
19/15（土）
19/29（土）
11/10（土）

要
予
約

体
験
授
業

10/20（土）
11/10（土）
11/17（土）

10：00～11：20

11：00～12：20
要
予
約

入
試
説
明
会

10：00～11：15

秀英高等学校
人間力をのばす３年間

〒245-0016 横浜市泉区和泉町7865　TEL.045-806-2100
http://www.shuei.ed.jp 

19：30～10：45

文化祭
（翔英祭）

11/3（土）
10：30～15：00
※個別入試相談
　コーナーあり。

〒251-0871 藤沢市善行7-1-3  TEL.0466-81-3456・3457
http://www.shoryo.jp 

学校説明会
個別相談会

学校見学

説明会の
プログラム

第1回11/ 3（土・祝） 第2回11/10（土） 第3回11/17（土）
第4回11/24（土） 第5回12/01（土） 第6回12/08（土）
□文系特進コース　□普通科文理コース　□商業科
14：00開始（11/3のみ 10：00開始）

月～土曜日に受け付け中。（要事前電話連絡）

①学校紹介 教育課程・特別活動（部活動）・進路等 ②入試ガイダンス
③入試相談（希望者） 個別相談コーナーを設けています。
④会場の都合によりHPにて参加人数をお知らせ下さい。
★本校多目的ホール［当日は上履きをご持参下さい。］

藤沢翔陵高等学校

旭丘高等学校

［本部・城内キャンパス］〒250-0014 小田原市城内1-13  TEL.0465-24-2227
［久野・荻窪キャンパス］〒250-0024 小田原市荻窪1980 TEL.0465-21-0660

http://www.niina-gakuen.jp/

セミナー
学校説明会

文  化  祭

第３回  9月15日（土）
第４回 10月 6日（土）
第５回 10月20日（土）
第６回 10月27日（土）

第３回  9月15日（土）
第４回 10月 6日（土）
第５回 10月20日（土）
第６回 10月27日（土）

第７回 11月17日（土）
第８回 11月24日（土）
第９回 12月 1日（土）
第10回 12月 8日（土）
第11回  1月12日（土）

第７回 11月17日（土）
第８回 11月24日（土）
第９回 12月 1日（土）
第10回 12月 8日（土）
第11回  1月12日（土）

普通科・総合学科普通科・総合学科

いずれも
9：00開始
いずれも
9：00開始

クローバー祭と進学相談会 11月10日（土）AM10時～
★中学生のみなさんは、招待券なしで、自由に見学できます。
クローバー祭と進学相談会 11月10日（土）AM10時～
★中学生のみなさんは、招待券なしで、自由に見学できます。

アレセイア湘南中学高等学校
最も盛り上がる１日“平和祭” 9/15（土） 9：30～14：30（申込不要）
相談コーナー設置　高校キャンパスガイド 9：45～［HP申込］

中学校中学校 高等学校高等学校
◆学校説明会 09/27（木）
◆10/27（土）11/10（土）
◆スクールガイド 10/ ９（火）・10（水）
◆学 校 体 験 10/27（土）
◆入 試 体 験 11/10（土）
※すべて10：00～、HP申込

◆学校説明会
◆10/20（土） 10：00～／14：00～
◆11/03（土） 14：00～
◆キャンパスガイド 
◆10/09（火）・10（水） 10：00～
　　　　　　　　 ※すべてHP申込

〒253-0031 茅ヶ崎市富士見町5-2 TEL.0467-87-7760（中）・87-0132（高）
http://www.aletheia.ac.jp/h/（高）http://www.aletheia.ac.jp/jr/（中）

大西学園中学校・高等学校

〒211-0063 川崎市中原区小杉町2-284 TEL.044-722-2332/9201
http://www.ohnishigakuen.ac.jp/

学校説明会
第1回 10月20日（土）
第2回 11月17日（土）
第3回 12月 1日（土）

10時～

第3回 11月 9日（金） 9時～12時
（随時受付）

入試相談会

柏木学園高等学校

〒242-0018 神奈川県大和市深見西4-4-22
TEL.046-260-9011
〒242-0018 神奈川県大和市深見西4-4-22
TEL.046-260-9011
https://www.kashiwagi.ac.jp/https://www.kashiwagi.ac.jp/

学校説明会
［第1回］10月20日（土）
［第2回］11月03日（土・祝）
［第3回］11月17日（土）
［第4回］11月23日（金・祝）
［第5回］12月01日（土）
［第6回］12月08日（土）
※受験希望者はいずれかの回にご参加ください。

