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先週はお忙しい中、個人面談にご協力いただき、ありがとうございました。夏休みを前にし
て、高校から学校説明会などのお知らせが山のように届いています。そのため、この進路通イ,
も先週から連日発行しています。それでも紹介できない学校が多数あるので、面談で配布した
『学校へ行こう』を見て受検(験)の可能性のある学校の説明会には、ぜひ参加してください。

私立高等学校等の学費支援制度のご案内
先週の個人面談で「私立高等学校等の学費支援のご案内 2019年度学費支援」と

いう、まわりが青いり一フレットをお配りしました。
神奈川県では平成30年度から私立高校の就学支援策を拡大し、国の就学支援金制度と合

わせ、年収約590万円未満の世帯に対して、私立高校の授業料が実質無償化、さらに入学
金として最大10万円を支給するという内容です。大切なお知らせですので、ご家庭でもよ
くご確認ください。
県の補助金は、県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負扣を軽減する

ため、入学金・授業料を補助する制度です。対象は目
県墾虫私立直弦に進学した場合は、①高等学校等就学支援金(国の制度)は対象となりま

のでご注意ください。
゛)4
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お問い合わせは、

興課助成グループ

2 0 1 9、フ、 1 6 (火)

《進路情報》

①神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校(学校説明会) (J R山手駅から徒歩13分)

1回 7月3 0日(火) 1 0:3 0~ 1 2:0 0 (関内ホール)
第1回学校説明会のみ「関内ホール」(市営地下鉄線関内駅から徒歩3分)で行われま

す。申し込みは不要です。
10月27日(田には横浜緑ケ丘高校で第2回学校説明会、 11月30日(士)には

第3回学校説明会が行われます。個別の学校見学も行っているので、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

②神奈川県立平塚農業高等学校(一日体験入学)
8月1日(木) 9:30~σ R平塚駅から神奈中バス「農業高校」下卓)

ホームページかFAXでの申し込みが必要です。申込みの締め切りは7月19日(金)

11月2日(士)・ 3日(田には文化祭(平農祭)、 10月12日(士)には第2 回
日体験入学と授業見学会、 11月16日(士)には学校説明会が行われます。

③公私合同説明・相談会の全地区の日程のチラシを全員に配布しました。
各高校のブースを回ってパンフレットをもらったり、写真や動画などの展不を見たり、

先生に直接話を聞いたりできます。多くの学校の説明を一度にまとめて聞けるので、ぜひ
お勧めです。

④蒲田女子高等学校のチラシを女子全員に配布しました
京浜急行空港線糀谷駅から徒歩7分の所にある私立の女子校です。 2020年から特別

進学コースができます。夏の体験会のご案内のチラシを配布しました。

17 00までです。詳しいご案内と申込み用紙は各クラスに置いてあります。

リーフレットの表紙の下の「福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振
までお願いします。

目 ,耳となります。
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創立:昭手蛤4年4月課チ呈全日溺

111横漏主風高等学村父本気で多に手を伸ぱそう・

個性の伸長を常に観察し、心身ともに健全な社会の形成者としての適性能力を培い、明るく大らかな人
格の育成をめざします。

(利用交通機関)
<第1回学校説明会> <一水祭(文化捌>恨士ケ谷オープンスクール即18)●JR線陳戸塚」より

9月7日(士)8月17日【士) 10月5日【士}相鉄バス(垂車15分)「碩2市沢下団」下車徒歩B分
10:30~保土ケ谷ノ公会堂 未定【HPに掲駐します。) 10.00~14:30 本校●相鉄線「鶴ケ鰹」又は「西谷」よリ徒歩25分

く第2回学校説明会) 事前申し込み不要です。公開授棄は申レ込み不要です.●相鉄線「和田町」より
10月26日{土}10:00~本校 休験授業は事前申レ込み割です。相鉄バス(垂車10分)1市沢下町」下車荏歩8分

