
横浜隼人中学・高等学校 045 - 364 - 5101 
http://www.hayato.ed.jp〒 246-0026 　横浜市瀬谷区阿久和南 1-3-1

TEL

ホームページ

お
問
合
せ

1.�体験授業・部活体験は先着順となります。
　小学５･６年生の方は、オープンキャンパス小学生申し込みのページから、中学２･３年生の方は、オープンキャンパス中学生申し込みのページから
　それぞれ本校ホームページからお申し込み下さい。
2.�お申し込み後、受付完了の確認メールが届きます。メール連絡が無い場合は、受信エラー・送信エラーの可能性がありますので、お手数ですが下記へ
　お電話にてお問い合わせください。携帯電話からのお申し込みの場合、PCメールの受信拒否の設定にご注意ください。

●相鉄線希望ヶ丘駅より「隼人中学・高校行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線希望ヶ丘駅より「二俣川駅南口行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線二俣川駅より「希望ヶ丘駅行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線希望ヶ丘駅より徒歩18分
●相鉄線希望ヶ丘駅より「二俣川駅行き」相鉄バスで「善部第2」下車・徒歩4分
●相鉄線二俣川駅より「希望ヶ丘駅行き」相鉄バスで「善部第2」下車・徒歩4分
●相鉄線三ツ境駅より「戸塚駅行き」神奈中バスで「阿久和」下車・徒歩4分
● JR線・戸塚駅6番バス停より「三ツ境」「上飯田車庫行き」神奈中バスで�「阿久和」下車・徒歩4分
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学校説明会（高校） ①９時10分から	 ② 10時10分から	 本館4階講堂

ミニ説明会（中学） ①10時10分から　②11時10分から	 ２階中学フロアーにて実施

当
日
の
時
程

時　程 中　学　生 小　学　生

第１部 　9時10分～10時 00分 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
高校説明会（申し込み不要） 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）

第２部 10時 10分～11時 00分 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
高校説明会（申し込み不要）

体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
中学ミニ説明会（10時10分から　申し込み不要）

第３部 11時 10分～12時 00分 部活体験・食堂体験等 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）　
中学ミニ説明会（11時10分から　申し込み不要）

第４部 12時 00分～13時 00分 部活体験・食堂体験等　個別相談 個別相談

●保護者の方にも体験授業参観・説明会などの企画を多数用意しています。是非ご来校ください。
●�学食では、ご来店の方にもれなくチュロスをご試食いただけます。また、当日のメニューは、
　�らーめん・カレー・どんぶり・スナック等を取り揃えており、学食の雰囲気をご体験いただけま
す。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

●上履きをご用意ください。
●駐車場の用意はございません。お車でのご来校はご遠慮ください。
●�下記体験授業・部活体験以外は申し込み不要です。
　部活動の発表・公開練習・食堂体験などたくさんの企画にご参加ください。

●�小学5･6年生対象の体験授業
　（第１部～第３部の時間帯でそれぞれ１つ選択いただけます）
第１部　０９：１０～１０：００
N0. 教科 授　業　名 定員
101 英　語 ネイティブによる英会話 15
102 技　術 オリジナルカレンダーを作ろう 10

第２部　１０：１０～１１：００
N0. 教科 授　業　名 定員
201 社　会 歴史を学ぼう 30
202 社　会 地理を学ぼう 30
203 国　語 入試問題解説（注１） 40
204 算　数 入試問題解説（注２） 30

第３部　１１：１０～１２：００
N0. 教科 授　業　名 定員
301 国　語 入試問題解説（注１） 40
302 算　数 入試問題解説（注２） 30
303 理　科 わくわく実験教室「いくらを作ろう」 15
304 技　術 オリジナルカレンダーを作ろう 10

●中学2･3年生対象の体験授業
　（下から１つだけ選択してください）
第１部　０９：１０～１０：００
N0. 教科 授　業　名 定員
103 理　科 わくわく実験教室「花火を作ろう」 15
104 国　語 入試問題解説（注3） 40
105 社　会 絵で見る世界史 30
106 数　学 入試問題解説（注4） 40
107 英　語 国際語科リスニング対策 40
108 英　語 入試問題解説（注５） 40
109 国際語科 ネイティブによる英会話（注６） 30

第２部　１０：１０～１１：００
N0. 教科 授　業　名 定員
205 国　語 文章を書こう 20
206 国　語 入試問題解説（注3） 40
207 社　会 幕末の全体像を理解しよう 30
208 数　学 入試問題解説（注4） 40
209 英　語 入試問題解説（注5） 40
210 美　術 かんたん藍染教室 20
211 家　庭 Sweets を作ろう 40
212 情　報 アニメーションで遊ぼう 20
213 国際語科 国際語科教員によるワークショップ 20
214 国際語科 ネイティブによる英会話（注6） 45

