機関》
URL: http://www.ishida-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●小田急線愛甲石田駅徒歩7分

あなたの夢応援します 学習と部活を両立できるのが向上スタイル

向上高校は「一人ひとりを大切に育てる」学校です。本校が目指すものは、入学した生徒一人ひとりがそれぞれに美しい花を咲かせられるように手助けをすることです。特進コ
ース・選抜コース・文理コースという特色ある3コース制を設け、私たち教員も夢が実現できるように、生徒とともに歩み続けます。新入生全員にタブレット導入が始まります。

《利用交通機関》
●小田急線「愛甲石田」駅南口下車
徒歩18分
●小田急線「愛甲石田」駅南口下車
神奈中バス南成瀬循環「向上学園入口」下車徒歩2分
●ＪＲ東海道本線「平塚」駅南口下車
スクールバスにて30分
〒259-1185 伊勢原市見附島411
電話: 0463(96)0411 FAX: 0463(96)5555
URL: http://www.kojo.ac.jp

《学校説明会》※8/1のみＷｅｂ申し込み
8月 1日（木）10時/14時 本校
8月31日（土）12：00～ 本校
9月 1日（日）12：00～ 本校
《入試説明会》※Ｗｅｂ申し込み
※10月より願書・過去問無料配布
10月 5日（土）12：00～ 本校
11月 3日（日）10：00～ 本校
11月16日（土）12：00～ 本校

小田原駅東口から徒歩5分、小田原城跡の中にある第1校地と、自然豊かな第2校地（久野・荻窪キャンパス）をもってい
ます。学力回復から大学進学を目指すクリエイティブクラスをもつ普通科と、多様な選択授業の中から自らの進路を開
拓する、大学進学クラス・スポーツ進学クラスと進路探求クラスをもった総合学科を設置。また、普通科・総合学科に
不登校生の学びなおしを支援する、ベーシッククラスをもっています。
「生徒が主人公」「参加・自治・学び」をスローガンとした生徒会は、学校参加・地域参加・社会参加を進めています。
現在、「足元からのグローバル教育」として、中国の二つの高校と姉妹校提携し、文化・スポーツ交流をすすめています。

《利用交通機関》
電話: 0465(24)2227 FAX: 0465(22)0216 ●JR・小田急線・箱根登山線・大雄山線
「小田原駅」徒歩5分
URL: http://www.niina-gakuen.jp/

〒250-0014 小田原市城内1－13
創立:明治35年

公 立

課程:全日制・普通科、総合学科

神奈川県立

小田原東高等学校

創立:平成28年11月 全日制課程:

11月23日（土）10：00～ 本校
11月30日（土）12：00～ 本校
《入試説明会》平日 ※Ｗｅｂ申し込み
12月3日4日5日6日 17：00～
《学園祭》8月31・9月1日一般公開
8月31日（土）10：00～16：00
9月 1日（日）9：30～15：30

《体験入学・学校説明相談会》
7月27日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
8月24日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
9月14日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
10月 5日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
10月19日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
10月26日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
11月16日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地)
11月30日(土) 9:00～12:00 本校(第1・第2校地）
12月 7日(土) 9:00～12:00 本校(第1校地）
1月11日(土) 9:00～12:00 本校(第1校地）
《文化祭》
11月 9日(土) 10:00～14:00 本校（第1校地）
※学校説明会の詳細につきましては「旭丘通信」及びHP等でお知らせいたします。

開こう！未来のとびら

～夢の実現をめざして ともに歩む 夢の架け橋～
平成29年4月より、グローバル化や情報化の進展等に対応した新しいビジネス教育を展開する総合ビジネス科と、進学を重視した普通科を併置し新たな教育を展開しています。
《利用交通機関》
●JR 東海道線小田原駅より箱根登山バス
（10分）「小田原東高校前」下車
●JR 東海道線国府津駅より箱根登山バス
（15分) 「小田原東高校前」下車
〒250-0003 小田原市東町4丁目12番地1号
電話: 0465(34)2847 FAX: 0465(35)9038
URL: http://www.odawarahigashi-h.pen-kanagawa.ed.jp/
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《学校説明会》本校
11/9（土）10：00～12：00
12/7（土）10：00～12：00
《授業見学》
《学校説明会・相談会》
《部活動見学・体験》
10/5（土）10：00～16：00

