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多国籍料理

お箸で食べる多国籍料理のお店オープン

7月、マプレ2階にオープンしたお
箸で食べる多国籍料理「ふか屋」。
和食、中華を極め、シンガポール
で開催されたコンテストで優勝し
た深谷晃太シェフの店だ。単品か
らお得なコース料理まで楽しめる。
テイクアウト、デリバリーも可（要
予約）。

ふか屋

蘂044-543-9896

川崎市麻生区上麻生1-6-3
マ プ レ2F 賚11時30分 ～
14時、17時 ～ 23時
（L.O.
22時） 贊日・月曜（火曜はディナー
のみ営業）※10月は無休
https://www.fukaya.info

合計金額から2,000円引き

本誌持参のこと。合計金額5,000円以上で1回利用。夜のみ。
【2020年10月31日迄有効】
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割烹料理

心温まる料理で大切な記念日を祝う
M E NU
⃝「葵」
8品
⃝「あざみ」
9品
⃝ ランチ

7,700円＋税
9,600円＋税
3,500円＋税〜

都内の名店で修業後、パリ、バルセ
ロナで研鑚を積んだオーナーシェ
フが手がける日本料理店。おすす
めは、旬の素材を使った釜炊きご
飯や蒸し物、デザートが付いたコ
ース料理。大切な人との記念日な
どに、落ち着きのある個室で忘れ
られないひとときを。
至渋谷

あざみ野 割烹 SEKIDO

蘂045-511-7099

横浜市青葉区新石川1-9-8 1F
賚11時30分 〜13時30分
（L.O.）
/18
時〜20時
（L.O.）贊月曜
http://www.azamino-sekido.com

贅沢茶碗蒸しや季節で変わる釜炊きご飯
が人気。

西勝寺北

あざみ野
駅前

駅東
東急ストア

すし

うなぎ・そば

秋グルメは、美味、滋養あるうなぎを堪能

松茸とキンキで秋の訪れを感じて

青葉区寺家町に佇む古民家風の同店で、秋風薫る里山の
風景の中で極上のうなぎを。創業以来50年注ぎ足して
きたタレが肉厚なうなぎに絡み、絶妙な味わいに。うな
ぎと一緒に、サクサクの天ぷら、鴨せいろや鮭の陶板焼
などの秋の一品料理もおすすめ。

M E NU

⃝ 上うな重
（松）
4,300円＋税 ⃝ 半うな重と天ぷらそば
2,850円＋税
⃝ 天せいろ 1,350円＋税 
じ

け

の まん りょう

うなぎ・田舎蕎麦 寺家乃鰻寮
蘂045-962-7338

横浜市青葉区寺家町414 四季の家
賚11時〜20時30分
（L.O.）
/ランチ
（L.O.14時30分）贊火曜 猾あり
http://www.mismonet.com/navi/245/

新百合ヶ丘
下麻生
寺家ふるさと村
早野

秋の食材をふんだんに使った一品料理も

3D1/2 （W126mm
楽しめる。 H94mm）

秋は松茸がおいしい季節。江戸前寿司はもちろん、
天ぷらや季節料理が楽しめる旭鮨で、秋の味覚を堪
能してみては。
「秋風の膳」は松茸のほか今が旬のキ
ンキの煮付けが付いた贅沢なコース。1,000円プラ
スで松茸の土瓶蒸しを追加することも。10月末まで、
出前注文時に
「ミスモを見た」と言うと、5,000円以
上で500円、10,000円以上で1,000円引きになる
特典も。

広々としている
落ち着いた店内

煮物や天ぷら、握り、刺身にローストビーフが付いた
「潮騒」
（3,300円）
。

M E NU

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
蘂044-951-3334

川崎市麻生区万福寺
1-15-10
賚11時30分〜15時
（L.O.14時
30分）
/17時〜20時
（アルコー
ルL.O.19時、L.O.19時30分）
贊無休 猾あり

世田谷通り

JA

宿

⃝ 秋風の膳
（写真）

4,070円
 茸のおひたし、
松
まぐろ刺身、
キンキ煮付け、
天
ぷら盛り合わせ、
松茸茶碗蒸し、
握り7個、
お椀
・+1,530円で120分フリードリンク付きに
⃝ 秋風の膳<松茸土瓶蒸し付き> 5,170円
※出前・持ち帰りメニューもあり

新

至

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

エルミロード

イオンスタイル

アイスクリームサービス

本誌持参で食事をされた方。他割引、特別価格メニューと
の併用不可。
【2020年10月31日迄有効】
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パン

ダイニングバー

砂糖不使用！オーガニック古代小麦パン

10/15㈭からメニューがリニューアル
10/15㈭から
「ボンダイズ」
のグランドメニュー＆ドリン
クメニューが大幅リニューアル！人気のオイスター
（4個
1,200円＋税～）にはスパークリングがぴったり。月替
わりのカルパッチョ、こだわりのブイヤベースもおすす
め。アンガス牛やイチボのステーキなど肉料理も充実。
宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ
百

新

エルミロード

イオン

洋服の青山
横浜銀行
マプレ

オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

ボ ン ダ イ ズ

OCEANCLUB BONDIS
蘂044-819-8397 川 崎 市 麻 生 区 上 麻 生１-3-2
2F 賚11時 ～22時
（L.O.21時、ド リ ン クL.O.21時30
分）贊無休 https://www.oceanclub-bondis.com/

1ドリンクサービス

ディナー限定。1グループ5,000円以上の注文。ドリンク一
部商品除く。
【2020年10月31日迄有効】

ケルンは本格ドイツパン一筋、35年の店。一押しは、
遺伝子組み換えをしていない古代小麦
「アインコー
ン」を使用したパン。薄くスライスしてオリーブオイ
ルをつけたり、チーズと一緒に食べると、さらに味わ
いが楽しめる。ナッツのような味としっかりした歯ご
たえが嬉しい
「カムート小麦パン」
もぜひ。ほかにもす
べて砂糖不使用で栄養価も高く身体にも嬉しいパン
が揃っている。