部活動見学会もございます。撒説翊会1坤し込み不要です,
〒240C045 横浜市保士ケ谷区川島町1557 校内抜絵の旦学も星論いたしまt,
電話 045【371)フ781 FAX:045(371)4560 く第3回学校,磁明会)
URL: h如'ノノ艸W.トK)血師ya・h.配nk宙■83舶 ed.JP 12月14日【土}10M~本校

聴け深く翔べ高く

, ,珍 学校法人横浜清風学園

'亜奨',子一、'
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1灣●跡式_く
灸数一'

餅立:大正12年課程:全日制・昔通科

(学校説明会>
第1回 11月8日(金)
第2回 1月10日(全)

(主な行事>
4月入学式ノ新入生歓迎会
5月2年宿泊旅行ノ 1,3
7月社会人と話そう(3年)
9月芸能鑑賞会 体育祭
0月4年悠学旅行
1月生徒会役員選埜
2月演劇祭
3月卒梨式

ξ亘》上^β高等^

手を伸ぱすこと。本気で追いかけ、努力することで道は開けます。
君たちの「本気」を支え、応援する。横浜箔風は熱意ある教師と熱気あふれる環境で、君たちを待っています。

〆亦

^

神奈川県立

(利用交通機関)
●爪桜須賀線「保土ケ谷駅」束口下車

徒歩約8分
●京急線「井士ケ谷駅」下車徒歩約巧分
●相鉄線「天王町駅」下車徒歩約20分

〒240-0023 1黄浜市保土ケ谷区岩井町"7番地
電話 045{731}4361 FAX:045【716)0202
URL bttp:ノノWV゛W.y、seifu.印.jp

琴'~兆、

¥

<第2回学校説明会>
12月7日(土)本校

葬紐U、蓑a瓣に掲軌まt、
(桔梗祭(文化祭)>

9月7日(土)本校
一般公開 930~15.00

(最終受付14:30)

鮓立昭和58年桐課程:全日制・苔通科、蔓術科

平盧畊度から誘許に加漸たに専門輔「美亀科」搬買しました。瀕科で1蟻勧を培いやる蟻郁すことで翻実琳せるカリキュラム誠霞し討。美術斜で1縛髄姑毅譯く孕び美
術大学選乎1:対盲できる力を村け1す。作育祭や文1縢、樹駄会牝1徒主件の多彩女1沸を1再11か、牧外での作誤や朽ンティアむE鵬徽携した語弼:も取朔んでいます。実力を削1し人
恥鱸かにtるこ昂明標です。
ま力、令和拜島ら、瓣阿がいのある生徒拠柳募靴Lて受1杁れ、生徒一人ひ肋の駄況1:広じて必動磁を行い4朽共1:季篇インウルーガ教盲態雛樹比て新しくスタートL封。

(利用交通椴関)
<学校説明会>●JR・地下鉄「戸馴駅から徒歩25分又は くアートスクール)

地下鉄「踊場」駅から徒歩20分 明佑日休)戸尿区民文化センター 第1回 8月16日【全}
●旧・地下鉄「戸捌駅西口より神奈中バス 美術科 11:00~12:00 10:00~12:00 本校

上矢部高校循環「上矢部高校」下車徒歩3分 普通手」①13:30~14:30 第2回 10月円日{士}
●相鉄「弥生台」駅より戸塚バスセンター行 普通〒1②15:00~16:00 11:00~12:30 本校

「領家中学校前」下車荏歩13分 10月19日(士)本校 第3回 12月14日(士)
普通科・美術科 10:00~〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町3230 11:00~12:30 本校
12月14日(士)本校寄話 045【861)350O FAX:0451862)6347
普通科・英術科 10:00~UN NφSノノ洲W酬"ぎ瑚謝丑ed劇郎革釦eW他辻訓

'"

酋,,冒ノ

<第1回学校説明会>
朗21日(永)戸塚さくらプラザ
第1都墨付10閲~騰会伯;30
【戸塚区、港雨区、南区以外の方}
第2部受付13即~開会14.00
【戸塚区、港南区、南区の方}

ξ

驫偸=戸塚高等学校
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横兵市立
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1学校説明会】
10月26日(士)
10:00~本校
11月9日(士)
10.00~ 13:30~本校
11月23日【土)
10:00~ 13:30~本校
12月1日【日)
10:00~本校
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餅立:昭和3年3月

課1呈単位割による全日制昔通科・定時制苔通科

,イエ{1、冬'
1ジ.'