《一日体験入学・学校説明会》
8/22（木） 9：00～12：30
8/23（金） 9：00～12：30
《個別相談会》本校
1/11（土） 9：30～11：30

《体育大会》
(非公開)
6/6（木）
本校
《文化祭》
9/7（土）10：00～15：00

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

神奈川県立

横浜市

私 立

学校法人明徳学園

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

相洋高等学校

創立:昭和13年

課程:全日制・普通科、商業科

一人ひとりのＳＯＹＯ ＳＴＹＬＥ

創立８１年目の男女共学校です。 普通科(４コース)と商業科を設置しています。週6日制、放課後の大学受験講座など
で、大学進学実績も着実に伸ばしていると同時に運動部、文化部共に多くの部が全国・関東大会の実績をあげています。

《利用交通機関》
●JR東海道線、小田急線、箱根登山線、大雄山線
「小田原駅」下車徒歩15分
〒250-0045 小田原市城山4-13-33
電話: 0465(22)0211 FAX: 0465(24)0196
URL: https://www.soyo.ac.jp

《学校説明会》
8月2日（金）11：00、14：00
小田原市民会館
《クラブ（運動部）見学会》
8月21日
（水）
13:00～
本校体育館・グラウンド 他
《公開授業》
10月5日（土） 9：00～11：00
本校各教室・体育館・グラウンド

《相洋祭
（文化祭）
》
《入試説明会》
9月7日（土）12：00～15：30
第1回 11月10日（日）10：00～
9月8日（日） 9：00～15：00
〃
14：00～
本校各教室・体育館・グラウンド 第2回
第3回 11月16日（土）14：00～
《相洋祭
（体育祭）
》
第4回 11月23日（土）14：00～
9月27日（金） 9：00～15：00
第5回 11月30日（土）14：00～
小田原アリーナ

公 立
神奈川県立

小田原高等学校

全 日 制
小田原高校は明治34年に神奈川県第二中学校として開校
した119年の伝統校です。長い歴史を受け継いできた校訓
は「堅忍不抜」と「至誠無息」で、現在も本校の精神的土
台となっています。県教育委員会より「学力向上進学重点
校エントリー校」と「理数教育推進校」の指定を受けた単
位制普通科高校で、心豊かで創造性を備えた人間の育成、
そして明日を担うグローバルな人材の育成を目標として取
り組んでいます。

定

時

制

小田原高校定時制は、単位制による普通科の高校です。
４年での卒業を基本としていますが、自由選択科目等の単
位を取得することにより３年で卒業することができます。
入学後は中学校で学ぶ内容の復習から始め、一人ひとりの
学習ニーズに対応した学びを提供します。仕事について体
験的に学ぶ「テーマ学習」も用意しています。「オダテイ」
はなりたい自分に向かって成長しようとする人を全力でサ
ポートします。

創立:明治34年4月
課程:単位制による全日制・単位制による定時制
・普通科

《利用交通機関》
●JR東海道線、小田急線、箱根登山鉄道、
大雄山線「小田原駅」下車 徒歩15分
〒250-0045 小田原市城山3-26-1

電話: 0465(23)1201
FAX: 0465(23)6144
URL: https://www.pen-kanagawa.ed.jp/odawara-h/

《学校説明会》
８月 3日(土)10:00～11:30
８月 3日(土)13:00～14:30
10月19日(土)10:00～12:00
12月 7日(土)10:00～12:00
12月 7日(土)13:30～15:30
《文化祭》
６月 8日(土)10:00～16:00
６月 9日(日) 9:00～15:30
《体育祭》
９月 5日(木) 8:30～16:00

