
 2016高校説明会一覧 進学塾nend

高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

平塚地区の
主な高校

平塚地区公私合同説明・相談会 8/8(火)
10:00～16:00

(最終入場15:30)
平塚市中央公民

館

平塚江南、平塚農業、平塚工科、高浜、
平塚商業、平塚湘風、大磯、二宮
平塚学園、湘南工科大学附属、相洋、
アレセイア湘南、向上、立花学園

不要

秦野・伊勢
原地区の主

な高校

秦野・伊勢原地区公私合同説
明・相談会

8/5(土)
10:00～16:00

(最終入場15:30)
秦野市文化会館

秦野、秦野総合、秦野曽屋、伊勢原、伊
志田
平塚学園、相洋、厚木中央、向上、立花
学園、函嶺白百合学園、湘南工科大学
付属(資料配布のみ)

不要

鎌倉・湘南
地区の主な

高校

鎌倉・湘南地区公私合同説明・
相談会

8/9(水)
9:00～15:00

(最終入場14:30)
日本大学

生物資源科学部

鎌倉、七里ガ浜、大船、深沢、湘南、藤
沢西、藤沢工科、藤沢清流、藤沢総合、
湘南台、茅ケ崎、茅ケ崎北陵、鶴嶺、茅
ケ崎西浜、寒川
清心女子、横浜隼人、秀英、湘南学院、
湘南学院、緑ヶ丘女子、平塚学園、鎌倉
学園、北鎌倉女子学園、鎌倉女子大
学、鵠沼、湘南工科大学附属、日本大
学藤沢、藤嶺学園藤沢、藤沢翔陵、相
洋、アレセイア湘南、聖和学院

不要

高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

8/7(月)
A 13:30～
B 15:30～

8/26(土)

10/7(土)

12/2(土)

施設見学 9:00～
説明会 10:00～

平塚・中郡・伊勢原・秦野学区対象 不要

施設見学 13:30～
説明会 14:30～

藤沢・鎌倉・横浜・寒川学区対象 不要

11/12(日)
施設見学 9:00～
説明会 10:00～

茅ヶ崎・県西・大和・海老名・その他学区
対象

不要

8/1(火) 13:00～

9/9(土)

9/10(日)

10/7(土)

11/3(金) 10:00～

11/11(土) 12:00～

11/23(木) 10:00～

11/25(土) 12:00～

12/2(土) 12:00～

平日入試説明会 12/5～8 17:00～18:00 本校 ※過去問・願書無料配布あり 要

8/2(水) ①11:00②14:00 小田原市民会館 学校説明会 要 HP

8/21(月) 13:00～ 本校体育館 クラブ説明会 要 HP

9/9(土) 13:00/14:00

9/10(日) 10:00/11:00/12:00

公開授業 9/30(土) 9:00～11:00 本校 要 HP

第1回/第2回入試説明会 11/12(日) ①10:00②14:00

第3回入試説明会 11/18(土)

第4回入試説明会 11/25(土)

第5回入試説明会 12/2(土)

学校見学会 本校

14:00～

相洋高校

学校説明会

本校体育館

学校説明会 本校
12:00～

入試説明会
入試説明会、校内・クラブ見学
（11/11, 11/25, 12/2は授業見学も可）
※過去問・願書無料配布

向上高校

学校説明会、校内・クラブ見学（9/9～10
は学祭期間のため説明会のみ）
※ 8/1, 10/7は平塚駅南口よりスクール
バスの運行あり
※ 過去問・願書無料配布(10月より)

本校

本校

A 9:30～
B 11:30～
C 14:00～

要
Webまたは

電話
（平日9～17

時）

不要

不要

受付30分前～

平塚学園

学校説明会・施設見学

11/11(土)

学校説明会（相洋祭）

要 HP

要 HP
本校スカイホー

ル
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高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

①10:30～12:00 平塚市内の中学校に通学している方

②14:00～15:30 平塚市以外の中学校に通学している方

11/11(土)

12/2(土)

