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先週の個人面談で『よみうり進学メディア通巻66号 2019年神奈川版 7・8月合併号』
をお渡ししました。一面の今月のテーマは、「この夏、どうしたら成績が伸ばせるか」でした。
また、 6月の進路の学習では『自分にあった高校選びと夏休みの勉強法がわかる本』という

小冊子を配布しました。17ページからは「志望校に合格した先輩3人の夏休みの過ごし方
大公開」でした。

中学3年生の夏休みの過ごし方はとても大切です。夏休み前から学習面の計画をしっかり立
て、志望校合格に近づく夏にしょう!

模擬試験について
神奈川全県模試 q申学工房)のチラシを全員に配布しました。自分の実力を試すため、夏

休みの学習成果を確かめるために、模擬試験なども計画的に御利用ください。
高校入試Wもぎ(神奈川新教育)のパンフレットも、『進路コーナー』の机の中の白いト

^

レイに入っているので、ごに' い。^

《進路情報》

①神奈川県立光陵高等学校(学校説明会)
σ R横須賀線保士ケ谷駅より境木中学校行きバスなどで「権太坂」下卓徒歩5分)

8月7日(水) 10:0 0~10:45 (西公会堂)
第1回学校説明会は西公会堂(横浜駅から徒歩10分)で行われます。申し込みは不要

です。チラシは各クラスに置いてあります。
9月7日(士)・ 8日(助には文化祭(光陵祭)※ミニ説明会あり、 11月9日(士)

には、光陵高校で第2回学校説明会と授業見学が行われます。随時、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神奈川県立商工高等学校(学校説明会、体験教室)
(相鉄線二俣川駅北口2番乗り場よりバス 15分「見立橋」下卓徒歩3分)

学校説明会 8月3日(士) 0:00~11: 00

商工体験教室 8月5日(月)・ 6日(火) 10:0 0~ 1 2: 00

総合ビジネス科・総合技術科がある公立高校です。体験教室はFaXでの申し込みが必
要です。詳しいご案内と申込書は各クラスに置いてあります。申し込みの締め切りは7月
2 2日(月)です。2

(田には文化祭(商工祭)、 8月24日(土)には第2回0月26日1 7日2

学校説明会、 9月2 1 にはオープンスクール、 11月2日(士)には第3回学校(土)日

説明会が行われます。

③神奈川県立相原高等学校(体験入学)
(J R横浜線橋本駅よりバス5分「日本板硝子前」から徒歩10分)

8月1 7日(土) 10:00~12 0

畜産科学科・食品科学科・環境緑地科・総合ビジネス科などがある公立高校です。ホー
ムページか電話、ハガキでの申し込みが必要です。詳しいご案内と申込方法は各クラスに
置いてあります。申し込み締め切りは8月9日(金)必着です。

11月2日(土)・ 3日(日)には文化祭(相陵祭)、 10月19日(士)には第2 回体
験入学が行われます。
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④横浜市立南高等学校(学校説明会)
(京浜急行上大岡駅より京急上1南高校行き又は神奈中71・202 「南高校前J 下車)

8月1 7日(土) 9:30~12:00

高校のホームページからの申し込みが必要です。申込み締め切りは8月14日(水)で

す。詳しいご案内は各クラスに置いてあります。
9月7日(士)・ 8日(田には文化祭(南高祭)、 10月2 6日(土)には第2 回学校

説明会が行われます。

⑤横浜市立横浜総合高等学校(学校説明会・施設見学)
(京急弘明寺駅から徒歩10分)

学校説明会 8月2 1日(水) 13:0 0~ 14:0 0
三部制(午前・午後・夜間)の単位制、総合学科の定時制高校です。学校説明会の後に

施設見学や個別相談もできます。ホームページかFAXでの申し込みが必要です。詳しい
申し込みの案内と申込用紙は各クラスに置いてあります。申し込みの締め切りは7月31

日(オく)までです。

10月2 6日(士)・ 2 7日(田には文化祭(横総祭)、 11月9日(士)には第2回
学校説明会が行われます。
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明治器年、「神奈川県高等女学校」として創立し、昭和舗年に男女共学の
横浜平沼高等学校と改称した本校は、 20世紀から21世紀にかけて国際都
市櫛浜から多くの卒業生を躍出してきました。そして伝統文化を受け継ぐと
ともに、来来を逞しく生きる次世代のりーダーを育む教育に収り知んでいま
す。

寺署が 神奈川県立

'畷!".光陵高等学校

ノ

」"NJ 、 J、CT'1§夏;

、

ノナ

J1土 ゞぎ,}

,と

〒220-0073 横浜市西区岡野1丁目5番8号
電話 045(313}920O FAX:045【311)0519
URL h即'加州何.yokdW圃,1au「丑rLPⅨ卜諭苓写a梱肌即

