
第６号 

       

 ２０２０年９月２４日 

 湯河原町立湯河原中学校 

 第３学年進路指導担当 

 第２回定期テストが終わりました。校内行事としては、次は運動会です。平日半日開催という例年とは違う形となります
が、クラス対抗で行う今年度最初の行事です。クラスの仲間との共存（一緒に取り組む）・共感（喜び悲しみを分かち合
う）・協力（自分の力で仲間を助ける）。みんなと一致団結できる、将来思い出として語り合える行事になるといいです
ね。 
 進路関係についていうと、次のテストは１１月１１日からです。カレンダーを見ると気づきますが、運動会が終わった次の
週はなんと、テスト１か月前です。進路は待ってくれません。できるときにできることを順次行っていきましょう。 
 

学校説明会について 
 進路先選択のうえで大事なことは①高校のカリキュラムを知る。（授業スタイル等が自分に合うか）②高校の場
所を知る。（３年間通学できる距離・時間か）③高校の特色を知る。（部活・行事・課外活動などやりたいもの
があるか）④高校の雰囲気を知る。（先生や先輩が自分に合うか）などがあります。第４号で話をさせて頂きました
が、高校の先生も学校を知るために説明会に来てほしいと言っています。 
今回の進路だよりでは、中学校に届いている説明会の日程を紹介します。ここにない高校は、各高校のホームページ

等で確認をお願いします。 
 

高浜高等学校 

体験授業『体験！高浜塾』＆学校説明会 １０月１０日（土） 
  時間 受付：９：００～ 授業：９：３０～１０：２０ 学校説明会 １０：４０～１１：４５ 
   ※ 体験内容は、高浜高校ホームページで 
  事前申込必要  申込期間 ～９月３０日  申し込み方法  電話 0465-21-0418 
          受付時間 土日・休日を除く１６：００～１９：００ 
学校説明会 １１月１４日（土）・１２月１２日（土） 

時間 １０：００～１１：２０ 
事前申込必要  申込期間 １１月１４日 ⇒ １１月９日１７時まで 
             １２月１２日 ⇒ １２月７日１７時まで 

  申し込み方法 高浜高校ホームページ 
 

平塚江南高等学校 

学校説明会  １０月１０日（土） ・ １１月２１日（土） 
  時間 午前の部 （受付 ９：３０～） １０：００～１１：００ 終了後校舎見学可能 
     午後の部 （受付１２：３０～） １３：００～１４：００ 終了後校舎見学可能 
  ※ 内容はすべて同じです。 
  場所 本校体育館 

事前申込必要  申し込み方法 往復はがきにて申し込み（記入内容の形式有り） 
申込期間 １０月１０日 ⇒ ９月３０日必着 

１１月２１日 ⇒ １１月１１日必着 
 

厚木清南高等学校 

学校説明会 
 全日制の課程 １０月３１日（土）１０：００～ １２月１２日（土）１０：００～ 
 定時制の課程  １月 ９日（土）１４：００～ 
 通信制の課程 １１月１４日（土）１０：００～  ２月２７日（土）１０：００～ 

事前申込必要  申込期間 日にちごとに有り  申し込み方法 厚木清南高校ホームページから 
 

小田原高等学校 全日制の課程 

小田高カミングデー １０月２８日（水）・２９日（木） 両日とも １３：００～１７：００ 
事前申込不要 

学校説明会   １０月２４日（土） ・ １２月５日（土） 両日とも１０：００～１２：００ 
  ＜前半＞学校概要説明・入試概要説明・特色検査問題解説・生徒による学校紹介他 
  ＜後半＞学校施設見学・個別相談 

事前申込不要 上履き不要 公共の交通機関で来校 



小田原高等学校 定時制の課程 

オープンスクール １１月１９日（木） １７：００～１９：３０ 
事前申込必要  申し込み方法 電話 0465-23-1063 

個別進学相談   １２月１２日（土） １４：００～１６：００ 
事前申込必要  申し込み方法 電話 0465-23-1063 

申込期間 ～１２月９日（水） 
 ※ 上記説明会等のほか、学校見学を随時できます。ご希望の方は直接電話で予約。 
 

函嶺白百合学園高等学校 

入試説明会 
  日時 １１月７日（土）１０：００～１３：００ （受付：９：２０～１０：００） 
  会場 湯本富士屋ホテル ２階コンベンションホール 
  内容 学校ガイダンス・入試説明・入試問題勉強会・個別相談 

