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個人面談も最終日となりました。お忙しい中、ご協力ありがとうございます。この面談で「令
和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜募集案内」(蜜柑色の冊子)をお渡ししています。

この冊子には、選抜制度の概要や日程など大切なことが掲載されています。 36ページから
は、検定料等減免制度や就学援助制度などが掲載されているので、ご家庭でも確認をお願いし
ます。疑問点などは教育委員会や区役所にご相談ください。

《進路情報》

①神奈川県立氷取沢高等学校(学校説明会)
(京急金沢文庫駅より京急バス(富3・107)「下ケ谷」下卓徒歩5分、(文9)は高校行)

:30~(金沢公会堂)(土) 10:30~、8 17

来年4月に磯子高校と再編・統合し、新しい高校としてスタートします。学校説明会は
金沢公会堂(京浜急行線金沢文庫駅から徒歩12分)で行われます。申し込みは不要です。

9月7日(士)・ 8日(日)に文化祭(氷炎祭)、 10月1 9日(土)には、第2回学校
説明会と体験授業(要予約)、 11月16日(士)には第3回学校説明会が行われます。

10月19日(土)の体験授業の予約は1ケ月前より行います。詳しくはホームページ
に掲載されます。

②神奈川県立釜利谷高等学校(学校説明会)
(金沢文庫駅より京急バス能見台卓庫行き文⑧か氷取沢高校行き文⑨「釜利谷高校」下卓)

8月15日(木) 14:00~(杉田劇場)
学校説明会は杉田劇場(京浜急行線杉田駅から徒歩5分)で行われます。申し込みは不

要です。 11月2日(士)には文化祭(釜高祭)、 10月19日(士)には第2 回学校説
明会と体験授業・部活動体験(要予約)が行われます。体験授業・部活動体験は、 9月頃
ホームページに申込方法を掲載予定です。

③川崎市立川崎総合科学高等学校(学校説明会、体験教室、各科説明会)
(J R川崎駅西口北バスのりばより川崎市営バス「川 73・74」上平間行き・/1休多駅行きか、

東急バス「反01」五反田駅行きで「御幸公園前」下卓徒歩3分)

学校説明会 7月20日(土) 12:00~(中原市民館)
3日(士)~ 9日(金)※日程は科で違う体験教室 8月

7日(士)学校説明会 9月 11:00~

2日(士) 1 0:0 0~、 1 3:3 0~各科説明会 1 0月1
7月20日(士)の学校説明会は中原市民館(東急東横線武蔵小杉駅から徒歩4分)で

行われます。 9月7日(土)は高校で行われます。申し込みは必要ありません。
体験教室は各科直通電話かメールでの申し込みが必要です。各科の開催日程と詳しい申

し込みの案内は各クラスに置いてあります。申し込み締め切りは、 7月26日(金)です。
各科説明会は各科直通電話かメールでの申し込みが必要です。詳しい申し込みの案内は

各クラスに置いてあります。申し込み期間は、 9月9日(月)~ 10月11日(金)です。

④英理女子学院高等学校のチラシ(2種類)を女子全員に配布しました
東急東横線菊名駅から徒歩7分の所にある私立の女子校です。今年の4月に英理女子学

院高等学校(前高木学園女子高等学校)に校名が変更されました。オープンスクールと学
校説明会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
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本校は単位制普逓科高校です。各年次において共迎の学びを中心として確かな学力の定着を図るとともに、生徒の学習

却,

(中学生遊路相談会)
12月捻臥金) 16日(月)
明 9日(木)

.L .