創立黒御1年1月課1呈全日制

校歌の一節にある「光陵われをつくり、われら光陵をつくる」の精神が縢々と受
け縦がれています。学力向上進学電点校エンドJ一校指定による実籟を生かし高
度な授業に加え、勉強合宿や数々の講習を突施すると同時に、様々なキャリア教
育や行事等で「心やさしき社会のりーダー」を吉成します。生徒会活動や部恬動、
三火行事(体育祭・光陵祭・学芸音楽祭)は、生徒を中心に運営されています。
横浜国大、同教育学部附属検浜中と連携し、授業や学校行Ⅲの充実を図ります。
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(利用交通楼関)
●JR「横浜」駅下車徒歩13分
●相鉄線「平沼橋」駅下車徒歩5分

*詳細は学校HPをご覧ください。
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〒240,0026 1簸市保士ケ谷区権太坂1丁目7呑1号
電話:045【712)5577 FAX:045(742)9717
URL: h如S'ノノW艸.per卜ka'1ag鈿aed、1P/ka"yo・h/

針立:昭承乏年5月課程,全日制・普通科

電

落ち着いた教育環境の中で、進学指導重点校(横浜市教育委員会指定)とし
て、自らぢえる力を仲ばし、高い学力を育てます。
社会で自立するためのキャリアガイダンス機能を充実させ、バランスのとれ
た豊かな人問性を育むためのプログラムを用意しています。
ドイツ国際交流プログラムでは、姉妹校との交流等、豊富なプログラムで国
際感党を磨きます。

(夏の諾設見学会)
7月23日(火) 7月24日(水)
1 0:00~(受付9:45)本校小ホール
11:30 (受付11 15)本校小ホール
1 4:00 (受付1 3:45)本校小ホール
<学校説明会>
12月7日(士)本校小ホール

00~1 1 :9:30~

00~ 30~1 4:

上記の4回で、地区を指定して実施しまオ。
(オープンキャンパス)

月28日(土)9

40 ~ 1 6:452
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亀ヲ商工高等学校

弓

徐翻

(利用交通樫関)
●旧横須賀線「東戸塚駅」よリ市営バス

「境木中学校前」下車徒歩10分
●JR「保士ケ谷駅」よりバス戸塚駅・東戸

塚駅行「権太坂」下車徒歩5分
●相錐線「西横浜駅」バス停水道道から戸塚

駅・東戸塚行バス「権太坂」下車
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〒240-0OT1 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2.15.1
電話 045{331}5021 FAX:045{332玲039
UaL: h1φノノ冊"W.獣LCIW.wkd捌T且伊ノSd"1/m/S蝕W田
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く商工祭)
10月26日【二目11.00~15.00
10月27日旧)10.00~14:30
進路相談コーナーあります。
申込不要です。
(利用交通機関の追加>
■1ミ籟隷「東戸創系五口よりバス仁俣
川1彌口」行、練2今井」下車徒歩10分餅立:大正9年
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一商工は2020年に創立100周年を迎えますー
豁合ビジネス科(会計系・情報系・流通系)・総合技術科(機械系・電気系イヒ学系)の2学科併置。緑豊かな環境
の中、新しい校舎で自立した人問性豊かな職業人、神奈川の地域産業を担うスペシャリストを目指してみませんか!
<利用交通機関>
●相'失線に俣川」駅北口よりバス「保士ケ

谷駅東口」行、「美立橋」下車徒歩3分 く学校説明会) (オープンスクール)
●相鉄娘「二俣川」駅南口よりバス「左近山 9月21日{土】8月3日(土)・ 24日(土)

第6」行等、「左近山第4」下車徒歩7分 10:00~本校 申込不要です。
●横須賀線「保土ケ谷」駅東口よりバス「美 11月2日【士) (商工体験教室)

立橋」行等、「美立橋」下車徒歩3分 8月5日網】・ 6日【火}10:00~本校
〒240-0035 横浜市保土ケ谷区今井田丁74呑地 12月14日【土) 申込必要です。
電話 045【353}0591 FAX:045(353)1565 10:00~本校

詳しくはHPをご覧ください。URL: h如ゾノWWW.S卜畊(oh.perl・k3rlagawa ed.jp課程.全日瓢諾合Eジ子ス科・蓄合抄鰯
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(学校説明会)
明7日{劇西公会堂①10(刃~①1115~①1400~
11鯛B 仕〕"廉艘① 9.15~②10闘~①11:55~
12月7B 仕)弐無牧@10α〕~②什15~③叫1玲~
く文化祭)
明7日辻)北陵纂校 1110~14伽の問で印牙のミニ税蹟会
明卵{印犹腫畜校 1010~14伽の問で印牙のミニ説明会

く利用交通棲関)
●JR横須賀線「保士ケ谷」駅下車
西口1蕃市営バス25系統「桜丘高校前」下車

●相鉄線「星川」駅下車市営バス25系妖
保土ケ谷公園軽由「桜丘高校前」下車

●相鉄線「星川」駅下車徒歩巧分

く学校説明会・見学会)
第1回学校説明会
桜高祭(文化祭)
部活動体験会
第2回学校説明会
流詮見学会
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