事前申込必要  申込期間 11/6の 13:00まで  申し込み方法 函嶺白百合学園ホームページから 
その他、ミニ説明会があります。 10／10（土）  11／14(土)  11／28（土)  1／16（土）  

各日１１：００～１２：００ 事前申込（前日１３：００まで） 
 

相模女子大学高等部 

学校説明会 
  9/26(土)  10/24(土)  11/28(土)  12/5(土)  各日１４：００～１５：３０ 
入試個別相談会 
  12/7(月)  12/8(火)  12/9(水)  各日１６：００～１９：００ 
ＷＥＢ個別相談 
  10/31(土) １３：３０～１６：００ 

事前申込必要 申込期間   各日の約１か月前から前日まで 
 申し込み方法 相模女子大高等部ホームページから 

 

立花学園高等学校 

入試説明会・個別相談会 
  事前申込必要  申込期間 各行事当日の１日前まで 申し込み方法 立花学園高校ホームページから 
  ※ 各予約期において、一人１回の予約しかできません。 
第１期予約開始 ９月１８日開始 

行事 開催日 開始時間 予約人数 

入試説明会 
10/17(土) 
10/31(土) 

9:30～ 各日 600名 

第２期予約開始 １０月１日開始 
行事 開催日 開始時間 予約人数 

入試説明会 
11/ 7(土) 
11/15(日) 

9:30～ 各日 600名 

個別相談 
11/ 4(水)・11/ 5(木) 
11/10(火)・11/11(水) 

11/12(木) 

各開催日２部あり 
16:00～ 
16:30～ 

各時間 10組まで 

第３期予約開始 １０月１６日開始 
行事 開催日 開始時間 予約人数 

入試説明会 
11/21(土) 9:30～ ・ 13:30～ 

各日、各時間 600名 
11/29(日) 9:30～ 

個別相談 
11/17(火)・11/18(水) 
11/19(木)・11/24(火) 
11/25(水)・11/26(木) 

各開催日２部あり 
16:00～ 
16:30～ 

各時間 10組まで 

第４期予約開始 １１月１日開始 
行事 開催日 開始時間 予約人数 

入試説明会 12/ 5(土) 9:30～ 各日 600名 

個別相談 
12/ 1(火)・12/ 2(水) 
12/ 3(木)・12/ 8(火) 
12/ 9(水)・12/10(木) 

各開催日２部あり 
16:00～ 
16:30～ 

各時間 10組まで 

 
 



旭丘高等学校 

 第４回・第５回セミナー 

   日時 第４回 １０月３日（土）  第５回 １０月１７日（土） 

オンラインセミナー ※事前申し込み不要 

    ●“Ｙｏｕ ｔｕｂｅ Ｌｉｖｅ”を配信（１０時スタート） 

    ●自宅からパソコンやスマホなどでアクセス（旭丘オンラインで検索） 

 

   分野別相談会 ※事前に旭丘高校事務所まで申し込みが必要 

            参加の申し込みは中学校から行います（直接ご家庭からもできます）。 

希望者は次の日にちまでに担任もしくは３年進路担当西方へ 

１０月３日 ⇒ １０月１日、まで   １０月１７日 ⇒ １０月１５日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 第６回以降の日程 

10/31 ・ 11/7 ・ 11/21 ・ 11/28 ・ 12/5 ・ 12/12 ・ 1/9 

今回から、すべての学科・クラスでの個別相談が始まります。また、第６回以降のセミナーで例年行

っている体験授業を予定しているとうかがっています。旭丘高校を第１希望で考えている、または、進

学希望の可能性がある人は今後のセミナーへの継続的な参加をお勧めします。 

 

 

不明な点等ございましたら、ご連絡お願いします。 

城内キャンパス個別相談会 

  対象学科・クラス  総合学科：国際クラス・学業進学クラス・進路探求クラス 

            普通科 ：一般クラス・クリエイティブクラス 

            ベーシッククラス（総合学科・普通科） 

  面談時間 ９：３０～ ・ １０：３０～ ・ １１：３０～ ・ １３：００～ 

 

久野荻窪キャンパス見学会＆全体会・個別相談会 

  スポーツ進学クラス ９時   城内キャンパス集合 内容：見学会＆個別相談会 

  第２校地説明会   １２時半 城内キャンパス集合 内容：全体会・個別相談・施設見学 