小田原市民会館 県西地区
小田原市民会館 上記以外の地域
本校
本校 県西地区
本校 上記以外の地区
本校
本校
本校

(非公開)

《学校説明会》
11月30日(土) 定通合同説明会 13:00～16:00 厚木清南高等学校
12月 1日(日) 定通合同説明会 13:00～16:00 平塚市中央公民館
《文化祭》
10月26日(土) 梟森祭 11:00～14:30 本校
《オープンスクール》
11月21日(木)
17:00～18:00 授業・テーマ学習体験
18:10～18:40 学校説明会
18:45～19:00 学校施設案内・授業見学
19:10～20:00 個別相談・部活動見学

公 立
神奈川県立

小田原城北工業高等学校

全 日 制
機械科・建設科・電気科・デザイン科がある工業高校です。
専門的な技術・技能を学ぶことができ、多くの資格取得が可
能です。卒業生の進路は、約６割が就職、約４割が大学等へ
の進学となっています。地域と連携したものづくり活動が盛
んで、小田原市の清掃車のデザイン塗装や、歴史的建造物の
維持・保全活動、近隣自治会のゴミゲージの製作などを生徒
が担当し、地域の皆さんに喜ばれています。また部活動は、
陸上競技部、バレーボール部、弓道部などの運動部の他、新
機械技術部、自動車部などのものづくりに関する文化部も、
全国大会や関東大会に進出するなど、活発に活動しています。

定

時

制

本校は昭和36年に創立された伝統校で、機械科と電気科
があります。
機械科では、旋盤や数値制御工作機械などを使う実験・
実習や専門科目の学習を通して、機械に関する基礎的な知
識や技術・技能の習得ができます。
電気科では、電気・電子の基礎知識やパソコンを操作す
る技術等を学びます。また、電子工作や電気工事など、多
くの実習を通して電気技術の習得ができます。
また、高等学校卒業程度認定試験等の合格により3 年間
で卒業できる制度もあります。

創立:昭和36年10月
課程:全日制・定時制

《利用交通機関》
●小田急小田原線「栢山」駅下車
徒歩7分
〒250-0852 小田原市栢山200

電話: 0465(36)0111
FAX: 0465(37)5425
URL: http://www.odawarajohoku-th.pen-kanagawa.ed.jp/

公 立

神奈川県立

西湘高等学校

《学校説明会》
６月22日(土) 県立学校合同説明会 10:00～15:30 小田原市民会館
８月17日(土) 公・私合同学校説明会 10:00～15:00 国際医療福祉大学
９月28日(土) 第１回学校説明会・見学会 10:00～12:00 本校
11月16日(土) 第２回学校説明会・見学会 10:00～12:00 本校
１月10日(金) 個別相談会
15:30～17:00 本校
《オープンスクール》
８月23日(金) 体験学習会 午前の部9:30～ 午後の部13:00～ 本校
《文化祭》
10月26日(土) 11:00～15:00 ・ 27日(日)10:00～15:00

駅から近く自然に恵まれた環境のもと、生徒の進路実現に向けて、習熟度別
授業や放課後の補習などきめ細かい教科指導が行われています。また、プロ 《学校説明会》
8月21日
（水）
小田原市民会館
グラミング教育にも力を入れ、新しい時代を切りひらく人材を育てています。
10:30～11:30
生徒たちは学校行事や部活動にもひたむきに取り組み、様々な経験を通じて
13:30～14:30
日々成長しています。全教室耐震工事が完了し、空調設備も完備し、快適な 《学校説明会・公開授業・部活動見学》
学校生活が送れます。トイレも全自動で綺麗と生徒に好評です。
10月19日
（土） 本校

〒256-0816 小田原市酒匂1-3-1
創立:昭和32年4月 課程:全日制

《学校説明会》
6月22日(土) 県立学校合同説明会 10:00～15:30 小田原市民会館
8月17日(土) 公・私合同学校説明会 10:00～15:00 国際医療福祉大学
11月30日(土) 定通合同説明会 13:00～16:00 厚木清南高校
12月 １日(日) 定通合同説明会 13:00～16:00 平塚市中央公民館
1月10日(金) 個別相談会
15:30～18:30 本校
《文化祭》
10月27日(日)
10:00～15:00