化祭)等の学校行事が活発で、部活動では野球部・演劇部・華道部などが各種大会で活躍しています。

く利用交通機関)
●JR・市営地下鉄戸塚駅下車戸塚バスセンター

4番乗堤・汲沢経由立埼ターミナル行
「横浜桜陽高校前」下車(バス約巧分)

●市営地下鉄立場駅下車汲沢経由戸塚バス
センター行「横浜桜陽高校前」下車

〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町973岳地
電話 045{862}9343 FAX:045(862)6364
URL' h如:ノ<ⅧYJ.ycyoh.penka'1ヨ83Waed.jp/
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鷲立:1919年1月課程:全日制・苔通科

校訶「人になれ奉仕せよ」のもと、キリスト教の精袖を士台に、力を独
り占めせずに他者と共感し、活動するサーバント・リーダーの育成が目標で
す。学習面の特徴として、通常の英語授業に加え、ベルリッツから派遺さ
れるネイティプによる少人数授業が週に2回あります。加えてマンツーマン
で学べる、オンライン英会話もあります。関束学院大学への入学希望者は5
%程度で、多くの生徒が国公立火・難関私大への遊学を目指しています。

丁r1鋲商業高等学校

, 横浜市立

く学校説明会)
9月7日【土)

10:00~12:00

11月16日(士)
10:00~12:00

12月14日【土)
10.00~12:00

〒232-0002 横浜市三春台4番地'
電話:045【23"100I FAX:0451231}6628
URL http:ノノWWW.k3nt0目akuin.ed.JP/

創立:明治15年

誰渉'

,^

Y校の愛称で知られる本校には、将来の経済社会・国際社会に貢献できる人
材を育成する「商業科」、スポーツやビジネスに貢献する人材を育成する「ス
ポーツマネジメント科」、自立した国際人の卵を育成する「国際学科」の3学
科が股般されています。生徒たちは各科の1子色ある授業や学習活動、多種多
様な学校行,"、都活動に全力で取り綴んでいます。また、棚広くきめ細やか
な指遵のもと、就職や進学に対しても高い実績をあげています。

本校

ご..弁横漏'青陵高等学キ交

本校

課程:全貸制

^

本校

予与"

く部活動体験デー)
10月26日1土)
評細は9月上旬発表予定
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く利用交通櫻関)
●京浜急行線「黄全町」駅下車徒歩5分
●市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅下車
徒歩8分

(学校行事)
5月生徒会主催遣足
7月スポーツ祭
9月横総宗宗博
10月部・2珀横聾祭佼化判
11月職場旦学・国際理解1鰹
明辛業生礎る会・生給主催凝

本校

^

〒2320006 横浜市南区南太田2'30・1
電話:045713-2323 FAX:045-713-3969
URL h1φ:ノノ冊W.餓Iciw.γ叶吋田且IPノ裂オν恬ノy,51曙io/

<学校説明会>
8月21日(水)

13:30~本校
11月9臼(士)

13:30~本校

一奈

(桜陽祭(文化祭)>
9月27日(全)・28日(土)
巣一般公開は28日のみとな11ます.
(オープンウィーク)
11月11日1月}~15日(全)
9:00~17:00

創立:平成29年4月課程:単位制による全日制
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横浜11リ空,拓校は県立商校改革火施計ψi(1棚)を受け、平成29年庶入学生よ
り、生徒の学習二ーズ及び進路状況、生徒一人ひとりの状況に対応したきめ
の細かい指導を展開する年次進行型の単位制普逓科に改編しました。

基礎学力の上に発展的学力を身につけ、生徒の進路に応じた履修指導、キ
ヤリア教ガプログラム、コミュニケーションカガ成の授楽など、さらなる高
みを目指した教育を尖践していきます。

^

<学校説明会・授業見挙(予約制)>
10月5日1土}円:00~11:45 本校
10月19日【土) 10:00~11:45 本絞
11月9日【士) 10:00~11:45 本校
11月30日【士) 10:00~11:45 本校

金宝

(利用交通機関)
●京浜急行線「南太田」下車徒歩7分
●描浜市営地下鉄線「蒔田」下車徒歩7分
●神奈川中央交通バス横43・横44・戸03

系銃「Y校前」下車すぐ

<かんらん祭(文化祭〕>
9月23日(月・祝)9:00~15:00
入試個別相談あり

〒232-0007 横浜市南区清水ケ丘41
電語 045(242"926 FAX:045(253)6393
URL h如ノノⅧ剛.y・sel「yohpenk留旧g謝丑e(1」P/