第１回学校説明会 8/22(火) 10:00～12:00 平塚市中央公民館 9:45受付開始・説明会後個別相談有 不要

　公開授業 12:50～13:30

第２回学校説明会 13:40～15:10

　部活動公開 15:20～16:30

第３回学校説明会 12/16(土) 10:00～11:30 本校 9:30受付開始・要上履き・個別相談有 不要

第1回学校説明会

第2回学校説明会

第2回学校説明会

9/30(土) 本校

10/21(土)
小田原市民交流
センターUMECO

11/25(土) 平塚市勤労会館

12/9(土) 本校

高校体験プログラム 9:30～10:30 受付9:00

第1回学校説明会 11:00～12:30 受付10:30

公開授業 10:00～10:30 受付9:30

第2回学校説明会 11:00～12:30 受付10:30

第3回学校説明会 12/16(土) 11:00～12:30 本校 受付10:30

学校見学会 1/13(土) 未定 本校

第1回一日体験入学 8/2(水) 9:00～12:30 本校 要

授業見学会 10:00～11:30 不要

第2回一日体験入学 13:00～16:30 要

平農祭・個別相談会
11/4(土)
11/5(日)

12:30～15:00
10:00～14:30

本校 不要

学校見学会 11/23(木) 9:00～12:00 本校 不要

1日体験入学（中学生対象）
Web・FAXで
7/21(金)〆

学校説明会（保護者対象） 不要

1日体験入学（中学生対象）
Web・FAXで
10/11(水)〆

学校説明会（保護者対象） 不要

学校説明会（中学生・保護者対
象）※藤沢方面

11/4(土) 10:00～11:40
藤沢商工会議所

(ミナパーク)
受付9:00～9:30
上履き持参

Web・FAXで
11/1(水)〆

学校説明会（中学生・保護者対
象）

12/9(土)
1/6(土)

9:30～12:00 本校
受付9:00～9:30
上履き持参

不要

8/19(土)

10/7(土)

12/9(土)

学校説明会
（学校紹介・入試概要）

平塚市中央公民館

10:00～12:00入試説明会 本校

受付9:00～9:30
上履き持参

受付9:00～9:30
上履き持参

10/14(土)

7/28(金)
・7/29(土)

本校

平塚江南

平塚農業

平塚湘風

9:30～12:00

11/23(木)

平塚工科 学校説明会 本校

本校

高浜

説明会・個別相談
10:00～11:30
 (受付9:30より)

平塚商業
本校

大磯

二宮

本校

10/14(土)

9:30～12:00 本校

10/14(土)

8/12(土)

8/26(土) 本校

12:50受付開始・上履き持参
説明会後個別相談有

不要

不要

不要

不要
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高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

第2回学校説明会～秦高をもっと
知ろう

8/9(水) 14:30～16:00 秦野市文化会館 不要

8/18(金)

8/21(月)

12:50～14:10 説明会

14:10～15:15 授業公開

第4回学校説明会 11/23(木) 10:00～11:20 本校体育館 第3回と同内容 不要

学校説明会

学校説明会

部活動体験ウィーク

オ－プンスクール

学校説明会

部活動見学週間
8/21(月)～
8/24(木)

本校 不要

第1回学校説明会と公開授業 10/21(土) 本校 午後「SOYAフェスタ・部活動体験」有 不要

第2回学校説明会 11/18(土) 本校 不要

第3回学校説明会 12/2(土) 本校 不要

第1回学校説明会 8/5(土) 14:00～15:30 伊勢原市民文化会館 不要

部活動体験
8/24(木)
・8/25(金)