電話: 0465-47-2171 FAX: 0465-48-2350 《利用交通機関》
URL: http://www.seisho-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●JR東海道線「鴨宮」駅下車徒歩8分
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10:00～17:00
※ホームページを参照
《文化祭》
8月31日
（土） 本校
9:30～15:00
《個別相談会》
11月30日
（土） 本校
9:30～12:00

神奈川県立

「端正」
「努力」
「創造」…心豊かな人材を育成

「端正」「努力」「創造」を校訓とし、心豊かな人材を育成します。地域とともに歩む学校づくりを推進しています。「きびしく、かつあたたかく」をモットーに学習や生活全般にきめ
細かな指導を実践しています。進学を希望し、夢の実現に挑戦する生徒を応援する学校です。インクルーシブ教育実践推進校として共に学び共に成長する教育を実践しています。

《利用交通機関》
●伊豆箱根鉄道大雄山駅より徒歩１５分、新松
田行箱根登山バス
「足柄高校前」下車５分
●小田急線新松田駅又は御殿場線松田駅より、
箱根登山バス関本行「足柄高校前」下車５分
〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田860
創立:昭和52年4月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

大井高等学校

創立:昭和58年1月 課程:全日制

私 立

学校法人立花学園

立花学園高等学校

電話: 0465(73)0010 FAX: 0465(73)3278
URL: http://www.pen-kanagawa.ed.jp/ashigara-h/

「クリエイティブスクール」として中学校までの学び直しから始まる30人以下での授業をはじめ、よりきめ細かな学習指導と進路指導を行っています。「総合的な探究の時間」の探究活動のも
と「自分がどういう人になるのか」「社会でどんな仕事をしていくのか」を考え、地域との交流・ボランティア・就業体験活動・選択授業など、幅広いキャリア教育の充実を目指しています。
《利用交通機関》
●小田急線栢山駅・開成駅下車徒歩25分
●小田急線栢山駅下車 富士急湘南バス「大
井高校前」下車徒歩1分
●JR御殿場線上大井駅下車徒歩25分
〒258-0017 足柄上郡大井町西大井984番地の1
電話: 0465(83)4101 FAX: 0465(83)6222
URL: http://www.oi-h.pen-kanagawa.ed.jp

公 立

神奈川県立

山北高等学校

創立:昭和17年3月 課程:全日制

公 立

神奈川県立

吉田島高等学校

創立:平成28年11月 課程:単位制による全日制

私 立

学校法人函嶺白百合学園

函嶺白百合学園高等学校

創立:昭和24年4月 課程:全日制・普通科

《学校説明会》
《個別相談会》
第１回
8月31日
（土）
12月14日
（土）
10:00～ 大井町生涯学習センター 10:00～12:00 本校
第２回 10月26日
（土）
１月 7日
（火）
10:00～11:00 本校
10:00～12:00 本校
体験授業(説明会後)
11:00～12:00 本校
第３回 11月23日
（土）
10:00～11:00 本校

《学校祭》
９月28日
（土）
10:00～14:30 本校
《マラソン大会》
11月下旬
《修学旅行》
1月中旬
北海道
（体験学習）

豊かな自然に囲まれた穏やかな時間。伝統が育んだ確かな学び。自らを見つめることを知り、自らの可能性を発見し、
揺るぎない心で前に進む。気がつけばそこに確立した自己がある。立花学園の目指す教育は、一人ひとりを最大限に
「伸ばす」こと。本校独自の「何事も徹底、きめ細やかな指導」が２１世紀を担う若者の可能性を育てます。

〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領307-2
課程:全日制

《学校説明会》
10月2６日
（土）
10：00～12：30 本校
11月16日
（土）
10：00～12：30 本校
《個別相談会》
12月 7日
（土）時間内随時
10：00～12：00 本校