懐石料理

季節を味で感じる本格京懐石の名店
横浜市青葉区もみの木台の閑静な住宅地にある京懐石
店。有名店で修業を積んだ板長が作る繊細な料理が楽し
めると評判だ。七五三をお祝いするなら、旬の素材を詰
め込んだ
「お祝い弁当」
がおすすめ。宅配を利用すれば自
宅でもお祝いの席を華やかに演出できる。

古代小麦を使った
アインコーンブレッド

M E NU

おすすめのアインコーンブレッド各種
（上）
。アインコーンや
カムートのクッキーも
（下）
。

⃝ お祝い弁当6,300円＋税 ⃝ お子様弁当
⃝ 七五三弁当5,000円＋税 
2,500円＋税

M E NU

アートセンター

世田谷通り

懐石料理 有吉

新

蘂045-902-0335

エコバッグをプレゼント

至

町

神社前
もみの木台

お弁当は持ち帰り、配送
（2個から、要予
約・エリア制限）
も可。

オーガニックパン1,000円+税以上購入の方。
【2020年10月31日迄有効】

田

区役所南

丘

ヶ

合

百

▲ 新百合ヶ丘

横浜市青葉区もみの木台6-8
賚11時30分 〜14時30分/17
時〜21時 贊木曜 猾あり
http://www.ariyoshi.com/

JA

駅入口

あざみ野蜷

蘂044-951-0533

川崎市麻生区万福寺
1-16-4
賚9時～19時 贊日曜・祝日
（営業
の場合もあるので要確認）

アインコーンブレッド
（各種）
 450円＋税
カムート小麦パン
（各種）

450円＋税
カムートクッキー
（各種）

300円＋税
アインコーンクッキー
（各種）
 300円+税
オーガニックオリーブオイル
（250ml）
1,150円+税

田川
黒須

ケルン

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝


ラーメン

ホルモン・焼肉

本場を凌ぐこだわりの醤油ラーメン

新鮮・ジューシーなホルモンを炭火で

柿
生

柿生駅から徒歩1分。昭和レトロな提灯が下がり、和や
かな会話が弾むホルモン焼きの店。その日さばいたホル
モンを炭火七輪で焼けば、旨みと香ばしさが加わり口の
中には肉汁が。まる腸、ギアラなど珍しい部位も食べら
れると評判だ。締めはスペシャルおじやがおすすめ。

川信

至

町

田

マルエツ

いくどん 柿生店
蘂044-986-1147 川崎市麻生区上麻生5-44-27
賚 月〜 土17時 〜23時
（L.O.22時30分 ）
、日・祝16時 〜22時
（L.O.21時30分）贊無休 http://www.ikudon-kakio.com/

人気の
「いくどん風サラダ」
は、箸休めに
ぴったり。
カフェ

メニュー充実のオフィシャルカフェ
M E NU
⃝ 骨付きスペアリブ 850円+税
⃝ PLATE SET
1,000円+税
⃝ FROパフェ
380円+税

川崎フロンターレの常設オフィシ
ャルカフェ「FRO CAFE」。“風呂
のように居心地よい”スタイリッシ
ュな店内ではモニターで試合の配
信映像が楽しめる。おすすめは、充
実したフードメニューや「FROパ
フェ」などのオリジナルスイーツ。
応援しながらグルメも楽しもう。

FRO CAFE

PLATE SETはピクルスなどのおつまみ
セットにアルコールワンドリンク付き。

蘂044-767-6111

川崎市中原区新丸子町1008-2
賚11時30分～21時
（試合日により変
更あり ※店内での観戦は要予約）
贊無休
https://fro-cafe.com/

新丸
至渋 子
谷

川崎フロンターレ オフィシャルカフェ

横浜銀行
至登戸
武蔵小杉

本場北海道に勝る感動の味をという思いで作るラー
メン。濃厚なコクと旨みのあるスープは、かつお節・
アジ焼き干し・真昆布などでとる
「魚だし」
と、豚骨・
鶏ガラからの
「動物系だし」
を注文ごとにブレンドする
こだわりよう。コシのある中細縮れ麺との相性も抜群
で、リピーターが多い。魚だしに半日浸けて煮込んだ
チャーシュー、手作りの餃子もおすすめ。レディース
セットは、杏仁豆腐のデザート付き。

看板メニューの特製中華そば（上）。ゆったりしたテーブル
席は家族連れに人気
（下）
。

M E NU
皮をパリッと焼いた
野菜たっぷり餃子！
だい せつ けん

旭川らーめん 大雪軒
蘂044-959-3391

川崎市麻生区上麻生
1-19 イオンスタイル新
百 合ヶ丘5F 賚11時 ～
22時 贊イオンスタイル新百合
ヶ丘休館日 猾あり

新

丘

ヶ

合

百

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

特製中華そば
中華そば
手作り餃子
（6個）

レディースセット
期間限定そば

940円
800円
500円
870円
900円

宿
新
至
オーパ
エルミ
ロード

イオンスタイル
横浜銀行

レディースセットは、半ラーメン、餃子3
個、デザートor野菜付き！

ミスモ

法政大学第二高等学校

共

2020年10月号

4

学

出会い、
向き合い、
「自分」
をつくる
「自由と進歩」
を建学の精神とする法政大学の付属校
として、
「自由を生き抜く実践知」
の育成を目指す。知
識を獲得することにとどまらず、
「自ら論理的に思考
し、他者に表現することができる力」
の育成を重視し
ている。充実した施設のもと、
「今」
を全力で生きな
がら、
「自分つくり」
ができる。

蘂044-711-4321
川崎市中原区木月大町6-1
アクセス：JR南武線・横須賀線
武蔵小杉駅、東急東横線・目黒
線武蔵小杉駅から徒歩12分

検索

法政二

■学校説明会 9/26㈯ 14時30分～、10/10㈯、11/14
㈯・28㈯ 各14時～
＝
※オンライン個別相談会・オンライン説明会も実施。詳
細はHPで確認を
■入試情報 書類：男子180名・女子90名
学科：2021年2/11㈷ 男子70名・女子55名