創立:平成20年4月課程:全日糊

SOAR TO THEVVORLD さあ翔ぴたとう世界へ!
平劇制肌賊U陣儲朝厳。我辨謝●鴎靴加、平鄭咋度よ姻際バ加レアコース漸詮。頼外鯖艀頃燐鵜雛。蛾呪勧・判謝俵現
力蜻む言語話動地棚:恥入i1た授業づく川:取鴨んでいます。牡知グローバル化1:1拡し、国劇ゆ崖如本社会、国際社会でりーダーとして恬躍する人t托育成します。

<利用交通機関>
●京急弘明寺駅より徒歩20分

◆学校説明会(申込不要) 本樹こτ開催優事前申込、詳耀は◆学校見学会(要事前申込)又は「弘明与口」よりバス5牙「大1セ」下車1陟6分
本皎ホームパージでご確露U誌い}◇7月20日【土X開淫記念会鮒●横浜市営地下鉄弘明寺駅より徒歩12分 ①朗1旧{火}、②朗18日1火1、

「弘明寺口」バス5分「大池」徒歩6分 ③朗21日1水)、④8月22日{木j ◆YIS英語スピーチコンテスト10:00~11:301横浜市内の方)
●JR戸塚駅より「戸塚駅束口」よIJバス25分 {要事前申込}9月7日(土)13:00~14:3Ⅸ惰浜市外の方} ⑤11月7日休)

「大池」下車徒歩6分 ◇10月26日【土X本校) (6)@X今'11時/保緬者のみ) 13.00~15:30 本校
〒232-0066 橘浜市南区六ツ川1-731 ◆文化祭(申込不要)【Q過:1瞬・14野/生徒・保蓬劃10.00~11:30{横浜市内の方}
楚話 045【721"434 FAX:045(742)9493 14:00~巧:3Ⅸ横兵市外の方} ◆昆鳥仂ロレアコース議毅・悔噸章 9月14臼(士】1000~15:00

6月29日【土)、8月6日(火) 9月15日【日)1000~15:00いずれも2部制で行いますURL:h如ゾN.'"川秋ⅨW1臥以ι舶1れ吟卜纏モ寧岨edlp/

<¥校説明会)
6月22日(士)

10月19日{士}
11月23日{土}

":,又'
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<一日体験入学)
8月23日【金)
8月24日【士)
8月31日{士】

横浜総合高等学校

横浜市立

全学科
全学科
全学科

(利用交通桂関)
●京浜急行線「南太田」駅から徒歩12分
●横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅

から徒歩15分

<文化祭>
10月13日(日)
10月14日絢}

(申込制)
全学科
全学科
全学科

9:30~本校
9:30~本校
9:30~本校
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駕立:平成14年4月課程:峯位鬻による定時割 1三部翻

寺

9.30~本校
9:30~本校
9.30~本校

全力であなたをアシストする学校

【学校説明会】
9月16日(祝)10:00~本校多目的室
9月16日(祝)1400~本校多目的室
11月16日(土"0:00~本校体育館
12月14日(土)10:00~本校体育館

(一船募集対象)
12月14日(土)10:00~本校多昌的室

(在県特別募集対象)

10:00~16:00 本校
10:00~15:00 本校

横浜鳶合高等学校は、学ぶ時問が午前・午後・夜問と異なる三っの時問帯に展開している単位制による定時制舵合学科高校です。
生徒が自らの興味・関心に応じて主体的に科目を選択し、目標を見いだしながら学習ができる学校です。

^

(利用交通樫関)
●横浜市営地下鉄「弘明寺」下車
徒歩3分

●京急線「弘明寺」下車
徒歩伯分

〒232-006 横浜市南区大闇2・29・千1
話話 045【744}190O FAX:045【744)円33
URL. h1φ:ノノW冊1戯ICIW)Nd臼「込jD/SCN閑ノγ・帥即ノ

一青雇壷套

【清陵祭【文化祭)】
9月28日(土)10:00~14'30

【体験入部】
ホームページで確認してください
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