生徒一人ひとりの未来を創造する学校

《利用交通機関》
●小田急線「新松田駅」徒歩7分
●JR御殿場線「松田駅」徒歩7分

創立:昭和3年

《文化祭》
《部活動体験・見学会》
9月 7日（土）10：30～15：00 本校 10月26日
（土）
9月 8日（日） 9：30～15：00 本校
13：00～16：00 本校
《オープンスクール》
10月27日
（日）
8月 1日
（木）
９
：00～12：00 本校
10：00～12：00
《学校見学週間》
14：00～16：00 本校
11月7日(木）～13日（水）本校

電話: 0465(83)1081 FAX: 0465(82)6340
URL: http://www.tachibana-g.ac.jp/

《部活動体験日》
８月 1日(木) 9:30～15:30
８月 2日(金) 9:30～15:30
８月24日(土) 13:00～15:30
《授業体験日》
８月24日(土) 9:30～12:00
《文化祭》
９月 7日(土) 10:30～15:30
９月 8日(日) 9:00～15:30

《入試説明会》
10月26日(土)9:30～12:30
11月 9日(土)9:30～12:30
11月16日(土)9:30～12:30
11月24日(日)9:30～12:30 《個別相談会》
11月30日(土)9:30～12:30 12月9日(月)～11日(水)
12月 7日(土)9:30～12:30 3日間とも16:00～17:00

北に丹沢、西に富士山、校舎南側に酒匂川と自然豊富な素晴らしい環境に
あり、校内は活気にあふれ山高祭や球技大会など生徒中心の運営で大変盛り
上がります。様々な部活動が関東大会や全国大会等に出場するなどいろいろ
な部が活発に活動しています。
１年より国数英で学習到達度別少人数授業を展開し２年からは文系・理系
に加えてスポーツ系クラスを編成しています。

《利用交通機関》
●小田急線新松田駅下車徒歩2分でＪＲ御殿
足柄上郡山北町向原2370
〒258-0111
場線松田駅、松田駅より3分で東山北駅
電話: 0465(75)0828 FAX: 0465(75)1770 ●ＪＲ御殿場線谷峨駅より10分で東山北駅
URL: http://www.yamakita-h.pen-kanagawa.ed.jp/ ●ＪＲ御殿場線東山北駅下車徒歩4分

《山高祭》9月7日(土)11時～14:50、8日(日)10:20～14:50
《オープンスクール》
・
・
・(事前の申込が必要）
8月 1日(木) 8:10～11:50 本校
《山高発見ウィーク》
・
・
・
（事前申込は不要）
7月29日(月)～ 8月2日(金) 9:00～16:00 本校
《学校説明会+個別相談会》
・
・
・(8月1日以外事前申込は不要）
8月 1日(木)
8:10～11:50 本校 ※要予約
(
)
10月12日 土 10:00～12:00 本校
12月14日(土) 10:00～12:00 本校
※上記日程以外でも事前連絡で個別相談等対応いたします。
《部活動見学会》
・
・
・
（事前申込は不要）
9月14・15日(土・日)
9:00～16:00 本校
(
)
10月12 土 PM・13日(日) 9:00～16:00 本校
11月16・17日(土・日)
9:00～16:00 本校
12月14(土)PM・15日(日) 9:00～16:00 本校

農業に関する学科と家庭に関する学科が設置されました。

自然豊かな県西地域において、広大な農場や演習林を保有する農業科と家庭科を設置する専門高校です。
平成29年度より地域の産業創造に関わる人材育成を目指した「都市農業科」「食品加工科」「環境緑地科」が設置されました。さらに平成31年度から家庭に関する学科「生活科学科」が設置されました。
《利用交通機関》
●小田急線「新松田」駅下車徒歩25分
●JR御殿場線「松田」駅下車徒歩25分
●小田急線「開成」駅下車徒歩20分
●小田急線「新松田」駅下車
箱根登山バス関本行き「吉田島高校」下車徒歩3分
〒258-0021 開成町吉田島281
電話: 0465(82)0151 FAX: 0465(82)7684
URL: http://www.yoshidajima-h.pen-kanagawa.ed.jp/