東京農業⼤学第⼀⾼等学校

共

学

知耕実学で本物の体験を

男女共学化とプログレス・アドバンス・スタンダー

ースに数多くの実験や実習を実施している。東京農

ドの3コース制
（内部進学生と別編成）
のスタートから

⼤を併設しているが、国公⽴⼤学・難関私⼤への進

3年目を迎えた。アクティブラーニング型授業・探究・

学が多い。部活動も盛んで、⾺術部・⽣物部は全国レ

キャリア教育を3本柱に、グローバル化が進み、技

ベルで活躍。親⾝な指導と誰もが⼀⽣懸命打ち込め

術革新が絶え間なく続く、変化の激しいこれからの

る環境があり、充実した3年間を送ることができる。

世田谷区桜3-33-1
アクセス：小田急線経堂駅より
徒歩15分
東急世田谷線上町駅より徒歩15分

東京農大第一

検索

■学校説明会 10/18㈰、
11/29㈰ ※オンラインで実施
■学校見学会 10/4㈰・18㈰、
11/1㈰・15㈰ 各9時〜、
10時〜、11時〜、13時〜、14時〜、15時〜
※上記はすべて ＝
■⼊試制度 2021年推薦⼊試に制度変更あり。詳細は
HPで確認を

成城学園高等学校

共

社会で、主体的に生き抜くための資質・能力を育む。

蘂045-971-1411
横浜市青葉区鉄町1614
アクセス：東急田園都市線青葉台
駅からバス15分、市が尾駅からバ
ス10分、あざみ野駅からバス10
分＋徒歩10分、小田急線柿生駅
からバス15分〜20分､ 新百合ヶ
丘駅からバス20分＋徒歩10分

検索

桐蔭学園

学

成城学園高校

検索

共

学

「行学一如」
で人間力を育てる

2017年に創立100周年を迎えた成城学園。校舎の新

駒澤大学推薦と難関他大学進学のいずれの進路も可

設や新カリキュラムへの移行などにより、生徒一人

能とする2コース制、活発な部活動と多彩な行事、仏

ひとりが知性・感性を育めるような教育活動を行う。

教を礎とした心の教育。この3つの教育プログラムで

また、学園全体で国際教育に取り組み、コミュニケ

生徒の人間力を育てる同校。アットホームで伸び伸

ーションの力を高めている。生徒の学びを中心に、
「伝

びとした校風で、
「行学一如」
の理念のもと、学業にも

統」
と
「革新」
の両方を大切にした教育が特長だ。

学校生活にも真摯に取り組む生徒を育成している。

■学校説明会

世田谷区成城6-1-20
アクセス：小田急線成城学園前
駅から徒歩8分

■学校説明会
（中3生対象） 10/10㈯、
11/28㈯ 各10時～、
11/7㈯・21㈯ 各10時～、
14時30分～ 定員あり
＝ （１カ月前～）
■入試日程 2021年1/8㈮ 帰国生入試、
1/22㈮ 推薦入試
2/11㈷ 一般入試：A方式 ※Ｂ方式は書類選考
※詳細はHPで確認を

駒澤大学高等学校

自然あふれる環境での豊かな学びの時間

蘂03-3482-2104

学

“新しい進学校のカタチ”を追求する

「知耕実学」
を教育理念として本物に触れる実学をベ

蘂03-3425-4481

共

桐蔭学園高等学校

10/10㈯、11/14㈯、12/5㈯
※すべて ＝ 。詳細はHPで確認を
■入試情報
2021年1/22㈮ 推薦、2/12㈮ 一般

■学校見学会 10/3㈯・10㈯・17㈯・31㈯、
11/14㈯・28㈯

蘂03-3700-6131
世田谷区上用賀1-17-12
アクセス：東急田園都市線桜新
町駅・用賀駅から徒歩13分、小
田急線千歳船橋駅からバス10分

駒大高校

検索

各15時～ ※個別相談あり
（学校説明会開催日を除く）
＝
■学校説明会 10/24㈯、
11/7㈯・21㈯、
12/5㈯ 各15時～
※個別相談あり
＝
■受験生個別相談会 2021年1/9㈯ 13時～

＝
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私立高校 学校案内

2020年10月号
ひじり

が

お か

多摩大学附属聖ヶ丘高等学校

共

学

玉川学園高等部

多摩市聖ヶ丘4-1-1
アクセス：小田急多摩線小田急
永山駅・京王相模原線京王永山
駅からバス12分、京王線聖蹟桜
ヶ丘駅からバス16分（小田急・
京王永山駅、聖蹟桜ヶ丘駅から
スクールバスもあり）