下記の部活動への体験入部を募集します。
下記人数を先着順で受け付けます。

本校ホームページよりお申し込み下さい。体 験 授 業

お申し込み
方法

部 活 体 験

中
学
生
の
部

運動部

サッカー�30名（8:00集合）
ソングリーディング�20名（12:30集合）
軟式野球�20名　　女子バレーボール�10名
男子硬式テニス�10名　　女子硬式テニス�4名
女子卓球�10名　剣道�10名　　
女子野球�20名　男子バスケット�10名

文化部

茶道�5名　　演劇�10名　　和太鼓�10名
写真�5名　　文芸�5名　　　ESS�10名
囲碁将棋�６名　　華道�３名　　家庭�10名
レクリエーション（隼人ソーラン）　10名
ギター�5名　　情報工学（パソコン）�５名
かるた�10名

小
学
生
の
部

運動部 軟式野球�30名（６年生のみ）

文化部
華道�3名　　家庭�10名　　
囲碁将棋�４名　　和太鼓�４名
かるた�5名　　写真�３名
レクリエーション（隼人ソーラン）�５名

急な大会日程の変更や当日の天候等で、一部の部活において体験入部が
実施できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

当日は11：15に受付にお集まりください。
（サッカー部は8:00、ソングリーディング部は12:30）
【持ち物】　
◎運動部/運動できる服装・着替え・飲み物（自販機あり）・　
　それぞれの種目の道具（持っている物があれば）
◎�文化部/上履き以外特に必要ありませんが、和太鼓・レクリ
エーション（隼人ソーラン）は汗をかきますので、【運動で
きる服装・着替え・飲み物（自販機あり）】をお持ちください。

（注1）203と 301は同じ内容の講座です　
（注2）204と 302は同じ内容の講座です　
（注3）104と 206は同じ内容の講座です　
（注4）106と 208は同じ内容の講座です
（注5）108と 209は同じ内容の講座です　
（注6）109と 214は同じ内容の講座です
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※�時間帯によってバスの運行状況は
変わります。来校の際は運行状況
をご確認ください。

希望ヶ丘駅よりの
徒歩ルート

●相鉄線希望ヶ丘駅より「隼人中学・高校行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線希望ヶ丘駅より「二俣川駅南口行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線二俣川駅より「希望ヶ丘駅行き」相鉄バスで「隼人中学・高校」下車
●相鉄線希望ヶ丘駅より徒歩 18 分
●相鉄線希望ヶ丘駅より「二俣川駅行き」相鉄バスで「善部第 2」下車・徒歩 4 分
●相鉄線二俣川駅より「希望ヶ丘駅行き」相鉄バスで「善部第 2」下車・徒歩 4 分
●相鉄線三ツ境駅より「戸塚駅行き」神奈中バスで「阿久和」下車・徒歩 4 分
● JR 線・戸塚駅 6 番バス停より「三ツ境」「上飯田車庫行き」神奈中バスで 「阿久和」下車・徒歩 4 分

※ 時間帯によってバスの運行状況は
変わります。来校の際は運行状況
をご確認ください。

学校説明会（高校） ①９時10分から　　②10時20分から　　本館4階講堂

ミニ説明会（中学） ①10時20分から　②11時20分から　　２階中学フロアーにて実施

当
日
の
時
程

時　程 中　学　生 小　学　生

第１部 　9 時 10 分～ 10 時 00 分 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
高校説明会（申し込み不要） 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）

第２部 10 時 20 分～ 11 時 10 分 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
高校説明会（申し込み不要）

体験授業（申し込みが必要です。下記参照）
中学ミニ説明会（10 時 20 分から　申し込み不要）

第３部 11 時 20 分～ 12 時 10 分 部活体験・食堂体験等 体験授業（申し込みが必要です。下記参照）　
中学ミニ説明会（11 時 20 分から　申し込み不要）

第４部 12 時 10 分～ 13 時 00 分 部活体験・食堂体験等　個別相談 個別相談

●保護者の方にも体験授業参観・説明会などの企画を多数用意しています。是非ご来校ください。
● 学食では、ご来店の方にもれなくチュロスをご試食いただけます。また、当日のメニューは、
　らーめん・カレー・どんぶり・スナック等を取り揃えており、学食の雰囲気をご体験いただけま
　す。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

●上履きをご用意ください。
●駐車場の用意はございません。お車でのご来校はご遠慮ください。
● 下記体験授業・部活体験以外は申し込み不要です。
　部活動の発表・公開練習・食堂体験などたくさんの企画にご参加ください。