9:00～12:00
/13:00～16:00

本校 詳細HP 要

明鏡祭（文化祭） 9/2(土) 10:00～14:30 本校 不要

第2回学校説明会
　・オープンスクール

11/18(土) 13:00～16:30 本校 不要

第3回学校説明会 12/9(土) 10:00～11:30 本校 不要

体験授業・学校説明会 7/29(土) 本校 校内は上履き不要・体育館は上履き要 詳細電話

学校説明会 11/25(土) 本校 校内は上履き不要・体育館は上履き要 詳細電話

学校説明会 12/9(土) 本校 校内は上履き不要・体育館は上履き要 詳細電話

学校説明会 1/10(土) 本校 校内は上履き不要・体育館は上履き要 詳細電話

秦野総合

秦野曽谷

伊勢原

第3回学校説明会～平成30年度
入選に向けての受検対策は

本校10/28(土)

伊志田

本校
秦野

中学生部活動体験 9:00～12:00 不要

不要

※ 午後実施する部活あり
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高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

①10:00～10:40

②11:00～11:40

③13:00～13:40

④14:00～14:40

9:00～12:30

13:30～15:00

9:00～11:30 授業公開

13:00～14:30 学校説明会（受付12:30）

14:30～16:30 部活動見学および文化部発表見学会

10:00～11:45
寒川町民セン
ター

学校説明会（受付9:30）

13:30～14:30 本校 学校見学

8/22(月) 13:30～

8/23(火) 10:00～/13:30～

10/29(土)

12/10(土)

文化祭 9/3（土) 10:00～15:00 本校 一般公開

部活動体験 10月末～11月 各部ごと設定 本校

9:30～12:20

13:30～16:20

13:25～15:15 授業見学（受付13:20より）

授業終了～16:30 部活動見学

午前の部 10:00～

午後の部 13:00～

第2回学校説明会 12/16(土) 10:00～ 本校 11/18と同内容/上履き持参 不要

10:30～ 茅ヶ崎・寒川地区中学生・保護者対象

13:00～ 上記以外中学生・保護者対象

部活動体験・見学 8/25(金) 本校 詳細７月中旬頃ホームページにて

オープンスクール 10/28(土) 10:50～ 本校 不要

学校説明会・入試説明会 11/18(土) 10:00～ 本校 不要

学校説明会・入試説明会 12/9(土) 10:00～ 本校 11/18と同内容 不要

10:00～10:40 学校説明(説明終了後に学校見学可) 不要

9:30～11:20 体験授業(体験終了後に学校説明有) 要Web

オープンスクール 8/25(金) 本校 授業体験・部活動体験
往復はがきで

7/10（金）
消印有効

寒川 オープンスクール 8/18(金) 本校

茅ヶ崎北陵

学校見学会

学校へ行こう週間
10/2(月)～
10/6(金)

8/21(月)～
8/23(水)

不要本校 〈中学３年生と中学生保護者対象〉

オープンスクールと
第1回学校説明会

10/7(土) 本校

本校 授業公開 要電話

不要

本校

茅ヶ崎

学校見学会

10/11(水)～
11/15(水)

11/29(水)～
12/20(水)

本校16:00～16:40

第2回学校説明会 12/16(土)

不要

不要

第1回学校説明会 11/18(土) 本校
中学３年生と中学生保護者対象
上履き持参

不要

オープンスクール 本校 模擬授業、部活動見学、体験

学校へ行こう週間
10/23(月)～
10/27(金)

本校 不要

茅ヶ崎西浜

学校説明会 8/21(月)
茅ヶ崎市コミュニ

ティホール
不要

鶴嶺 学校説明会 10:00～

中学３年生と中学生保護者対象
原則毎週水曜日
※学校行事の関係で見学できない場合
もあります
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高校名 内容 日 時間 場所 備考 予約の要否

第１回学校説明会 8/2(水) 本校

第2回学校説明会 8/5(土) 本校

第3回学校説明会 9/30(土) 本校 ※詳細は9月上旬にHPに掲載

学校へ行こう週間 10/27(金) 本校 ※詳細は10月上旬にHPに掲載

第4回学校説明会 10/28（土) 本校 ※詳細は9月上旬にHPに掲載

7/24(月)

7/25(火)

10/21(土)

11/18(土)