検索

多摩大聖

少人数で、細やかな生徒指導を行う共学校。教育の

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚部から大学・大学院

キーワードは
「Ａ知探Ｑ」
。Answerを一つ得ても、ま

までが集う総合学園。
「世界標準の教育」
「探究型学習」

た新たなQuestionが生まれる。その繰り返しが深い

「全人教育」
を教育の柱として、
大学の学修に必要な資

学びにつながり、学びを追究する楽しさを知ってい

質・能力を身につける。高大連携プログラムでは、
玉

く。こうして生徒たちの資質・能力を伸ばしていく。

川大学への内部進学希望者は、
高校3年生から大学の

一歩先を見据えた
「学びの本質」
がここにある。

開設科目を履修でき、入学後単位認定される。

■学校説明会
10/3㈯、11/7㈯ 各14時～

相模原市中央区淵野辺1-17-50
アクセス：JR横浜線矢部駅から
徒歩4分

あざぶふぞく

検索

蘂042-739-8931

＝ （１カ月前～）
※上記以外でも、電話予約の上、説明・案内可
■入試情報
2021年2/12㈮ 筆記・グループ面接
普通科 男女30名

麻布大学附属高等学校

蘂042-757-2403

町田市玉川学園6-1-1
アクセス：小田急線玉川学園前
駅から徒歩15分、東急田園都市
線青葉台駅からバス17分＋徒歩
10分

検索

玉川学園

共

学

日本工業大学駒場高等学校

検索

学

学力や目標に合わせて
「S特進クラス」
「特進クラス」
「進

2008年に普通科を併設以来、
中堅進学校の完成を目

学クラス」
を設定。国公立大学・難関私立大学・麻布大

指し学習支援に力を入れ大学合格実績も伸長してい

学など一人ひとりの適性と希望に見合った進路を応援

る。
2021年度募集より工学系学科の募集を停止し、
普

している。進級時にクラス間の入れ替えがあるため、

通科専一校として新たな目標に向けてスタートする。

3年間緊張感をもって授業に取り組むことができるの

生徒一人ひとりの
「良さ」
を見いだし、
育むことで
「高い

も特長。難関大学の合格者は毎年増加傾向にある。

自己目標の実現」
と
「楽しい学校生活」
の調和を目指す。

■学校説明会 10/18㈰、
11/23㈷・29㈰
■個別相談・学校見学 ※日程はHPで確認を
■個別進学相談会 12/6㈰
※上記はすべて ＝ 。詳細はHPで確認を
2/10㈬・11㈷ 一般前期、
■入試情報 2021年1/22㈮ 推薦、
3/4㈭ 一般後期

共

蘂03-3467-2130
目黒区駒場1-35-32
アクセス：京王井の頭線駒場東
大前駅から徒歩3分、東急田園都
市線
「池尻大橋駅」
から徒歩15分

検索

日駒

■学校説明会 9/27㈰、
11/1㈰ 各10時～、
14時30分～
10/10㈯、
11/22㈰ 各10時～ 10/24㈯、
11/7㈯ 各14時30分～
■入試ワンポイントアドバイス・入試要項
11/28㈯、12/5㈯・12㈯ 各14時30分～
12/1㈫～3㈭・8㈫・10㈭・17㈭・18㈮
■個別入試相談会 11/14㈯、
※すべて ＝

。 詳細はHPで確認を

す い りょう

学

横浜翠陵高等学校

共

学

Think & Challenge!
「Think & Challenge!」
のモットーのもと、
幅広い選択

5年間一貫教育で、高校3年間で学ぶ一般科目と、実

サレジオ高専

共

新たな目標に向けてスタートする日駒

5年間一貫の準学士課程で未来を開く

町田市小山ヶ丘4-6-8
アクセス：京王相模原線多摩境
駅から徒歩10分、JR横浜線・京
王相模原線橋本駅からバス5分

■学校説明会
一般クラス対象 9/13㈰ 10時～、
10/23㈮ 19時～
IBクラス対象 9/18㈮ 19時～、
10/31㈯ 10時～
■入試問題説明会（IBクラス対象） 12/5㈯ 10時〜
※上記はすべて ＝ （1カ月前〜）
（一般クラス・IBクラス）
■入試情報 2021年2/11㈷ 一般入試

きみの
「シンカ」
は麻布にある

サレジオ工業高等専門学校

蘂042-775-3020

学

高校1年から始まる高大連携プログラム

本物から本質に迫る
「Ａ知探Ｑ」

蘂042-372-9393

共

験・実習の専門科目がバランスよく設置されたユニー

を可能にする3コース制を設置。
国公立を目指す
「特進

クな
「高専」
。デザイン学科、
電気工学科、機械電子工

コース」
、
世界に寄与できる人材を育成する
「国際コー

学科、
情報工学科の4学科で、
ものづくりを学ぶ。企業

ス」
、自分にとって最適な進学を可能にする
「文理コー

からの期待も高く、
同校への求人倍率は約20倍。
国公

ス」
。いずれのコースでも
「考え、挑戦する」
経験を積

私立大学への3年次編入や専攻科への進学も可能。

み重ね、仲間と高め合いながら未来を目指す。

■学校説明会 9/27㈰、
10/31㈯ 各14時～16時
＝
11/29㈰ 10時～12時 校内見学ツアーあり
■体験入学 9/27㈰、10/31㈯ 各9時30分～12時
＝
※上記はすべて受験相談会あり。10/20㈫〜22㈭、11/7㈯・
21㈯、
12/5㈯・12㈯も受験相談会あり。詳細はHPで確認を
※個別相談は随時 ＝

蘂045-921-0301
横浜市緑区三保町1
アクセス：JR横浜線十日市場駅
か ら 徒 歩20分 ま た は バ ス7分、
東急田園都市線青葉台駅からバ
ス15分、相鉄線三ツ境駅からバ
ス20分

SUIRYO

検索

■学校説明会 10/10㈯、
11/14㈯・28㈯ 各14時～16時
＝
※Web説明会同時開催
＝
■個別質問会 12/5㈯ 9時～
■入試情報 2021年1/22㈮ 特待生・推薦、2/10㈬ 一般、
2/12㈮ オープン

私立高校 学校案内

日本学園高等学校

男子校

ミスモ

桐光学園高等学校

希望進路に合わせ、国立文系・国立理系、私立文
系・私立理系の4コースを展開する男女別学の進学

「スポーツ」
の3つのコースを設置。思考力・創造力・

校。ICTを導入、高校1年生から全員PCを所持。年

表現力を養う
「創発学」
、短期留学を取り入れたNGP

間600講座超の講習や第一線で活躍する研究者・専

（Nichigaku Glocal Program）
、自由に組み合わせ可

門家を招く、
年20回の特別講義も行う。文化部31、

■入試説明会 10/17㈯、
11/7㈯・14㈯・28㈯、
12/5㈯、
2021年1/9㈯ 各14時～
＝
＝
■入試個別相談会 11/21㈯ 13時～
■入試情報
2021年1/22㈮ 推薦、2/10㈬・14㈰ 併願・一般

運動部20のクラブ活動も活発。

蘂044-987-0519
川崎市麻生区栗木3-12-1
アクセス：小田急多摩線栗平駅
から徒歩12分
（小田急多摩線黒
川駅・京王相模原線若葉台駅か
らスクールバスあり）

