
明日をつか
^'^X^X^屍^

明日から個人面談が始まります。暑い中ですがよろしくお願いします。実りある面談となる
ように、進路希望調査から変更はないか、本人と保護者で進路希望について考えが違うところ
はないかなど、ご家庭で確認して、担任との面談にのぞんでください。

《進路情報》

①県立二俣川看護福祉高等学校(学校説明会)(相鉄線俣川駅から徒歩15分)
7月2 0日(士)・ 8月3 1日(士) 9:3 0~ 1 2:0 0頃

看護科と福祉科のある公立高校です。事前の申込みは必要ありません。詳しいご案内1
各クラスに置いてあります。

9月6日(金)・ 7日(士)には文化祭(f高祭)、 1 0月1 2日(士)・ 2 6日(士)
には学校説明会と体験講座(要申込)があります。こちらの詳しいご案内も各クラスに置
いてあります。

②横浜市立東高等学校(学校説明会)
(京急鶴見駅から市営バス(38・41系統)「東高校前」下卓)

7月2 7日(日)・ 2 8日(月)

午前の部10:30~、午後の部13:30~(鶴見公会堂にて)
鶴見公会堂は京浜急行線京急鶴見駅から徒歩5分です。申し込みは不要です。詳しいご

案内は各クラスに置いてあります。
9月2 1 (土)・ 2 2日(助には文化祭(東高祭)、 11月2日(士)には学校説明会

・見学会(詳細は、後日ホームページでご確認ください)が行われます。

③神奈川県立逗葉高等学校(学校見学、学校説明会)
(京浜急行新逗子駅よりイトーピア中央公園行き京急バス「逗葉高校」下卓)

夏休みの学校見学士日および8月15日(木)を除く平日
学校説明会 8月15日(木) 10:30~逗子文化プラザホール

夏休みの学校見学は事前の申し込みは必要ありません。 9:55までに事務室に行って
ください。学校説明会は逗子文化プラザホール(京浜急行線新逗子駅から徒歩2分)で行
われます。申し込みは不要です。ご案内は各クラスに置いてあります。

9月7日(士)には文化祭(逗葉祭)、 9月2 8日(士)には部活動体験、 11月16
日(士)には入試説明会が行われます。

④三浦学苑高等学校のチラシを全員に配布しました
京浜急行線汐入駅からバスで12分位の所にある、普通科と工業技術科がある私立の共

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武相高等学校のチラシを男子全員に配布しました
東横線妙蓮寺駅(または白楽駅)から徒歩10分の所にある私立の男子校です。オープ

ンキャンパスのご案内のチラシを配布しました。

⑥鎌倉女子大学高等部のチラシを女子全員に配布しました
JR根岸線本郷台駅徒歩15分の所にある私立の女子校です。新しいコース編成につい

てのご案内のチラシを配布しました。

横浜市立釜利谷中学校

進路通信

2019、フ、 8 (月)

第17号
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ



目 電奪二 神祭川県立

'象、柏陽高等学校
、 ト、 、、

創立紹キ郵2年4月課程:全日制

、

「授業の柏陽」次世代を担う人材の育成~次代を創る・リードする~
学力向上進学重点校の本校では、質の高い授業、課題研究を行う総合的な探究の時闇「科学と文化」、最先端科学等を学ぶ
「キャリアフップ誹座」、海外修学旅行、UCLA研修等の突施、きめ細かな逝路指導に力を入れ(国公立大合格142名)、また、

学校全体が燃える3フェスティバル(体育祭・文化祭・合唱祭)や部活動等、高い学力と豊かな人問性の向上に取り釦んでいます。

0 学校法人山手英学院

山手学院高等学校

P

゛を、

1 '゛、、

く利用交通機関)
●爪根岸線本拠台駅から徒歩5分

〒247-0004 描浜市栄区柏陽1・1
電語 045杷92}2105 FAX:045(895)0856
URL h如SノノWV州Penk臼遂awaedjPノル永Uyoh/
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都立:昭和41年課キ呈全日制

世界を語台に活躍できる国際人の育成

(遜ヲみなと総合高^父

学校倉」立以来続く2週問の北米研修プログラムなど、世界を身近に感じることのできる国際交流教育が山手
学院の特色です。生徒一人一人の進路決定をサポートする充実した逃路指導体制や活発な部活動も魅力です。

,

歴

横浜市立

(利用交通機関)
●旧京浜東北・根岸線「港南台駅」徒歩12分

<学校説明会>
8月21日(水)
10.卯~11:30

1330~15:00

10月19日(士)
10:00~11 30

12月14日(士)
10.00~11・30

一班蹴弐ザ
^些一ーー
^護卦愁雰蛯だ醒

製奨裂羅蒜騎

^

〒247-0013 横浜市栄区上郷町460
電話 0451891}2111 FAX:045(894)2306
URL http:ノノWYJW.ya1旧le'gakuin 印.jp/

鄭一

飢立:早虚14年4"髄課程;単位制による全日制

fβ*、ど

-4二

「知織活翔力」「自己表現力」「人問関係力」を培い、人問力を高めます。第二外国語、簿記、心理学、手話など、総合学
科の々子色である幅広い選択科冒の中から自分で学びたい科目を選択できます。「キャリア敦育」と「国際交流」に力を入
れており、毎年多くの留学生を受け入れてぃます。*平成29年度入学名選抜より「在県外国人等特別募集」突施

栄公会堂
栄公会堂
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だ会.横浜緑ケ丘高^
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く体育祭)
6月26日(水)