NEXT STAGE
Always Challenge

AM9：30～要予約

〒226-0014 横浜市緑区台村町800　TEL.045-934-6211
http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/

生きる力を育む中高一貫の共学校
9月29日（土） 10：00～16：00
9月30日（日） 09：00～15：45
10月13日（土）・11月7日（水）
11月15日（木）・12月8日（土）
10月20日（土）
10月27日（土）

※入試相談コーナーを
　開設します（予約不要）。

※各回要予約、詳しくは
　本校ホームページを
　ご覧ください。

10：45～12：20

10：45～12：20/
13：45～15：20
⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

9/14（金）より
予約開始

くすのき祭
（学校祭）

入試説明会

感受性が「柔軟」なうちにたくさんの体験をする感受性が「柔軟」なうちにたくさんの体験をする
〒236-8504 横浜市金沢区六浦東1-50-1 ☎045-781-2525  http://www.kgm.ed.jp

学校説明会
9月22日（土）
10：00～11：30
オープンキャンパス
10月13日（土）

学校説明会
9月22日（土）
10：00～11：30
オープンキャンパス
10月13日（土）

中学校
学校説明会
9月22日（土）
14：00～15：30
10月20日（土）
14：00～15：30

学校説明会
9月22日（土）
14：00～15：30
10月20日（土）
14：00～15：30

高等学校

〒259-1185  伊勢原市見附島411
TEL：0463（96）0411 
〒259-1185  伊勢原市見附島411
TEL：0463（96）0411 

詳しくはホームページをご覧ください。

10月6日（土） 12：00～13：00
11月03日（土） 10：00～

11月10日（土） 12：00～

11月23日（金） 10：00～

12月01日（土） 12：00～
12月4日（火）・5日（水）・6日（木）・7日（金）
★各日とも17：00～18：00

学校説明会

平日も受け付けています。
お気軽にご相談ください。

あなたの夢、応援します。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学習と部活を両立できるのが向上スタイル

入
試
説
明
会

向上高等学校

【第1回】11月04日（日）10：00～12：00
【第2回】11月11日（日）10：00～12：00
【第3回】11月18日（日）10：00～12：00
【第4回】11月24日（土）10：00～12：00

学校説明会（予約不要）

10月27日（土）
10月28日（日）
10：00～16：00

光　明　祭
（入試相談有）

湘南工科大学附属高等学校

〒251-8511 藤沢市辻堂西海岸1-1-25　TEL.0466-34-4114㈹
http://www.sh.shonan-it.ac.jp

第1回 10/27（土）
第2回 11/17（土）
第3回 12/01（土）

11/24（土） 9：30～11：30

学校説明会

個別相談会

☆web出願の説明、施設見学、個別相談あり
☆申し込み不要、上履き不要

☆個別相談のみ実施します
☆申し込み不要、上履き不要

各回10：00～12：00
（受付・入場開始9：00～）

せい さ

星槎中学・高等学校

〒241-0801横浜市旭区若葉台4-35-1 TEL.中学 045（442）8687/高校 045（442）8686
http://www.seisa.ed.jp/

■10月20日（土）
■11月17日（土）
■12月01日（土）
■10月27日（土） 英語/国語
■11月23日（金・祝）理科/体育
■12月01日（土） 伝統芸能/理科
※お申込はHP、電話、FAXにてお問い合せ下さい。

10：00
 ～12：00
★要予約

14：00
 ～16：00学校説明会中 

学
学校説明会
体験入学体験入学

高 
校

相洋中高等学校

〒250-0045 小田原市城山4-13-33　TEL.0465（22）0211㈹
中学校・高校ホームページ  https://www.soyo.ac.jp

中学校
学校説明会
中学校
学校説明会

第2回 10/13（土） 第3回 11/４（日）
第4回 12/９（日） 

第1回 11/11（日）10：00～ 第2回 11/11（日）14：00～
第3回 11/17（土）14：00～ 第4回 11/24（土）14：00～
第5回 12/01（土）14：00～      ※高校はHPにて申込。

※中学校はHP、Eメール、電話にて申込。 

10：00～｝
10/6（土） 9：00～11：00

高 

校

公開授業公開授業

入試
説明会
入試
説明会

〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35 TEL.045-581-0063㈹ http://www.tachibana.ac.jp