検索

桐光学園

駒沢学園女子高等学校

「自念自動」
の教育方針のもと、学習活動と自治活動
を教育の2本柱とする。大学附属校ならではの文理

取り組む同校。4技能を意識した英語教育や新しい

に分けないカリキュラムにより、バランスのとれた幅

入試に対応する探究型授業、ICTスキルを身につけ

広い知識と教養を養う。また、さまざまな活動を生

る授業など、
アクティブな学びが充実。併設の女子大・

徒自らが企画・運営する機会を持つことで、人とし

短大の看護・管理栄養・保育などは女子に人気の課

ての総合力を高め、リーダーシップや協調性を育む。

程。緑豊かな20万㎡のキャンパスに訪れてみては。

稲城市坂浜238
アクセス：小田急線新百合ヶ丘
駅からバス20分、京王線稲城駅
からバス7分、東急田園都市線あ
ざみ野駅からスクールバス35分

Komajo

検索

■入試説明会・個別相談会 11/23㈷ 10時～、
11/28㈯ 13時
30分～
＝
■面接シミュレーション 12/5㈯ 10時～ ほか
＝

鶴川高等学校

蘂044-952-6705
川崎市多摩区西生田1-1-1
アクセス：小田急線読売ランド
前駅から徒歩10分

日本女子大学附属高

女子校

相模女子大学高等部

勉強、部活、学校行事。すべてに一生懸命取り組める、

舎。学力や体力をつけ、将来の夢につながる豊かな感性を

絶好の環境。国公立や難関大学への合格実績も着実

養うとともに、一人ひとりに目をかけ、心をかけ、個性を伸

に伸びているとともに、相模女子大学への推薦も充

ばす丁寧な指導を行う。併設校のフェリシアこども短期大

実。一方で、関東・全国レベルで活躍する部活動もた

学へは、優先的に進学できる道が開けており、2年間で幼稚

くさんあり、
学校行事も迫力満点。
親身な先生と頼り

園教諭二種免許状と保育士資格を同時取得できる。

町田市三輪町122
アクセス：小田急線柿生駅から徒歩
12分、鶴川駅からバス8分、東急田
園都市線市が尾駅からバス20分

鶴川高校

検索

＝ ・
2/13㈯ 各10時～13時
■入試対策講座 11/3㈷
＝ ・

女子校

「わたし色」
満開。それが相模女子

美しい自然の中に立つ、耐震・安全面を強化した近代的な校

蘂044-988-1126

■学校紹介・見学会
10/17㈯ 9時30分～、13時〜
■学校説明会
11/14㈯ 12時30分～ 校内見学、14時〜 説明会

検索

みつけよう希望 かなえよう夢を

■学校見学会 10/10㈯・17㈯、
11/7㈯・14㈯・21
＝ ・
㈯、12/5㈯・12㈯ 各10時～13時
■文化祭 10/24㈯ 9時30分～15時 ※来校予約可
■個別相談会 10/31㈯、11/28㈯、12/19㈯、2021年

女子校

自分らしく伸びやかな高校生活を

90年以上続く伝統をさらに進化させ、最新の教育に

■クラブ・施設見学会 10/10㈯、
11/7㈯ 各13時30分 ＝
■学校見学会 10/24㈯・31㈯、
11/14㈯・21㈯ 各10時
30分～
＝

■学校説明会 10/10㈯ 13時30分～、
11/15㈰ 10時30
分〜、
14時〜
＝
■入試直前説明会 12/13㈰ 10時30分～、
14時〜
＝
※上記ほかHPでプロモーションビデオ・Web説明会を順次公開
■入試情報
2021年1/5㈫ 帰国生、
1/22㈮ 推薦、
2/10㈬・12㈮ 一般

日本女子大学附属高等学校

女子校

確かな女性教育と新たな学習チャレンジ

蘂042-350-7123

学

創立1885年。
歴史に名を残す偉人を数多く輩出した

検索

日本学園高

別

男子校。目指す進路に合わせ
「特別進学」
「総合進学」

能なモジュール講習などで確かな学力を身につける。

世田谷区松原2-7-34
アクセス：京王線・京王井の頭
線明大前駅から徒歩5分、小田
急線豪徳寺駅から徒歩15分、京
王線・東急世田谷線下高井戸駅
から徒歩10分

6

一生続けられる好きなことを見つけよう

“人は得意な道で成長すればよい”

蘂03-3322-6331

2020年10月号

がいのある仲間に囲まれた3年間を送ることができる。
■学校説明会 9/26㈯、10/24㈯、11/28㈯、12/5㈯
各14時～15時30分
■WEB個別相談 10/31㈯ 13時30分～16時

蘂042-742-1442
相模原市南区文京2-1-1
アクセス：小田急線相模大野駅
から徒歩10分

相模女子高

検索

■入試個別相談
※すべて ＝

12/7㈪・8㈫・9㈬ 各16時～19時

7

ミスモ

2020年10月号

現状と対策を知る
医学部入試ガイダンス開催
年々、難易度を増す医学部受験。全受験生の上位７％が合格圏域で、倍率は一
般私大の20倍前後と超難関化。コロナ禍により履修進度や面接・小論文対策
が遅れ、学校見学をできず目標校を決められないという受験生も多い。この状
況を踏まえ
「メディカルラボ」
では、目標を定めた効率的計画や生産的勉強法、
時間管理術、最適な受験校選びまでを完全個別で指導する。情報戦とされる医
学部受験の合格に必要なポイントを学べる講演会は受験生・保護者必聴。

