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輝けきみの明日
一行きたい・知りたい公立高校一令和2年度入学生にむけて

『輝けきみの明日』が届きました。 5月に申し込んだ方は、代金(900円)と引き換え

にお渡しします。

特別な集金袋などはありませんので、封筒に『'し'の畴三・ 900 ・、、 』を

記入して、担任に渡してください。

《進路情報》

①神奈川県立柏陽高等学校(学校説明会) σ R根岸線本郷台駅から徒歩5分)

8月2 1日(水)午前の部 10:00~

(栄公会堂にて)午後の部 13:30~
栄公会堂はJR根岸線本郷台駅から徒歩8分です。ホームページからの申し込みが必要

です。 7月1日明)の午前10時から受付を開始しました。午前の部、午後の部ともに

定員は550名ですので、ご希望の方はお早めにお願いします。

9月28日(土)・ 29日(日)には文化祭(柏陽祭)※相談室にて個別相談有りです、

10月19日(士)には第2回学校説明会(高校体育館にて)があります。

個別の学校見学も受け付けているので、事前にホームページで見学可能日時を確認し、

電話でお申し込みください。

②神奈川県立追浜高等学校(学校説明会、体験プログラム)
(京浜急行線追浜駅から徒歩13分)

学校説明会 7月3 0日(火) 1 0:0 0~ 1 2:0 0

体験プログラム 9月21日(士) 9:30~12:00

学校説明会は横須賀市文化会館(京浜急行線横須賀中央駅から徒歩10分)で開催され

ます。事前申込みは必要ありません。体験フログラムは往復はがきでの申込みが必要です。

2 0 1 9、フ、 2 (火)

申込み締め切りは8月23日(金)です。(当日消印有効)詳しいご案内と申込方法は、
各クラスに置いてあります。

10月26日(士)には第2回学校説明会があります。

③横浜創学館高等学校のパンフレットを全員に配布しました
京浜急行線金沢八景駅から徒歩15分の所にある私立の共学校です。学校説明会等のご

案内が掲載された学校案内のダイジェスト版を配布しました。

④鵠沼高等学校のチラシを全員に配布しました
JR東海道線藤沢駅から徒歩15分の所にある私立の共学校です。オープンスクールの

ご案内のチラシを配布しました。

⑤北鎌倉女子学園高等学校のチラシを女子全員に配布しました
JR横須賀線北鎌倉駅から徒歩7分の所にある私立の女子校です。夏の学校訪問会のチ

ラシを配布しました。
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令和2年3月31日をもって完校となりまt。
休育祭明 5日{水} 9,卯~15α)本牧

10{玲~15m 本校文イ際朗知日栓)

^

8月22日(木)授業見学
9:30~11:30

13:00~14:30

8月23日(全)授業見学
9:30~11:30

13:00~14:30

12月7歐土"0:00~12:00
実習室見学、入試説明

俳公矧
佛公鬪
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創立昭和36年10月
課程.全日制、定時制
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磯子工業高校全日制は、機械科・電気科・建設科・化学
科の工業4科からなる専門高校です。工業技術立国を支え
るべき使命に基づいて、普通高校とは異なる特色や個性の
ある学校づくりを進めています。人力が21世紀を豊かに
快適に生活していくために、必要となる知識や技術・技能
を学ぷことができます。また、一人ひとりの将来の湛E路を
見据えて、役立つ資格の取得も奨励しています。部活動も
運動部・文化部とも盛んで、工業の1寺色あふれる部もあり
ます。

^

^

(利用交通機関)
●京浜急行線「屏周,浦」駅下車徒歩13分
●爪根摩線「磯子」駅下車

バス①番のりば洋光台駅行7分旺門削下車
●JR根岸線「洋光台」駅下車
バス④番のりぱ磯子駅行15分「正門前」下車

〒2350023 横浜市磯子区轟5-24-1
電話 045【761】0251
FAX:045(754)3171

URL: h如S:ノノW冊i促n・胎「旧8合佃.ed.1P/isogo・m/

,
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巨4氷耽'尺高等学校

(鞍税殆像絵ι見怜})
● 8月22日(木)
9:30から「4回」予定
*事前申し込みは不要です。
合沢公会堂及び本校にて

●12月21日(士)
9:30から「1 回」予定
*事前申し込みは不要です。
横浜市立大学及び本校にて

く学校説明会・施設見学会)
7月20日{土} 10.00~12.00 横浜市立大学金沢八景キャンパス
12月7日【土) 10:00~12:00 本校
く授業見学会)
9月21日(士) 10:00~12:00 本校

<一日体験入学)
9月21日{士} 13.00~帽:00 本校崇事前申し込みが必要です

く文化祭)
10月26日{士} 12:00~14:30 本校
10月27日(日) 10:00~14'30 本校
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磯子工業高校定時制は「ものづくりをべースとした定時
制総合学孚U 高校です。単位制高校ですので必ず学ぶ科目
以外に、興味関心に応じて学ぴたい科目を選ぶことができ、

4年問学んで単位数力町4単位以上になると卒業できます。
また、豁合学科高校の校外述携講座を受講したり、技能密
4、トやIE通併修で単位を多く修得することにより、 3年制で
卒業することもできます。部活動は内由参加ですが、運動
系・文化系とも多くの生徒が活動しています。