● 小学 5･6 年生対象の体験授業
　（第１部～第３部の時間帯でそれぞれ１つ選択いただけます）
第１部　０９：１０～１０：００
N0. 教科 授　業　名 定員
101 英　語 ネイティブによる英会話 15
102 技　術 オリジナルカレンダーを作ろう 10

第２部　１０：2０～１１：1０
N0. 教科 授　業　名 定員
201 社　会 歴史を学ぼう 30
202 社　会 地理を学ぼう 30
203 国　語 入試問題解説（注１） 40
204 算　数 入試問題解説（注２） 30

第３部　１１：2０～１２：1０
N0. 教科 授　業　名 定員
301 国　語 入試問題解説（注１） 40
302 算　数 入試問題解説（注２） 30
303 理　科 わくわく実験教室「いくらを作ろう」 15
304 技　術 オリジナルカレンダーを作ろう 10

●中学 2･3 年生対象の体験授業
　（下から１つだけ選択してください）
第１部　０９：１０～１０：００
N0. 教科 授　業　名 定員
103 理　科 わくわく実験教室「花火を作ろう」 15
104 国　語 入試問題解説（注 3） 40
105 社　会 戦国時代の全体像を理解しよう（注 4） 30
106 数　学 入試問題解説（注 5） 40
107 英　語 国際語科リスニング対策 40
108 英　語 入試問題解説（注 6） 40
109 国際語科 ネイティブによる英会話（注 7） 30

第２部　１０：2０～１１：1０
N0. 教科 授　業　名 定員
205 国　語 文章を書こう 20
206 国　語 入試問題解説（注 3） 40
207 社　会 戦国時代の全体像を理解しよう（注 4） 30
208 数　学 入試問題解説（注 5） 40
209 英　語 入試問題解説（注 6） 40
210 美　術 かんたん藍染教室 20
211 家　庭 Sweets を作ろう 40
212 情　報 アニメーションで遊ぼう 20
213 国際語科 国際語科教員によるワークショップ 20
214 国際語科 ネイティブによる英会話（注 7） 30

下記の部活動への体験入部を募集します。
下記人数を先着順で受け付けます。

本校ホームページよりお申し込み下さい。体 験 授 業 部 活 体 験

中
学
生
の
部

運動部

サッカー 30 名（8:00 集合）
ソングリーディング 20 名（12:30 集合）
軟式野球 20 名　　女子バレーボール 10 名
男子硬式テニス 10 名　　女子硬式テニス ４名
女子卓球 10 名　剣道 15 名　水泳 10 名
女子野球 20 名　男子バスケット 10 名

文化部

茶道 3 名　　演劇 10 名　　和太鼓 10 名
写真 5 名　　文芸 5 名　　　ESS 10 名
囲碁将棋 ６名　　華道 ３名　　家庭 ５名
レクリエーション（隼人ソーラン）　10 名
ギター 5 名　　情報工学（パソコン） ５名
かるた 10 名　　合唱 10 名

小
学
生
の
部

運動部 軟式野球 10 名（６年生のみ）

文化部
華道 3 名　　家庭 5 名　
囲碁将棋 ４名　　和太鼓 ４名
茶道 3 名　　写真 3 名
レクリエーション（隼人ソーラン） ５名

急な大会日程の変更や当日の天候等で、一部の部活において体験入部が
実施できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

当日は11：15に受付にお集まりください。
（サッカー部は8:00、ソングリーディング部は12:30）
【持ち物】　
◎運動部/運動できる服装・着替え・飲み物（自販機あり）・　
　それぞれの種目の道具（持っている物があれば）
◎�文化部/上履き以外特に必要ありませんが、和太鼓・レクリ
エーション（隼人ソーラン）は汗をかきますので、【運動で
きる服装・着替え・飲み物（自販機あり）】をお持ちください。

（注 1）203 と 301 は同じ内容の講座です　
（注 2）204 と 302 は同じ内容の講座です　
（注 3）104 と 206 は同じ内容の講座です　
（注 4）105 と 207 は同じ内容の講座です
（注 5）106 と 208 は同じ内容の講座です
（注 6）108 と 209 は同じ内容の講座です　
（注 7）109 と 214 は同じ内容の講座です
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交通案内図

1. 体験授業・部活体験は先着順となります。
小学５･ ６年生の方は、オープンキャンパス小学生申し込みのページから、中学２･ ３年生の方は、オープンキャンパス中学生申し込みのページから
それぞれ本校ホームページからお申し込み下さい。

2. お申し込み後、受付完了の確認メールが届きます。携帯電話からのお申し込みの場合、PC メールの受信拒否の設定にご注意ください。メール連絡が
無い場合は、受信エラー・送信エラーの可能性がありますので、お手数ですが下記へお電話にてお問い合わせください。

お申し込み
方法