①10:00～ 藤沢地区対象　　　　　　　※要上履き

②13:30～ 上記以外の地区対象　　 ※要上履き

第２回学校説明会 12/16(土) 10:00～11:00 本校体育館 第１回とほぼ同内容　　　 ※要上履き 不要

学校説明会 11/11(土)
①10:00～11:30
②14:00～15:30

本校
鎌倉・藤沢の方は①、それ以外は②に
個別相談・校舎見学有、要上履き

不要

ミニ説明会

7/31～8/18
の平日，
12/25～
12/28

10:00～
(1時間程度)

本校

10分前までに受付ください。要上履き
学校の内容説明、質疑応答、校舎案内
※8/7, 9, 11を除く(毎日開催ではありま
せん)、詳細HPにて

不要

9:30～11:30 藤沢・鎌倉、および横浜市以外の方

13:30～15:30 横浜市内の方

オープンスクール 9/30(土) 本校 授業見学、説明会、部活動見学 不要

10:00～ 藤沢・鎌倉、および横浜市以外の方

13:00～ 横浜市内の方（各受付30分前）

校内学校紹介（第１回） 10:00～11:30

校内学校紹介（第２回） 14:00～15:30

校内学校紹介（第３回） 10:00～11:30

校内学校紹介（第４回） 14:00～15:30

11/11(土) 9:00～ 本校 午前：授業公開，午後：部活動見学

11/13(月)
11/14(火)

13:30～ 本校
授業公開と部活動見学
※申し込み2日前まで

第１回学校説明会 11/3(金)

第２回学校説明会 12/16(土)

部活体験デー 8/22(火) 10:00～15:00 本校

9/17(日) 10:00～15:00

9/18(月・祝) 9:30～14:30

オープンスクール 10/14(土) 9:30～15:00 本校

第３回学校説明会 12/16(土) 9:30～12:00 本校

オープンスクール 8/26(土)
10:00～12:00
14:00～16:00

本校 部活動見学・施設見学・個別相談 不要

第1回学校説明会 11/11(土) 10:00 本校 校舎見学・個別相談　受付9:30～ 不要

第2回学校説明会 12/16(土) 10:00 本校 校舎見学・個別相談　受付9:30～ 不要

第1回学校説明会 9/9(土) 10:00～12:00 本校体育館
カリキュラム説明・部活動紹介など
個別相談あり　※要上履き

不要

翡翠祭（本校文化祭） 9/30(土) 9:30～15:00 本校 説明ブースは10:30～14:00、個別相談あり 不要

10:40～11:25 本校各教室 授業見学（自由見学）　受付10:30～

11:40～12:40 体育館 学校説明会　※要上履き

ミニナイト説明会 12/1(金) 16:30～18:30 本校
各回30分程度の説明（最終は18:00頃）
カリキュラム説明・入試説明など

不要

第3回学校説明会 12/16(土) 10:00～12:00 本校体育館
カリキュラム説明・部活動紹介など
個別相談あり　※要上履き

不要

授業公開・部活動見学 要FAX

①9:00～
②10:50～
③13:00～

第1回学校説明会 8/26(土)
9:00～11:30
13:00～15:30

本校

フェスタ清流（文化祭） 本校 学校説明ブース設置

第２回学校説明会 11/18(土)
9:30～11:30
13:30～15:30

本校

藤沢清流

学校説明会 12/9(土)

第2回学校説明会・授業見学 11/18（土) 不要

深沢

大船

本校 不要

10:00～，13:30～

8/22(火)

10:00～11:15

湘南台

夏休み学校見学会

藤沢総合

7/29(土)

8/11(金)

本校体育館

七里ガ浜

湘南

第１回学校説明会 本校体育館

要 FAX

不要

鎌倉

学校説明会

藤沢西

本校視聴覚室 各日、午前・午後とも定員300名

本校

上履き持参

はがきにて
7/3

～7/21(必着)

本校

不要

上履き持参、詳細HP 不要

上履き持参、詳細HP

不要

要

7/29(土)

学校見学会 10:00～15:00 本校