「医学部入試合格ガイダンス」
の話者をつとめる校舎
長・鈴木真人さん。

Information

町田市原町田6-15-8 高峰地所ビル6F 賚9時～22時 贊無休
https://www.medical-labo.com

急
田

蘂042-709-7835

町

メディカル ラボ 町田校
小

医系専門予備校

田 至新
宿

医学部受験に特化した同校オリジナルテキスト
（上）
。医
学部受験の経験豊富なプロ講師との完全個別指導。

医学部入試合格ガイダンス
⃝ 10/11㈰、11/22㈰ 各14時～ メディカルラボ町田校
⃝ 11/15㈰14時～ ホテルモリノ新百合丘
申し込み方法：HPまたは電話で。0120-456-616
参加費：無料
［講演内容］
⃝ 2021年度医学部入試動向
⃝ 最適な受験校選定の仕方
⃝ 効果的な入試直前期の学習方法 ほか
※講演時間は90分を予定

医学部受験生の
バイブル！

注目
医学部入試合格ガイダンスの参加者
には、2021年度用全国医学部最新
受験情報を進呈。

新生銀行

町田
東急ツインズ

町田マルイ

JR
町
至横浜 田

岡崎医院

内科･小児科･循環器科･胃腸科
内科・循環器科 眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武
小児科・内科 岡崎 貴美子
胃 腸 科 萩原 優
内科・糖尿病 担当専門医(東京女子医科大学）
花井 豪
名誉院長 岡崎 武臣
受付は終了の30分前まで
診
療 9
 :00〜12:30／15:00〜18:00
医院休診 日・祝､第2・4土曜､水・木・土曜の午後

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）
〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可
診療時間の詳細は

http://okazakiiin.com/

心療内科

あさお

精神科

井澤クリニック

9:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

神経科

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

薑044-

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

ミスモ

2020年10月号

行楽シーズンに近場で楽しめる
スポットをご紹介します。

箱 根・小田原M A P

海の幸が詰まった
海鮮ちらし2,300円＋税

浴槽からは雄大な
箱根外輪山が！

小田原

国指定登録有形文化財 のれんと味

宮ノ下

富士屋ホテル

だるま料理店

明治から続く名店で、
天重と新鮮魚介を

menu

⃝ すし
⃝ 天丼
（お椀・香の物付き）

⃝ おさしみ・天ぷら定食

蘂0465-22-4128

神奈川県小田原市本町2-1-30
賚11時〜20時
（L.O.）贊無休 猾あり
JR・小田急線小田原駅から徒歩8分
http://www.darumanet.com/

1,200円+税〜
1,700円+税〜
1,800円+税〜

サクッとした食感と特注ゴマ油の豊潤な香り
をまとった大ぶりのエビ。食べ応え抜群の天
重は、同店伝統の名物だ。創業は明治26年。
相模湾の新鮮魚介を使った日本料理の名店と
しても知られ、寿司や刺身、煮付けなどの一品
料理から定食まで多彩にそろうのもうれしい。
建物は国の有形登録文化財に指定され、趣あ
る佇まい。会食や宴会の席には、2階の座敷で
堪能できるコース料理
（要予約）
を。

注目

寿司、刺身、地魚の煮付けなど多
彩なメニューがそろう。

menu
⃝ 1泊2食付
（2名1室利用時）

1名 31,000円＋税～
⃝ メインダイニングルーム・ザ・フジヤ
・昼食
8,800円＋税～
・夕食
16,500円＋税～

蘂0460-82-2211

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス15分
https://www.fujiyahotel.jp/

新生富士屋ホテルで
過ごす極上時間
創業142年目の富士屋ホテルが、歴史的価値
を残しつつ、
耐震補強・改修工事を行い生まれ
変わった。フロントカウンターを昭和52年以
前の位置に移設して復原。
ラウンジのオーシャ
ンビューパーラーも復刻する。また、スパ＆リ
ラクセーション施設をフォレスト・ウイングに
新設。
1936年建築の花御殿には、
ペントハウス
スイートが誕生。
宿泊者専用ラウンジを利用す
れば、
大人のホテルライフが満喫できそうだ。

注目

大正9年建築の旧宴会場を復原した
「レストラン・カスケード」
も登場。

8
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ミスモ

2020年10月号

ふ るさと の 銘 菓

材料

2人分

らおうと作られたのが

国の人たちに知っても

という。そんな梨を全

危機的な状況に陥った

などにより幾度となく

持つが、天災や黒斑病

から百年以上の歴史を

二十世紀梨。栽培開始

鳥取の名産といえば

らない。

の製法は創製以来変わ

れば出来上がり。独特

後に粉を振って乾燥す

のも、味わい深い。最

ど表情が一枚ずつ違う

ると、その穴の位置な

いうから驚く。よく見

のように穴をあけると

一枚一枚、手作業で種

断面が梨のみずみずし

銘菓
「二十世紀」だ。慶

さを醸し出す。モチッ

透けるような肌艶と

が大正 （ １ ９ ２ ２）年

と柔らかい食感で歯切

応４
（１８６８）年創業

に 創 製。 水 飴 と 砂 糖、

れがいい。梨の果汁は

11

の老舗菓子店
「亀甲や」 キラキラと輝く透明な

寒天を固めた生地で梨

入っていないが、上品

http://www.mismonet.com

の輪切りの姿を再現し

★過去のレシピがホームページで見られます

たゼリー菓子だ。

時間がない場合は切り身をそのままソテーし
て野菜を添えただけでもおいしくいただけま
す。秋は日本で捕れる秋鮭
（白鮭）
がおいしい
時期を迎えます。鮭はタンパク質やビタミン、
DHA、EPAが豊富。野菜や調味料との組み
合わせもよいので、料理のバリエーションが
広がりやすくなります。

な甘みとほのかな香り

豆知 識

が梨の風味と季節感を

⑤器にご飯と❹を盛り付けて適宜小ネギをち
らす。

精選した材料を混ぜ

④キャベツが透き通ってきたら鮭をフライパン
に戻し、
ショウガ、
合わせ調味料を回し入れて
木べらで全体を混ぜ合わせ味をなじませる。

て円筒状の型に入れ固

③❷のフライパンにサラダ油を入れて中火から
強火で熱しキャベツ、ピーマン、シイタケを
炒める。

感じさせる。夏は冷凍

を楽しむお店」
でワークショップや販売を行う。

②フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、
鮭を入れ両面焼き色をつける。別皿に取り出
してフライパンの余分な脂をペーパーでふき
取る。