《一日体験入学》
９月 ７日(土)
9:00～12:00 本校
10月19日(土)
9:00～12:00 本校

《学校説明会・相談会》
11月30日(土)
10:00～12:00 本校

《施設見学・個別相談会》
12月21日(土)
10:00～12:00 本校
１月11日(土)
10:00～12:00 本校
《文化祭》
11月 ２日(土)
10:00～14:30 本校

一流の国際人を目指そう！

ごきげんよう。箱根の豊かな自然に囲まれ、「一流の国際人」を目指す教育を行っています。姉妹校の白百合
女子大学を始め、上智大学・聖心女子大学など、多数の推薦枠があります。
「マリア寮」での寮生活も可能です。

《利用交通機関》
●小田急線「箱根湯本駅」
より、箱根登山鉄道
乗り換え、終点、
「強羅駅」下車
（徒歩3分）
●JR東海道線「小田原駅」
より、箱根登山鉄道
乗り換え、終点「強羅駅」下車
（徒歩3分）
●JR「御殿場駅」
より、箱根登山バス、
ユネッサン
前行き
「強羅駅」下車
（徒歩3分）
〒250-0408 足柄下郡箱根町強羅1320
電話: 0460(87)6611 FAX: 0460(87)6614
URL: http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp
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《白百合祭》
9月14日(土)9:30～15:00
9月15日(日)9:30～14:00
＊両日、ミニ説明会(10:00～11:00)
個別相談コーナー有り
《入試説明会》
＊入試問題勉強会 開催
11月9日(土)10:00～13:00

《クリスマス会＆学校説明会》
※要事前予約
12月17日(火)10:00～12:00
《入試直前説明会》※要事前予約
1月11日(土)13:00～15:00
《ミニ説明会》※要事前予約
) ◎学校見学・授業見学・マリア寮見学
10月12日(土)・11月30日(土・
ご予約をお電話で承っております。
1月18日(土)
詳細はＨＰをご覧ください。
各日11:00～12:00

川崎市 横須賀市 三浦市 逗子市 鎌倉市 厚木市 海老名市 愛川町 大和市 座間市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 大磯町 二宮町 秦野市 伊勢原市 小田原市 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

足柄高等学校

横浜市

公 立

平成31年度 神奈川県高等学校奨学金の貸付けのご案内
学業等に意欲があり学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して高等学校奨学金を貸し付けています。

貸付対象
ア
イ
※

次のア・イのいずれにも該当し、学校長が推薦する者

生徒本人又は保護者が神奈川県内に住所を有し、高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部又は専修学校の高等課程）に在学する者
保護者の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額の合計が409,600円未満である者
連帯保証人（独立の生計を営む成年者）が２人必要になります。

貸付月額
【１学年（新入生に限る）】国公立１万円又は２万円／私立１万円、２万円、３万円又は４万円。
【２学年以上】国公立１万円／私立１万円、２万円又は３万円。
※

２学年以上で、要件を満たし希望する場合は１万円の加算制度があります。

貸付期間
貸付期間

平成31年４月から平成32年３月までの１年間

申込方法
◆予約採用
◆在学採用
※

中学３年生の時（11月上旬に中学校を通じてご案内します。）に予約の申込みをすることができ
ます。（申込みの期限があります。）
入学後、４月に学校を通じて手続きをします。

家計急変などで年度途中に学資の援助が必要となった場合は随時に受付をします。

返還方法
無利息で、卒業後６か月を経過した後に貸付期間の４倍以内の期間で返還していただきます。

短期臨時奨学金
◆高等学校等に在学することとなる生徒の進学準備のための費用に充てられるよう、入学前の３月末に高等学
校奨学金の一部に相当する額を前倒しして貸し付ける制度です。
◆貸付金額 120,000円
◆対 象 者 高等学校奨学金の予約採用奨学生として採用された方。
◆申込方法 高等学校奨学金の予約採用決定時に申込方法についてご案内します。
◆返還方法 入学後に応募する高等学校奨学金の貸付金の一部と相殺して返還します。