本校(非公開)
(文化祭>
9月28日(土)
10:00~15:30 本校

9月29日(日)
9:30~15.00 本校

本校

、ぞ

本校

く利用交通饗関)
●JR根岸線「石川町」駅下車徒歩4分
●みなとみらい線「日ホ大通リ」駅下車
徒歩7分

●横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅
下車徒歩れ分

〒231.0023 横浜市中区山下町231
電話:045佑62}3710 FAX:045(663)2495
URL 脚ノノ州刊吐LCIW.闡加"「日1昇則餓WnNm瑚0/

、

(授章公開)
11月12日(火)
10:05~12:25

11月13日(水)
10.05~12:25

夏休み学校説明会
7月26日(余)
10:00~12:00 本校
※HPから要予約

創立:大正12年明繰i呈全日割

ヅ 1 f,ノ神奈川県立

^^等学校云'九 L'意こ,L"_..^^等学校'い城舎酪諸、1た叢加もと、生徒映伴畍、轍行紅、部活畍卿郷でぃ討。

幅広い人W性を身につけた社会のりーダーとなる人材をガ成する。大学受験
に対応する学力だけではなく、「総合的な探究の時問」における探究活動など
幅広い学力を養成している。 90年余りの歴史を持つ伝統校で、全Π制には
珍しく学生食堂があり、南館の新設(H26)、西館・東館の改修も終了(H2力
し、明るく快適な生活環境を備えている。総合力の介成をⅡ指したカリキュ
ラムを編成し、学びの質と量の更なる充突を目指している。

学校説明会
10月12日【土)
14.00~16:00 本校
11月9日(土)
14.00~16:00 本校
11月30日【土)
10.00~12:00 本按
※3回ともHPから要予約

本校

▼禽;趣武乞.'、、
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j毒、ゞミ釜1^

本校

(夏季学校説明会)
8月21日(水)

関内ホール

〒231-0832 横兵市中区本牧縁ケ丘37番地
電語 045(621拾641 FAX:045(624)0765
URL h即ゾノリ州州y剛伽「1師ka・h卿・k3f旧g3舶田IP

(文化祭)
9月28日(士)
9月29日(日)
※体育祭は6月に実施

山手柴
9月28日(士)
10.00~15.00 本校
9月29日旧)
10.00~15:00 本校
来入試相識コーナー高り

創立昭手吃1年4月課程:全日割・昔通科

、リ

く学校説明会・授業公開)
11月23日(士)
(冬季施設見学会)
12月13日(金)
12月16日(月)
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横浜学園高等学校

学校法人横浜学圃

(利用交通機閼)
●JR京浜東北線件良岸」駅下車徒歩20分また

は横浜市営バス「東揺院前」下車徒歩5分

〒231.0825 横浜市中区本牧間門40・1
電話:045{621}0261 FAX:045{624}3756
URL h廿P.ノノVハⅧ.γ・T31emんP肌胎「1a邸Wa.edjp

(利用交通模関)
●JR根崖娘山手駅下車徒歩13分

創立.明治32年2月課程.全日制

ー' 一芝窒茂'・響灸ト

世の役に立つことの重要性を教育します

(学校説明会)
7月30日(火)関内ホール

10:30~1200

14:00~15:30

10月27日旧)本校
10:00~11:30/13:30~15:00

11月30日(士)本校
10:00~11:30

(文化祭)
6月29日(士)1000~15'30
6月30日1臼) 9:30~15:00

<体育祭>
10月9日(水)本校【非公開)

ー^

「浜学でよかった。」そんな声が3年後に聞けるように。
「浜学での3年問」を私たちは常に生徒に寄り添いながら「安心して学べる学校づくり」を目指しています。

(利用交通模関) 打'ニンク留税謀会峯事ミ申込護学絞説明会染事前申込Z遵
●市営地下鉄「弘明寺駅」よりバス円分。 2月4日【永)1730~19:3010月19日(士)・ 11月2日ι士}

JR根岸線「根岸'剣よUバス巧分。
窯生徒讓麟ミニ説靴制11月9日(土)・ 11月23日(土)

●京浜急行「井士ケ谷駅」または「解風浦駅」
11月30日【士) 9月27日(全" 0.00~14・00

よりバス15分
いずれも10:m~1100 本校にτ 9月28日{土" 0:00~14'00

●泳上記により「闇村町」下車 その他随時ご相談に応じます。オープンスクール蕪事前申込屯要
オープンスウーJ防よびイプニング含嗣鼎祭8月24日【士" 0.00~12:30〒235.0021 横浜市磯子区岡村2-4-1
会のお申し込●仕、 HP"お腰いいたしま11月9日【士)11:30~12:30雷話:045【751)6941 FAX:045【761}7956

11月30日【土】11:30~12:30 オ,貸鴛話求も"から之瓢、いたしま;、URL' yok0目己ku@yok0且日ku.ed.jp

く学校説明会)
10月19日(土)
10.30~11:20

12月14日{士}
10.00~10:50

<体験授業>要予約
10月19日{土}
9・30~10:20 本校
(体験部活動)要予約
10月19日(士)
1230~13;30 本校
12月14日【土)
1120~1220 本校

本校

本校

<オープンスウール>
10月28日(月)~11月1日(封
9:50~15:15 本校

く立野祭【文化祭D
9月7日【士)
10.00~15:00 本校
9月8日旧)
10.00~14:30 本校
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