してもおいしい。

調理師、食生活アドバイザー。「食」の楽し
さ、大切さを伝える食育活動や、
「T'spoon パンと紅茶

①鮭に酒をふって5分置き、余分な水分をふき
取り小麦粉を薄くまぶす。

めたら、翌日に中身を

島田朋子

作り方

出 し て 薄 く ス ラ イ ス。

ご飯�������������� 2杯
鮭
（生・または甘塩）
（骨を除き、
一口大のそぎ切り）
 �2切
（180g）
酒�������������大さじ１
小麦粉������������ 適量
キャベツ
（ざく切り）
 ��150g
（約1/8個）
ピーマン
（種とヘタを除き、
乱切り）
 � 大1個
生シイタケ
（一口大に切る）
 ���� 1個
サラダ油
（鮭用）
�� 小さじ1/2～1
（鮭の脂の量による）
サラダ油
（野菜用）
������小さじ１
赤味噌����������大さじ１
砂糖………………………… 大さじ１/2
豆板醤� 小さじ1/4～1/2
（好みで辛み調整）
醤油���������� 小さじ1/2
酒������������ 大さじ2
ショウガ
（皮をむいて千切り）
 ��� 1片
小ネギ
（小口切り）
������� 適宜

回

鮭のピリ辛
みそ炒め丼

鳥取県鳥取市

秋鮭と野菜をご飯がすすむ味付けに

34

第

二十世紀

VOL .

71

亀甲や ご注文・問い合わせ蘂 0857-23-7021
鳥取県鳥取市片原2-116 営業時間／8時30分~18時30分、日曜、祝日は17時30分ま
で 定休日／無休 二十世紀 8枚入り 540円

ミスモ

スクール

ショップ

中華料理

2020年10月号

10

ショップ

図書館での自習環境も万全

ヘアマニキュアで艶やかな髪へ

本格中華で身も心も温まろう！

オーパがNEW & RENEWAL

1学年120名を基本とし、細やかな指導を行っ
ている同校。高校生には20時20分まで図書館
を開放。個別ブースで、集中して学習できる。
卒業生の協力を得て学習コーチャー制も導入、
気軽に質問できる環境が整っている。

白髪が気になるなら、艶やかでハリのある髪に
仕上がるヘアマニキュアを。頭皮にカラー剤を
塗布しない独自の技術を使って髪の表面をコー
ティングする。
10月末まで予約時に
「ミスモを見
た」
で、
通常8,000円+税～が6,400円+税～に。

素材や調理法にこだわった本格中華料理が楽し
める人気店。鶏の旨みが凝縮された
「蒸し鶏の
スープ」は、ショウガ入りで心も体もポカポカ
に。白湯スープでコク深い味わいを引き出した
「フカヒレスープ」も美味。

10/9㈮から
「アフタヌーンティー・リビング」
など計10店舗が続々オープン！さらに10/9
㈮～11㈰はオーパのリニューアルを記念し、
各ショップからアプリ会員限定でお得なクーポ
ンを配信予定。詳細は公式アプリまたはHPで。

多摩大学附属聖ヶ丘高等学校

The HAIR LOUNGE Hatsuko Endo AVEDA

蘂042-372-9393

蘂044-712-0620

青葉 Aoba-Azamino

新百合丘オーパ

蘂045-500-9206

蘂044-965-2121

多摩市聖ヶ丘4-1-1
https://www.hijirigaoka.ed.jp

川崎市麻生区万福寺1-18-1 小田急マルシェ新百合ヶ
丘2F 賚10時～19時 ※メニューにより最終受付時間
が異なる https://beauty.hatsuko-endo.co.jp/

横浜市青葉区あざみ野南2-1-21 ベオラプレイス
B2F-A 賚12時～15時
（L.O.14時30分）/17時30
分～22時
（L.O.21時）贊月曜 猾あり

川崎市麻生区上麻生1-1-1
賚10時〜21時
（一部飲食店7時〜23時） 贊不定休
https://www.opa-club.com/shinyurigaoka/

グルメ

イベント

ショップ

住まい

芦ノ湖畔で本格ピッツァを

グリーンホール相模大野30年

調理家電祭り開催中！

10/17㈯Webセミナー開催

ⓒKoichi Miura

テラス席や吹き抜けの店内は開放感抜群。30
種類の本格ピッツァや、地元食材を使ったイタ
リアンを本場のワインと共に楽しめる。エッセ
イスト・画家・ワイナリーオーナーでもある玉村
豊男氏のミュージアム＆ショップも併設。

日本フィルハーモニー交響楽団第16回相模原定
期演奏会が12/6㈰14時30分～開催。指揮は
下野竜也さん、ヴァイオリニストに三浦文彰さ
んが登場。プログラムはオール・ベートーヴェン。
S席6,500円、A席5,200円
（全席指定）
。

ビックカメラでは、11/1㈰まで調理家電祭り
を開催。期間中、対象商品を購入すると、基本
10％のビックポイントサービスに加え、最大
5,000ポイントをプレゼント。店頭でもネッ
トショップでも買い物ができる。

10/17㈯10時30分 ～ 11時30分、
「アクセ
ントクロスで自分好みのお部屋に」をZoomで
開催。インテリアコーディネーターが、アクセ
ントクロスの選び方や施工の注意点などを解
説。予約・申し込みは下記URLから。

芦ノ湖テラス イタリアンレストラン ラ・テラッツァ

相模女子大学グリーンホール

ビックカメラ町田店

新ゆり 小田急 住まいのプラザ

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根61 賚10時30分～
20時（L.O.19時30分）、土・日・祝は9時～ 贊無休
http://www.ashinoko-terrace.jp/restaurant.html

会場（大ホール）
／相模原市南区相模大野4-4-1
http://move-ticket.pia.jp/

町田市原町田6-12-20 小田急百貨店町田店7・8F 賚10
時～20時 贊無休 https://www.biccamera.com/bc/i/
shop/shoplist/shop124.jsp

