参加

141 校が 83ブースで私学の魅力をアピール！

会場では、それぞれの学校が特色を生かした展示や資料をそろえて皆様をお待ちしています。１日で県内す
べての私立中学校・高等学校にふれることのできる絶好のチャンスです。ぜひ、ひと回りして見て聞いてくださ
い。各校の先生方や生徒たちが皆様の質問にも親切に答えてくれます。受験を考えている学校や興味のある
学校があったら、資料をもらっておきましょう。

参加校のブース位置を確認しましょう !!
※校名のブース位置番号を中面の会場図でご確認ください

男子校

※あいうえお順

共学校

私学って高いお金をかけるだけの価値がどこにあるの？ 私学には関心があるが経済的に不安？ まだ先の話だけど入試制度について知
りたい、等々の悩みを解消します。下記3テーマを同じ内容で2回ずつ実施しますので、ご都合に合わせてご参加ください。また、アネッ
クスホール入口付近に参加校資料コーナを設置します。

公立・私立の違いと
私立高校受験

※あいうえお順

79 青山学院横浜英和中学高等学校

80 栄光学園中学高等学校

21 旭丘高等学校

49 鎌倉学園中学校・高等学校
45 慶應義塾普通部・高等学校

9 麻布大学附属高等学校
20 厚木中央高等学校

63 サレジオ学院中学校・高等学校

57 アレセイア湘南中学校・高等学校

11：00〜11：30、13：00〜13：30

77 逗子開成中学校・高等学校

75 神奈川大学附属中・高等学校

59 桐蔭学園中等教育学校

46 関東学院中学校・高等学校

50 藤嶺学園藤沢中学校・高等学校

44 関東学院六浦中学校・高等学校

17 藤沢翔陵高等学校

14 鵠沼高等学校

39 武相中学校・高等学校

76 公文国際学園中等部・高等部

26 横浜中学校・高等学校

34 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部

くげぬま

16 向上高等学校
6 光明学園相模原高等学校

女子校

※あいうえお順

74 神奈川学園中学校・高等学校
71 鎌倉女学院中学校・高等学校
52 鎌倉女子大学中等部・高等部
72 カリタス女子中学高等学校
かんれい

41 函嶺白百合学園中学高等学校
37 北鎌倉女子学園中学校・高等学校
51 相模女子大学中学部・高等部
78 湘南白百合学園中学校・高等学校
11 清心女子高等学校
70 聖セシリア女子中学校・高等学校
61 清泉女学院中学高等学校
54 聖ヨゼフ学園中学校・高等学校
40 聖和学院中学校・ 等学校
66 洗足学園中学校・高等学校
56 捜真女学校中学部・高等学部
22 高木学園女子高等学校
42 日本女子大学附属中学校・高等学校
19 白鵬女子高等学校
69 フェリス女学院中学校・高等学校
みその

68 聖園女学院高等学校・中学校
29 緑ヶ丘女子中学校・高等学校

64 自修館中等教育学校

私学にかかる学費の現状と公的支援制
度の内容や利用条件など解説します。
経済的な不安や疑問を解消し、お子様
の明るい未来を考えてみませんか。

制服展
私学の制服には、各校の伝統や特色がデ
ザインに込められています。この機会に制
服を見比べてみてはいかがですか。

校章パネル展

部活動写真展

参加校の校章と由来を一挙に
紹介します。関心のある学校
のルーツを探ってみましょう。

各校の部活動の1コマを一挙公
開します。私学ならではの活気と
チームワークを感じてください。

部活動による華やかで活気あるステージイベント
吹奏楽・バトン・チアリーディング・マーチングバンド・武道など各校一押しの部活動によるバラエティーに富んだ演
技・演奏が開催時間中、絶え間なく繰り広げられています。司会進行のアナウンスに耳を傾けながら、迫力のあるパ
フォーマンスをぜひご覧ください。
アナウンス担当・
・
・横浜富士見丘学園中学校・高等学校放送部（1から１7まで）
・湘南工科大学附属高等学校放送部（１８から３３まで）

開始時間

参

加 テ ー マ

団

体

名

学

校

名

軽音楽部

湘南白百合学園中学校・高等学校

73 湘南学園中学校・高等学校

2 10:30〜 レインボー

ダンス

清泉女学院高等学校

3 10:40〜 ＳＵＭＭＥＲ

バトン部

中央大学附属横浜中学校・高等学校

4 10:50〜 魅せる！ジャグリング

ボールぽこぽこ

聖光学院中学校・高等学校

5 11:00〜 ＰＡＳＳ
ＩＯＮＡＴＥ ＭＵＳ
ＩＣ！
！
！

吹奏楽部

横浜創英中学・高等学校

18 湘南工科大学附属高等学校
せいさ

43 星槎中学高等学校
81 聖ステパノ学園中学校
27 相洋中学校・高等学校
2 立花学園高等学校
38 橘学苑中学校・高等学校
23 中央大学附属横浜中学校・高等学校
31 鶴見大学附属中学校・高等学校
58 桐蔭学園中学校・高等学校