中
学
校

中
学
校

高
　
　
校

高
　
　
校

学校説明会
11/17（土） 10：00～11：30
12/23（日） 08：30～10：30
オープンスクール
11/17（土） 10：00～11：30
受験生のための模擬試験
12/23（日） 08：20～10：30
ミニ説明会（保護者対象）
10/25（木） 10：00～11：30

学校説明会
09/29（土） 11：00～12：00
10/27（土） 11/10（土）
11/24（土） 12/01（土）
特別講座（国際コース・デザイン美術コース）
10/27（土） 14：00～16：00
個別相談会
12/8（土）
①13：30～ ②16：00～

要予約

要予約

要予約
要予約

要予約

橘花祭（文化祭） 9/29（土）・9/30（日）

橘学苑中学校・高等学校

14：00～
015：30

鶴見大学附属中学校・高等学校
教科エリア+ホームベース型校舎
　=完全移動式

■中学校　進学クラス  難関進学クラス
■高　校　総合進学コース  特進コース  
〒230-0063 横浜市鶴見区鶴見2-2-1　TEL.045-581-6325㈹

http://www.tsurumi-fuzoku.ed.jp/

■学校説明会〈Web予約要〉 
　10/23（火）、11/2（金） 各10：00～
　11/10（土） 14：30～
■入試体験会・入試説明会〈Web予約要〉 
　12/15（土） 9：30～＊小6対象

〒225-8502 横浜市青葉区鉄町1614　TEL.045-971-1411
※詳細・その他の行事は 検索検索桐蔭学園

□学校説明会〈Web予約要〉
　11/17（土）、11/24（土）、12/8（土） 各10：00～･14：30～の2回

高
校

学園祭学園祭

桐蔭学園 中等教育学校/高等学校

中
等

9/23（日・祝）・9/24（月・振休）9：00～鵬翔祭・鸞鳳祭

〒252-0885 藤沢市亀井野1866 TEL.0466-81-0123
https://www.fujisawa.hs.nihon-u.ac.jp

中学校 高等学校

11月10日（土） 14：00～
11月24日（土） 14：00～

■入試説明会（予約不要） ■入試説明会（予約不要）
11月10日（土）
11月24日（土）
12月 1日（土）

14：30～

場所場所 日本大学生物資源科学部
体育館（本校に隣接）中学棟 大教室

日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校

東海大学付属相模高等学校・中等部

〒252-0395 相模原市南区相南3-33-1  TEL.042-742-1251㈹
http://www.sagami.tokai.ed.jp/

★学校説明会、予約不要です

第１回 10月20日（土）
第２回 11月18日（日）
第３回 12月16日（日）
第１回 10月14日（日）
第２回 10月27日（土）
第３回 11月17日（土）　11時30分～

中等部中等部

高  校高  校

学
校
説
明
会

10時～

山手学院中学・高等学校

〒247-0013 横浜市栄区上郷町460　TEL.045-891-2111
http://www.yamate-gakuin.ac.jp

学校
説明会

山手祭

入試直前
説明会

中学校 10月13日（土）10時～・11月17日（土）10時～
高　校 10月13日（土）14時～・11月17日（土）14時～・
 12月01日（土）10時～
★上履き不要、車での来校不可　※高校のみ要予約

9/29（土）・9/30（日）10時～15時
　　★入試相談コーナー有り　※予約・申込不要

中学校 12月01日（土）14時～ ※予約不要
中学校 01月12日（土）10時～ ※要予約

★上履き不要、
　車での来校不可

入試日程
帰国生入試 2/1（金） 午前
A 日程 2/1（金） 午前
B 日程 2/2（土） 午後
C 日程 2/3（日） 午後

学校説明会
※12/8（土）
（6年生対象）

シオン祭
11/3（土・祝）

※要予約：HPをご覧ください。

〒238-8511 横須賀市稲岡町82　TEL.046（822）3218
http://www.yokosukagakuin.ac.jp

11/17（土）9：00～12：00  12/15（土）10：00～11：30中
学
校

〔
一
貫
〕

高
　
校

学校説明会

楠木祭（文化祭）〔中・高〕

毎週水曜日10：00～11：30

毎週月曜日10：00～11：30
9/22（土） 9：00～15：00 ※入試相談コーナーあり

水曜ミニ説明会
11/30（金） 19：00～20：00ナイト相談会

11/23（金・祝）・12/1（土） 10：00～11：30・13：30～15：00
11/3（土・祝） 10：00～15：00
12/3（月）～7（金） 説明会14：30～ 個別相談15：30～