川崎市麻生区万福寺1-18-1
賚10時〜18時30分 贊水曜 申し込み：https://
www.odakyu-fudosan.co.jp/support/event

蘂0460-83-1074

■10/12㈪ 10時〜12時

■11/28㈯
11時30分〜12時30分

「秋のポーセリンアート」

「菜食健美カフェ」

プロ ス
グラ
ム

演者：紙芝居文化の会メンバー
予約：要 定員：15名 参加費：無料
※カフェでお飲み物をご注文いただけます

リリオスカフェ 土曜日オープン！
■10/24㈯ カフェコンサート

定員：12名 参加費：500円

■10/17㈯ 10時〜11時45分
英語アニメシアター

「三曲あさお お琴と尺八のコンサート」

定員：親子5組 対象：小学生 参加費：無料

しんゆり交流空間 リリオス

10・ リリ
11月
オ
の

「リリオスかみしばいカフェ」

定員：8名 参加費：1,000円

■11/17㈫ 13時〜14時、11/24㈫ 11時〜12時
野菜ソムリエCanacoさん

「ライオン・キング」

蘂042-742-9999（チケットMove）

■11/28㈯ カフェコンサート

「二胡と電子ピアノのコンサート」

参加申込みはWEBサイトにて http://www.lirios.jp

蘂044-281-5036 川崎市麻生区万福寺2-1-22 新百合ヶ丘ハウジングギャラリー横
新百合ヶ丘駅南口徒歩3分

蘂042-726-1111

蘂0120-090-918
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ショップ

グルメ

グルメ

イベント

平日は駐車場が2時間無料に

くつろぎ空間でブランド牛を

小田原で寿司・海鮮料理を

豪華商品が当たるLINE抽選会

約120店舗がそろう開放的な屋外型アウトレッ
ト。11/30㈪までの平日は、館内の併設A、
B、
C駐車場が誰でも最初の2時間無料（通常200
円/30分毎）に。買い物金額に応じた駐車時間
の延長サービスも。新店も続々OPEN！

小田原駅前にある「ステーキハウス金井」。厳選
食材をプロが調理し、くつろぎの空間で楽しめ
ると評判だ。供されるのは、希少価値が高い神
奈川県のブランド牛や自社農園の作物、産地直
送の野菜など。親しい人と存分に味わって。

小田原名物の海鮮料理や寿司やてんぷら、ステ
ーキなど、職人が丁寧に仕上げる絶品料理が味
わえる。写真はカサゴの唐揚げ（1,580円＋
税）。「本誌を見た」で、食後にコーヒーor自家製
ジュースサービス（12月末まで）。

「たまプラーザ テラス」では10周年を記念し、
10/1㈭～7㈬、LINE de CHANCE
（応募型抽
選会）
を開催。
応募期間中の購入レシート5,000
円以上（合算可）で1回応募が可能。プロジェク
ターなど豪華商品が107名に。詳細はHPで。

三井アウトレットパーク 多摩南大沢

ステーキハウス金井 小田原駅前店

寿司・海鮮料理

蘂042-670-5777

蘂0465-22-5951

蘂0465-24-3400

受付時間／10時～20時 猾あり
https://mitsui-shopping-park.com/mop/tama/

神奈川県小田原市栄町2-1-29 3F 賚11時〜15時、
17時〜23時
（L.O.22時30分）贊月曜
https://irifuneinc.com

神奈川県小田原市栄町2-1-29
賚11時～23時
（L.O.22時30分）贊無休
https://irifune-group.com/

横浜市青葉区美しが丘1-1-2
http://www.tamaplaza-terrace.com/

スクール

サービス

シネマ

イベント

11/3㈷・4㈬入試を実施

箱根町のお得なふるさと納税

入船 小田原駅前店

「望み」が10/9㈮公開

たまプラーザ テラス

蘂045-903-2109

「秋の昼食付見学会」開催

Ⓒ2020
「望み」
製作委員会

教育の二本柱は
「高い学力」と「豊かな心」
「自主
。
的・主体的に考え行動」し
「楽しい生活と凛とし
た気高さをあわせもち世界に通用するリーダー
的存在」の育成を目標とする。入試日程11/3
㈷・4㈬、出願期間10/1㈭～4㈰Web出願。

日本屈指の温泉地・箱根のふるさと納税では、
謝礼品として、名産品はもちろん、箱根の旅館
やホテルで利用できる宿泊補助券も選べる。箱
根のまちづくりを応援しながら、お得に箱根旅
を楽しめるふるさと納税に注目！

東京都市大学付属小学校

箱根町 総務部財務課

蘂03-3417-0104

世田谷区成城1-12-1
http://www.tcu-elementary.ed.jp

「クローズド・ノート」
「検察側の罪人」
の著者・雫
井脩二の渾身のサスペンス小説「望み」が映画
化。愛する我が子は犯人か、それとも被害者か、
極限の家族愛を描くサスペンス・エンタテイン
メント。上映日は変更の場合あり。

シニアライフを快適に楽しむための住まいを提
供するセコムグループが、11/12㈭～22㈰、
介護付有料老人ホームの見学会を開催。完全予
約制で各日先着1組2名、昼食付きで参加費無
料。安心・安全・快適な生活を体感できる。

イオンシネマ新百合ヶ丘

蘂044-965-1122

コンフォートガーデンあざみ野

蘂0460-85-9563
https://www.town.hakone.kanagawa.jp

川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオンスタイル新百合ヶ
丘6F 問い合わせ／9時～21時
https://www.aeoncinema.com

横浜市青葉区あざみ野1-23-6
賚9時〜18時 贊無休
https:/ /www.secomfort.com

蘂0120-756-003

ミスモ

2020年10月号

本誌掲載の情報は2020年9月現在のものです。本誌に掲載の価格は、税抜価格の記載
（＋税）
を除き、税込価格です。
料金は変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。

12