6 11:09〜 自らが光輝き周囲を照らす明かりとなれ！
！ ダンス同好会

光明学園相模原高等学校

7 11:16〜 「書を楽しむ」

相洋中学校・高等学校

書道部

8 11:22〜 本を通して人を知る 人を通して本を知る ビブリオバトルチーム

聖和学院中学校・髙等学校

9 11:31〜 IT'S SHOW TIME！

バトントワーリング部

相模女子大学中学部・高等部

10 11:41〜 KUGENUMA spirit

マーチングバンド部

11 11:51〜 笑顔と情熱

レクリエーション部

ジャグリング同好会ジョコリエーレ サレジオ学院中学校・高等学校

13 12:11〜 free style

ダンス部

白鵬女子高等学校

30 桐光学園中学校・高等学校

14 12:16〜 心身を鍛える

居合同好会

清心女子高等学校

33 日本大学中学校・高等学校

15 12:22〜 スイングガールズプラスボーイズ

吹奏楽部

大西学園中学校・高等学校

32 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校

16 12:29〜 Me Ka mahalo

ダンス部

関東学院中学校・高等学校

15 平塚学園高等学校

17 12:36〜 Cool＆Ｈａｐｐｙ

ダンス部

横浜女学院中学校・高等学校

18 12:44〜 男らしく気合いを入れて書く

書道部

藤沢翔陵高等学校

19 12:54〜 Angel wings

バトン部

高木学園女子高等学校

20 13:04〜 友情

グリークラブ

聖ヨゼフ学園中学校・高等学校

21 13:14〜 大きく舞って

新体操部

横浜翠陵中学・高等学校

22 13:20〜 「Happy＆Smile」

幼児教育コース

緑ヶ丘女子中学校・高等学校

23 13:28〜 岩鶴（がんかく）

空手道部

横浜創学館高等学校

24 13:34〜 ダンス＆書道２０１７
「躍動」

書道部・ダンス部

湘南学園中学校・高等学校

25 13:43〜 吹いて奏でて楽しい！セシブラ吹奏楽

吹奏楽部

聖セシリア女子中学校・高等学校

26 13:53〜 ｓｍｉ
ｌ
ｅ

バトン部

横浜学園高等学校

27 13:59〜 Let's enjoy ｄａｎｃ
ｉ
ｎｇ
！

ダンス部

横浜富士見丘学園中学校・高等学校

13 横浜清風高等学校

28 14:04〜 ストリート系ダンスパフォーマンス

フィジカルアート部

47 横浜創英中学・高等学校

29 14:14〜 Enjoy our stage,Let's go music！
！
！ 吹奏楽部

東海大学付属相模高等学校中等部・高等学校

30 14:24〜 Cheer up！
！

チアダンス部

平塚学園高等学校

31 14:34〜 「明るさと積極性」

ダンス部

横浜商科大学高等学校

32 14:43〜 ファンタジー

新体操部

捜真女学校中学部・高等学部

5 三浦学苑高等学校
62 森村学園中等部・高等部
24 山手学院中学校・高等学校
36 横須賀学院中学校・高等学校

60 横浜女学院中学校高等学校

7 横浜商科大学高等学校
48 横浜翠陵中学・高等学校

3 横浜創学館高等学校
28 横浜隼人中学校・高等学校
会場内各ブースにて資料送付等の連絡先を記入する際は、趣旨にご同意の上ご記入ください。
尚、ご記入いただいた個人情報は各校において責任もって取り扱うものといたします。

33 14:48〜 Let's enjoy KAMAKURA marching！ マーチングバンド部

の日
海
・
（祝

）
Let s
Go!

沼高等学校

12 12:01〜 クール

35 法政大学第二中・高等学校

日
7
1
月
7

横浜隼人中学校・高等学校

53 東海大学付属相模高等学校・中等部

8 法政大学国際高等学校

自分にあった学校見つけよう！

私立中高一貫校の魅力について、県内
でも公立中高一貫校が次々と開校する
中、6年一貫教育の本当のメリットは何
なのか？中学受験の現状と今後の展望
とともにわかりやすく説明します。

1 10:20〜 ヤングパワー

12 横浜学園高等学校

83 横浜雙葉中学・高等学校

工藤誠一氏
聖光学院理事長校長

10 湘南学院高等学校

65 横浜共立学園中学校・高等学校
55 横浜富士見丘学園中学校・高等学校

12：20〜12：50、14：20〜14：50

深野博継氏
神奈川県私学振興課

会 場 内の展示コーナーも盛りだくさん！

4 柏木学園高等学校

82 聖光学院中学校・高等学校

私立中高一貫教育の魅力と
私立中学受験

11：40〜12：10、13：40〜14：10

学習面・教育環境・学校生活・部活動・進
路指導などあらゆる角度から公立と私
立を比較し、お子様の将来の選択につ
いて有益な情報、また高校受験のしく
みについてもお伝えします。

25 大西学園中学校・高等学校

1 秀英高等学校

県内私立高校への
公的支援制度

藤野利夫氏
横須賀学院中学校・高等学校校長

67 浅野中学校・高等学校

※個人情報の取り扱いについて

保護者のための講演会（2F アネックスホール）

子開成中学校・高等学校

鎌倉女子大学中等部・高等部

詳細はＨＰをご覧ください

神奈川私学

検索

主催：神奈川県私立中学高等学校協会 〒221-0833横浜市神奈川区高島台7-5私学会館内 TEL045-321-1901
後援：神奈川県／神奈川県教育委員会／神奈川の高校展実行委員会／神奈川県私学保護者会連合会