以上要予約

要予約
個別相談は要予約

入試体験・部活体験は要予約

横須賀学院中学校・高等学校
※詳細はHP

※詳細はHP

学校案内日

月曜学校説明会
個別相談週間
オープンデー

横浜学園高等学校

〒235-0021 横浜市磯子区岡村2-4-1　TEL.045-751-6941
http://www.yokogaku.ed.jp

●学園祭
●9/28（金）・29（土） 10：00～14：00
●受験生・保護者対象説明会
●10/20（土）、11/3（土）、11/10（土）、11/25（日）、12/1（土） 10：00～11：00
●（上履き不要、筆記用具を持参下さい。）
●オープンスクール
●11/10（土）、12/1（土） 11：30～12：30
●イブニング個別相談会
●12/5（水） 17：30～19：30

入試相談コーナーあり

説明会後個別相談あり

※生徒手帳必要

※事前申込み不要

※事前申込み必要
10月以降、本校ホームページ
からお申込みください。

〒241-0005 横浜市旭区白根7-1-1 
TEL.045（951）2246  http://www.shodai-h.ed.jp

普通科

商業科

特進コース・ 進学コース
 スポーツ選抜コース
 国際観光コース ・会計情報コース 国際観光コース ・会計情報コース

●文化祭………11/2（金）・3（土・祝）
　10：00～15：00 ※入試相談コーナー設置
●学校説明会…10/20（土）
　全体説明会は10：00～、13：00～ ※2回実施

予約
不要

〒226-0015 横浜市緑区三保町1
TEL.045-921-0301

http://www.suiryo.ed.jp

自分の生き方を考え、人生を切り拓く力を育む

すい りょう

横浜翠陵中学・高等学校

横浜清風高等学校

〒240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町447　TEL.045-731-4361㈹
http://www.y-seifu.ac.jp

学校説明会

文 化 祭

本気にさせる 夢中になれる

※すべて予約申し込み、上履きは不要です。

10/27（土） 10：00～11：15
11/10（土）・23（金・祝） 10：00～11：15/13：30～14：45
12/01（土） 10：00～11：15

夜間相談会 11/16（金） 17：30～19：00
09/29（土） 10：00～14：00  個別相談コーナー設置

10：30～12：00 本校

第1回 11/15（木） 13：00～18：30
第2回 12/11（土）
第3回 12/18（土）

横浜そごう9階
ミーティングルーム

横浜創学館高等学校

〒236-0037 横浜市金沢区六浦東1-43-1  TEL.045-781-0631
http://www.so-gakukan.ed.jp

学校説明会学校説明会 第1回 10/16（土）　第2回 10/28（日）
第3回 11/11（日）　第4回 11/24（土）　各回10：30～11：30 

9/15（土）・16（日） 11：00～14：00

個別相談個別相談

入試相談会入試相談会

個別相談個別相談夕照祭〈文化祭〉夕照祭〈文化祭〉

横浜隼人中学・高等学校

〒246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南1-3-1 TEL.045（364）5101㈹
http://www.hayato.ed.jp

中学校説明会 高等学校説明会
09/29（土） 11：00～/13：00～
09/30（日） 11：00～/13：00～
10/12（金） 10：00～
11/19（月） 10：00～

10/06（土） 13：30～
10/27（土） 19：30～
11/17（土） 9：30～/13：30～
12/01（土） 9：30～/13：30～

09/29（土）
09/30（日）

隼輝祭
〔文化祭〕 中学校は説明会実施

横浜富士見丘学園中学校・高等学校

〒241-8502 横浜市旭区中沢1-24-1　TEL.045-367-4380
※詳しくはHPをご覧ください。 http://www.fujimigaoka.ed.jp

9/29（土） 12：00～16：00・9/30（日） 10：00～15：30
（個別相談コーナーを設置）文 化 祭

中学校

高等学校

学校説明会　10/13（土）・11/14（水） ※予約不要
授業体験・過去問解説　10/28（日） ※要予約
ナイト説明会　11月・1月に開催予定
学校説明会　10/13（土）・11/17（土） ※予約不要
個別相談会　12/01（土）・12/08（土） ※要予約

（2019年度共学化）

〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-10-4　TEL.0467（25）2100
http://www.kamajo.ac.jp

イメージキャラクター　
ちひろちゃん

10月10日（水）13：00～15：00
11月17日（土）10：00～12：00

鎌倉から世界に発信する

＊各回ともに説明会後、校内見学を予定しています

学校説明会

鎌倉女学院中学校・高等学校

〒247-8511 鎌倉市岩瀬1420　　0467-44-2113

学校説明会

中等部 10/06（土） 10：00～
高等部 09/29（土） 13：30～

〒250-0408 足柄下郡箱根町強羅1320　TEL.0460（87）6611
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp

入試説明会
中学・高等学校 11月10日（土） 10：00～13：00

入試直前説明会
［要申込］

1月12日（土） 13：00～15：00
小6・中3のみ

クリスマス会
［要申込］ 12月18日（火） 10：00～12：00（個別相談可）

★上記以外にも学校見学は随時承っております。

しらかん れい ゆ り

函嶺白百合学園中学校・高等学校

北鎌倉女子学園中学校・高等学校

〒247-0062 鎌倉市山ノ内913　TEL.0467-22-6900㈹
https://www.kitakama.ac.jp 予約は2ヶ月前からHP上で承っています。

学
校
説
明
会

10/13（土） 10：30～12：00
/14（日） 13：30～15：00

12/15（土） 
01/12（土）

11/17（土） 9：30～12：40

11/17（土）・12/1（土）13：00～15：00

10/13（土）・14（日） 10：00～16：00（14日は15：30まで）《説明会あり》

10/13（土） 13：30～15：00　11/10（土） 13：30～15：30
/14（日） 10：30～12：00　11/24（土） 13：30～15：30

中
学
校

中学ミニ
説明会

高
校
高校個別相談会

文化祭

入試過去問題学習会
　　　　小6対象

10：00～11：30

相模女子大学中学部・高等部

〒252-0383 相模原市南区文京2-1-1　TEL.042-742-1442
http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/

学
校
説
明
会

〔文化祭〕11/3（土・祝）/4（日） 10時より【予約不要】

10/6（土）9：30～12：00
《部活動体験》【HP要予約】

相 生 祭

11/16（金） 10：00～11：00
（プチ説明会）

12/01（土） 09：30～12：00
（過去問解説会）

10/27（土） 14：00～15：30
11/24（土） 14：00～15：30
12/01（土） 14：00～15：30

中
学
部

高
等
部

オープン
スクール 中学部

【すべてHP要予約】 【すべてHP要予約】

湘南白百合学園中学・高等学校

〒251-0034  藤沢市片瀬目白山4-1　TEL.0466（27）6211㈹
http://www.shonan-shirayuri.ac.jp

10月27日（土） 10：00～12：00

第二回オープンスクール
●体験授業（予約制）  ●入試問題研究会

11月17日（土） 10：00～12：00

入試説明会
●校内見学  ●入試問題研究会

12月18日（土） 9：30～11：00
●入試直前説明会 ＊6年生限定（予約制）

10月4日（木）・11月 8日（木） 10：15～12：00
学校見学会（予約制）

〒222-0024 横浜市港北区篠原台町36-37　TEL.045-421-8864㈹
http://www.seisin.ed.jp

10/27（土）
11/10（土）・11/17（土）・11/24（土）
12/01（土）・12/08（土）
12/1・8は2回実施
＊10：00～＊14：00～

その他の日は
＊10：00～11：30

普通・保育・ライフデザイン・通信の4コース
学
校
説
明
会
時
間

聖セシリア女子中学校

〒242-0006 大和市南林間3-10-1　TEL.046-274-7405
http://www.cecilia.ac.jp

●学校説明会〔予約不要〕
 10月14日（日）
 　　　 14：00～16：00
●学校見学会〔予約制〕
 10月30日（火）
 　　　 10：00～12：00
●オープンキャンパス
 10月27日（土）
 　　　 10：00～13：00 学校見学は随時可能です

清泉女学院中学高等学校

〒247-0074 鎌倉市城廻200　TEL.0467-46-3171
http://www.seisen-h.ed.jp

11月17日（土） 10：00～12：00
12月08日（土） 10：00～12：00

学校説明会

清泉祭（文化祭）

親子見学会
10月 5日（金）・11月 7日（水） 各日10：00～12：00
※グローバル入試・帰国生B方式受験対象者見学会
※10月 5日（金） 9：00～12：00
※11月 7日（水） 9：30～12：00
9月22日（土）・24日（月・祝） 9：00～16：00

電話・ホームページにて申し込み受け付け中。申

申

少人数
見学会 申

白鵬女子高等学校

〒230-0074 横浜市鶴見区北寺尾4-10-13　TEL.045-581-6721
http://www.hakuhojoshi-h.ed.jp

10/21（日） 10：00～
11/04（日） 10：00～
11/11（日） 10：00～
11/18（日） 10：00～/14：00～
※午前は推薦・専願希望者対象