神奈川県高校生等奨学給付金（返還不要）のご案内
授業料以外に負担する教育に必要な経費に対して支給します。

支給対象
７月１日現在、保護者等が神奈川県内に住所を有し、かつ、平成26年４月１日以降に、高等学校等に入学し
た高校生等がいる世帯で、次のいずれかの世帯
・７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受けている世帯
・保護者全員の申請年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が0円（非課税）
である世帯

支給額
国公立

（世帯区 分 ・ 学 校 区 分 及 び 学 校 の 課 程に よ り 異 な り ま す 。）

32,300円〜129,700円

私立

38,100円〜138,000円

申請方法
入学後、７月以降に学校を通じて手続きをします。

高等学校等就学支援金のご案内（公立高等学校等）
公立高校等に通う生徒のいる世帯で、保護者等の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が合計
して50万7,000円未満である場合は、申請等の手続きを行うことで授業料の負担がなくなります。
（入学前
に学校を通じてご案内します。
）
このページの
問い合わせ先

〈奨学金・奨学給付金（公立）
〉県教育委員会財務課高校奨学金グループ
〈就学支援金（公立）
〉県教育委員会財務課財務指導グループ
入試・進学HP http://www.pref.kanagawa.jp/life/3/11/

☎（045）210-8251(直通)
☎（045）210-8113(直通)

※ただし、神奈川県高校生等奨学給付金（私立）
は福祉子どもみらい局私学振興課
（右ページ下段）
へ
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私立高等学校等の学費支援制度について
私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、入学金・授業料の返還
不要の補助を行っています。
年収約 590 万円未満の世帯については、県内私立高等学校の平均授業料 444,000円まで支援
します。（実質無償）
私立高等学校等…専修学校(高等課程)、中等教育学校(後期課程)を含みます。
令和元年５月１日時点の制度となります。

令和元年度の授業料・入学金補助額（年額）
○

区分の判定は、「県民税・市町村民税 所得割額」の合算額(父母合計額)にて行います。
「県民税・市町村民税 所得割額」は、課税証明書等で確認できます。
○ 以下の「年収目安」は、あくまでも目安であり、所得控除の状況などにより変わります。
県民税・市町
生活保護
村民税所得割
（１月１日時点）
額の合算額

０円
（非課税）

85,500 円 257,500円 378,500円 507,000円 507,000円
未満
未満
未満
未満
以上

年収の目安

―

約250万円
未満

約350万円
未満

約590万円
未満

約750万円
未満

約910万円
未満

約910万円
以上

区分

1

2

3

4

5

6

対象外

実質無償！
（年収約590万円未満世帯）

項目
区分

授業料補助の内訳（円）
授業料補助
（上限額）※

入学金補助
（上限額）※

①高等学校等
就学支援金

②神奈川県生徒
学費補助金

297,000

147,000

237,600

206,400

178,200

265,800

1
2

444,000円

3

実質無償！！

100,000円

4
5

193,200円

74,400
118,800

6

118,800円

対象外

対象外

※ 学校の授業料等が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。
①高等学校等就学支援金（国の制度）………私立高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心
して勉学に打ち込めるよう、生徒の授業料に充てる費用として国
の「高等学校等就学支援金」を支給し、家庭の教育費負担を軽減
する制度です。対象は上表の区分１〜６に該当の方です。
②神奈川県生徒学費補助金（県の制度）……県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を
軽減するため、入学金・授業料を補助する制度です。対象は上表
の区分１〜５に該当の方で県内在住かつ県内在学の方です。

このページの
問い合わせ先

福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課助成グループ ☎（045）210-3793(直通)
横浜市中区日本大通１ 〒231-8588
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html 神奈川県 学費支援
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お問い合わせ
横浜市中区太田町2-23 神奈川新聞社内
電話：045（227）0781