創立:昭和聞年4月課1呈全日制

~Discover the vvorld ^

来年度より磯子高校と再編・統合し、新しい高校としてスタートします。新校では、英語コミュニケーシ
ヨン能力の向上と国際教育を一層推進し、国際性豊かな人材を育成します。
く利用交通捜関)
●京兵急行腺能見台駅より 【氷炎祭(文化祭)】
京釦快「氷取沢高樹行き泳取沢高樹下車1分 9月7日(土)

●JR担岸腺洋光台駅よ1/ 伯:30~本校
市営バス「上中里団地循剰行き f下ケ谷」下車碕 9月8日(日)

●JR根岸線津光台駅より 10:00~本校
京急恢「金沢文庫西口」行き「下ケ谷」下車59 【体育祭】炎非公開

〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢町938・2 1体験授業】崇予約制 6月5日(水)
電話:045【フ72}0606 FAX:045{フ76}2468 【合唱祭1 崇非公開10月19日(土)

1月31日(金)11:10~12:00 本校URL htφノノⅥ冊 h11Ⅸ」zawa・んPeryka'堤目ヨV拍.ed.JP/

でヲ磯子高等学校

',

★文化祭
11月2日(士)
生徒作品コンテスト
2年生によるへアショーなど

神奈川県立

創立舶青閃2年4月課程:全日制

、1'、1.

(学校説明会)
12月1日旧)
1月11日(土)

(文化祭)
10月27日(日)

で峯^横浜市立

^1鋲商業高等訓'蛎州

本校は、ステューデント・ファーストの肌念の基、「モラルあるよき市民」の
育成をめざし、日々生徒を支援する体制の充実を図っています。学力向上、
部活動の活性化はもとより、オーストラリアの姉妹校との述携や留学生の受
け入れ等、国際理解教育にも力を入れています。また地域迎携により、互い
の教介力を活用した公開評座等、多様な¥びの機会を捉供しています。
令和2年度より氷取沢高等学校と統合し、新校に生まれ変わります。

13:00~16:00 神奈川工業高葬学校(定通合同説明会)
10:00~12:00 本校

-19-

1000~14:30 本校

【学校説明会】
8月17日(土)
10m受付 10;30~全沢公会堂

10月19日(士)
9:30受付 10(玲~本校体音館

11月16日(土)
9.30受付 10,卯~本校体育館

12月14日(土)
10.m受付 10:30一外部ホール

、

〒235-0042 横浜市磯子区上中里町4"番地
電話 045{フ72}0166 FAX:045(フ76)2439
URL h如:ノノ艸W.isoe0んPe丹ka旧目副aed.jp/

創立恕東迄3年4月褒程:全日割

理容師・美容師・ダブルライセンスもY校別科で目指そう

篭●ン戸 横浜市立

鰯シ金沢高等学校

少人数制の実習指導やポランティア実践で高い技術や職業観を学び、これからの理容・美容業界を担う人材
を育成します。ダブルライセンスクラスもスタートしました。国家試験の合格率は高く、就職率は100%です。写

(利用交通謬関)
●天神楕【バス停)下車徒歩5分
●横浜駅京急110系絖、市営102系統
磯子駅京急110系絲、市営113系統

●徒歩市営地下銭言野田瑪R 徒歩20分
JR根岸駅徒歩25分

〒23500"横浜市磯子区丸山1・22-21
電話 045(751}5151 FAX:045【754)6739
U凡:榔ノノW州吐L0畍璃d曹阻!且則SdW加Y・鄭b獣が

(利用交通棲関)
●側貝岸系早洋光台駅より市営バス(107系薪)

巧分「さわの里小前」下車荏歩1分
●京浜急行金沢文庫駅よリ京急バス(107系

栽)20分「上中里町」下車荏歩5分
●京浜急行上大岡駅よリ江ノ置バス20分

「上中里町」下車徒歩5分

3月(春休み)
授業体験、学校説明

(金高祭(文化祭))
●9月14日(土)
●9月巧日(日)

創立紹1促6年4月課キ呈全日制

~ぜんぶやる!それが"金高"スタイル!~
桜臨ま畊の雁難擶、浄麒即織岫鎗劃啼初北、恐卓力續加敷和育厳騎してい討。樵"鮪類鈴確黙鞭鰄のお疑射、疑九グラムの
熊伽年臥牲幼封ラス閉}や雛村艀との挺雄携験雛といダ浄加上の瑚に峨、祥,昆麟易帥紛動障縦粉諏嘱姓縦鰄Lていき討。
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*詳しい時問は宗定。
HP等でご確認ください。

*一般公開しτいます。
申し込みは不要です。

^

<会高OPEN DAY>
●T1月23日(土)
説明会1二@11:30、②12.50
横兵市立大学にて2回予定
*「授黨旦学」「罫活体珪旦学」も
宝島しまt。貼捻HD等で要確奥.

*「部賃身体験jを肴望tる生徒捻
事前申し込みが必要でオ。

彫1磯子工業高等^

、・ニ,P/

(利用交通機関)
●京浜急行線 金沢八畏駅徒歩5分
●シーサイドライン会沢八景駅徒歩5分
●駅から近く、通学にたいへん便利です。

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番地1号
電謡 045(781)5761 FAX:045【788)5150
瞭ヒゑ如ノNイWeduclM仙dw「赴則SCW鬮柚旧酬W

盟オープンキ十ンパス
6月22日(土)

9:30~12:30 本校
理客・美容の実習体験

7月23日(火)
9.30~12:00

卒業生によるデモンスト
レーションや実習体験
等行いまt。
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