11/23（金・祝） 14：00～
12/01（土） 14：00～

9/29（土）・9/30（日）
10：00～15：00

文化祭（記念祭）

※入試相談コーナーもあり
　ます。

学
校
説
明
会

フェリス女学院中学校・高等学校

〒231-8660 横浜市中区山手町178　TEL.045-641-0242
https://www.ferris.ed.jp/

11月2日（金）・3日（土・祝） 9：30～16：00文  化  祭

中学校 11月17日（土）
9：00～10：50/13：00～14：50

学校見学会

★入場制限有（チケット制）
　受験希望小学4～6年生と付添ご家族の方は受付で記帳の上入場可能

★受験希望小学5・6年生（付添：保護者1名）対象
　10月1日よりwebにて申し込みを受け付けます。（内容は午前・午後とも同じ）

学校説明会学校説明会
＊６年生対象入試問題勉強会・体験入学
卒業生によるパネルディスカッション・
《在校生による校内見学ツアーあり》

第２回 11月4日（日）

聖園祭聖園祭 9月22日（土）・23日（日）
《教員・生徒・保護者による相談コーナーあり》

み　そ の

聖園女学院中学校・高等学校

個別相談・見学も随時受付中

グリーン祭(文化祭)

学校説明会学校説明会

入試説明会入試説明会
12/ 1（土） 10：00～/14：00～（高入試）
12/28（土） 10：00～/14：00～（中・高）
1/12（土） 10：00～（中入試）

10/27（土）　10：00～（高入試）
11/ 3（土・祝） 10：00～（中・高）

9/22（土） 9：30～15：00

〒238-0018 横須賀市緑が丘39　TEL.046-822-1651
http://www.midorigaoka.ed.jp/他イベント多数　詳細はHPにて

『なりたい自分』に
　　　全力でサポー

ト！！

横浜共立学園中学校・高等学校

〒231-8662 横浜市中区山手町212　TEL.045-641-3785
http://www.kjg.ed.jp/

中学校 11月10日（土）
◆ 1回目10：00～12：30 ◆ 2回目13：30～16：00

★保護者対象、予約不要、上履き持参、駐車場なし。

10月6日（土）   9：15～16：00（入場は15：30まで）
10月8日（月・祝） 9：15～15：00（入場は14：30まで）

学校説明会

秋桜祭
〈文化祭〉

★入場制限制（チケット制）。保護者同伴の受験希望者は
　入場可。駐車場なし。

〒231-8661 横浜市中区山手町203　TEL.045（641）3284㈹
http://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/

変わらないために変わる
学校説明会

09月15日（土） 10：00
10月10日（水） 10：00
11月10日（土） 10：00

ミニ説明会
10月26日（金） 10：00

3．英語4技能の枠組み
3．を見直し

1．週6日制
2018年度より

2．国際教養クラス新設

横浜女学院中学校高等学校

横浜雙葉中学・高等学校

〒231-8653 横浜市中区山手町88  TEL.045-641-1004
http://www.yokohamafutaba.ed.jp

★予約方法など 詳細についてはホームページをご覧ください。

10/13（土） 10：00～16：00 /14（日） 9：00～16：00
小学生と付き添いのご家族は予約不要

雙  葉  祭

10/20、11/17、12/8〔小6と保護者対象〕土曜日学校案内

11/3（土・祝） 10：00～11：30/14：00～15：30
中学入試の要項・出題傾向などについて
〔小学生と保護者対象〕

第3回学校説明会

くげ ぬま

鵠沼高等学校

〒251-0031 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4-9-10

学校説明会
 いずれも受付13：30
説明会14：00～15：30

10/27（土） 11/10（土）
11/17（土） 11/24（土）
10/27（土） 11/10（土）
11/17（土） 11/24（土）

個別相談会
（受付開始13：30～）14：00～15：00

12/1（土）12/1（土）

平日説明会
 受付18：30
説明会19：00～20：00

11/21（水）11/21（水）
保護者対象です
〔要電話予約〕
校舎見学はございません

未来に向けて、全力で。

男子校男子校

共学校共学校 女子校女子校

神奈川私学情報神奈川私学情報 3回シリーズで
あなたの志望校探しを
お手伝い

保存版
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11月掲載予定11月掲載予定11月掲載予定11月掲載予定
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企画・制作
神奈川案内広告株式会社
TEL.045-662-1181
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合わせください。
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