夏休みミニ説明会本校
8月10日1士} 10.00~11:30
8月11日旧} 10.00~11:30

創立91年を迎えた「白主・協励・逕帯」を教育目標とし
た単位制普逓科高校です。
一般コースは、2年次からの逃路尖現に向け、「人文社会」
「理数」「総合」の3つの学習系列から選択L学阿します。
また、平成26年度にスタートした音楽コースでは、音楽

に関すろ専門科目を幅広く履修します。音楽系火学だけで
なく、曹通科目を多く履修することにより、教育系学部や、
その他の文系学部への大学進学にも対応できます。

1オープンスウー川*要予釣*
8月伯日(土) 12:30~15.30
8月11日{印 12:30~15:30

(利用交通機関)
●横浜市営地下餘(ブルーライン)踊場駅
下車徒歩8分

〒2458588 横浜市戸塚区汲沢2・27-1
電話 045{871}0301
FAX:04引871}0086

URL h如ノ/W"WB喧1.C卿YkrⅧ闇.jPノ此N鬮10IS↓散田

広

{夜問相談会】
11月15日【全)
17:30~19:00

【文化祭】
9月28日(土)
1000~14:00

讐琴膨ゞ 特奈川県立

第1部・箆2部とも同U内客でt.
朧の詳こダンス昔の公演があ1ほす.
混雑羅初ためにお住まいの地域
を指定させτいただいておりまt.
ご醤力いただければ幸いでt.

一翁舞岡高等学校

(学校説明会)
8月20日(火)
8月21日(水)
"月23日(士)

く校内族詮見孚会)
12月25日(フK)

(文化祭【戸高祭D
9月14日(士)
9月15日旧)

(体育祭)
本校(非公開)

本校

本校

^

本校では、基礎・基本を確実に学習することを大切にし
ています。少人数授粲もあり、一人ひとりにきめ細やかに
対応しています。 1・2年次には学び心しという授業を股
枇し、小・中学校時代につまずいた部分の学料を複数の先

生と学生ボランティアであなたをフォローアップします。
3 ・ 4年次は、個々の興味関心に応じられるよう、いろい
ろな選択科目を設定しています。演劇祭に代表される学校
行事や部活動もとても盛んです。

本校
本校
本校

く翔矢祭(文化祭D
9月7日(土) 10.00~15:00
(部活動体験)
10月19臥士}学校説明捌劃二実肱
(卒業制作展>
1月30日【木)~2月3日(月)
10.00~17:00

戸塚区民文化センター

之
じ
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創立昭キ051年1月課1呈全日都・昔通科
,L".ー'」ー
R

詳細はHPをご覧ください
詳細はHPをご覧ください
詳細はHPをご覧ください

14:00~15:30

仔怠合的な探究の時間 MaiokaprojecU指定校

12:00~16:00

9:30~15:00

本校は令和元年度から3年冏、f船合的な探究の時剛の研究指定校として、生徒の課題発見解決力の育成に力を入れていきます。「進学
先の向こうにある社会佐意識し、未知の問題への対応力をっける比もに、ポートフォ,吋作成など新型入試にも対応していきます。

本校

(利用交通機関)
●JR戸塚駅下車東ロバス8看乗り場
「無厨台循剰行バスで「藤闇高校前」下車
●市営地下鉄舞岡駅下車徒歩約15分

〒2440814 横浜市戸塚区南擬商3丁目36番1号
045恰23)8761 FAX:045偲25}3573^、きキ

畦毒6自

URL h如S.ノノVイWW配nkぎ1ヨ8aW3edlPノΠ埠抑k3,N

本校
本校
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