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いよいよ夏休みです。とは言っても3年生は思いっきり羽を伸ばして開放感に技るというわ
けにはいきません。部活動を引退した人も気持ちを切り替えて、目標を持って生活しましょう。
また、生活のりズムを崩さないようにして、健康面もしっかりと管理しましょう。
今年は日々の学習や高校の説明会への参加など綿密な計画が必要です。そして、どんなに素

晴らしい計画を立てても表tに;認之がなければ意味がありません。ついっい携帯やスマホ、ゲ
ームなどにはまって何時間もたってしまった、などということがないように「痕之t1需黛^冷
蕪哀」を持ってほしいと思います。時には気分転換も必要ですが、メリハリをっけた生活を心
がけましょう。

《夏休みに頑張ろう》

①面接シートを書く(夏休み特別課題1)※8月27日(火)提出
自分の考えをまとめて相手に伝わるように書くのは難しいものです。志望校を決めて書

くのは2学期ですが、夏休み中に必要な項目を書けるようにしておくのは進路決定へ向け
て大切な準備です。また、私立受験のみ考えている人も、面接試験へ向けて最低限考えて
おくべき内容です。配られた説明をよく読み、自分の3年間の活動を振り返り、進学を希
望する動機もきちんと考えて記入しましょう。
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②学習
夏休みの課題は早めに済ませ、1 2年生の復習や2学期中間試験に向けての学習など、

各教科で何を使ってどんな内容をやるか、具体的にはっきり決めておかないと効果的に進
めることはできません。

また、理解していることも繰り返し取り組むと、より安定した力となります。公立高校
の学力検査では、「基礎、基本」はもちろんのこと、「思考力、判断力、表現力」を問う記
述式の問題が出題されます。自分の考えを適切に文章で表現する力が必要です。面接シー
トをはじめ、日頃からきちんとした文章を圭く練習をしましょう。

③高校説明会や体験入学への参加(夏休みの特別課題2)
ー・、。まずは参加することで、自分で行動して情報を集める姿勢を

、
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持ちましょう。服装やだしなみ、マナー、持ち物など、緊張感を持ってしっかりと準備
して参加してください。前もって予約した体験学習などに行けなくなった場合は、必ず高
校に欠席の連絡をしてください。
受験当日と同じ意識をもって参加しましょう。高校側は君たち人ひとりの様子を見て

います。第一印象はとても大切です。服装だけでなく言葉づかいや態度にも注意しましょ
う。自分の勝手な判断(このくらいいいじゃん)は社会的に通用しません。

④ご家庭で、よくご相談ください
進路決定は本人の意志が第ですが、保護者の方との意思統がなければ話しが進んで

いきません。夏休みはご家庭で進路について話し合うには十分時間があります。
できれば、一緒に高校見学などに行くことをおすすめします。そこから進路へ向けての

具体的な話し合いも進んでいくと思います。昨日チラシを配布した、 8月10日(士)
横浜南地区公私合同説明・相談会(横浜市立大学金沢八景キャンパスにて)、8月9日(金)
の横須賀三浦地区公私合同説明・チ齢炎会(横須賀市立横須賀総合高等学校にて)などに参
加いただくと、度に多くの高等学校の説明を聞くことができます。
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《進路情報》
①神奈川県立磯子工業高等学校(学校説明会、一日体験入学)

(京浜急行屏風ケ浦駅から徒歩13分)

0~(横浜市立大学にて)20日(土)学校説明会1 07月
0~、一日体験入学13:0 0~2 1日(士)授業見学会1 09月

学校説明会は横浜市立大学金沢八景キャンパス(京浜急行線金沢八景駅から徒歩5分)
で行われます。学校説明会と授業見学会は申込み不要です。一日体験入学は、往復はがき
による事前申し込みが必要です。詳しいご案内と申し込み方法は各クラスに置いてありま
す。申し込み期間は7月2 2日(月)~ 9月6日(金)です。

10月26日(士) 27日(田には文化祭(磯工祭)が行われます。

②神奈川県立住吉高等学校(部活動体験会)陳急東横線元住吉駅から徒歩8分)
8月1 5日(木) 9:3 0~

FaXでの申し込みが必要です。申込み締め切りは8月8日(木)までです。詳しいご
案内と申込用紙は各クラスに置いてあります。
9月7日(士) 8日(士)には文化祭(羽月祭)、 10月2 6日(士) 11月16日

(士)には学校説明会が行われます。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。

③神奈川県立保士ケ谷高等学校(学校説明会)
(相鉄線鶴ケ峰駅より市営バスくぬぎ台団地行き「くぬぎ台団地入口」下車徒歩10分)

(保士ケ谷公会堂にて)8月17日(士) 1
第1回学校説明会は、保士ケ谷公会堂(相鉄線星川駅から徒歩3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(土)には文化祭(一水祭)、 10月5日(土)にはオープンスクール q木験

授業は要予約)、 10月26日(士)には第2回学校説明会が保士ケ谷高校で行われます。

④神奈川県立横浜南陵高等学校(学校説明会)
(京急上大岡駅より市営バス洋光台駅行き「日野中央公園入口」下車徒歩5分)

(港南区民文化センターにて)8月1 9日(月) 11:00~

学校説明会は港南区民文化センター「ひまわりの里」(京浜急行線上大岡駅から徒歩3
分)で行われます。事前の申し込みは不要ですが、当日は整理券を配布して、会場定員を
超過した場合は午後の回に回るそうです。詳しいご案内は各クラスに置いてあります。

10月12日(士)にはオープンスクール(体験部活動のみ事前申込あり)と学枚説明
会が行われます。夏季休業中には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。

⑤神奈川県立横須賀工業高等学校(学校説明会、体験入学、説明・見学会)
(京浜急行北久里浜駅から徒歩15分)

8月20日(火)学校説明会 14:00~(ヴェルクよこすかにて)
9月28日(士)体験入学 9:30~12

説明・見学会 1 0:3 0~、 1 3:1 5~
学校説明会は横須賀市立勤労福祉会館「ヴェルクよこすか」(京急横須賀中央から徒歩

5分)で行われます。申し込みは不要です。
休験入学はFaXでの申し込みが必要です。申込み締め切りは8月30日(金)までで

す。詳しいご案内と参加申込書は各クラスに置いてあります。
10月2 6日(士)にはオープンスクール、 11月2日(士)・ 3日(日)には文化祭

(県須工祭)が行われます。

⑥横須賀学院高等学校のチラシを全員に配布しました
京浜急行線横須賀中央駅から徒歩10分の所にある私立の共学校です。夏休み学校見学

会&クラブ活動休験のご案内のチラシを配布しました。



⑦川崎市立橘高等学校(学校説明会、専門学科説明会・体験学習)
(J R横須賀線武蔵小杉駅から徒歩12分)

20日(火)学校説明会13:30~(川崎市総合福祉センター)8月

14日(士)、 11月16日(士)国際科説明会・体験学習9月

17日(日)スポーツ科説明会・体験学習11

学校説明会は川崎市総合福祉センター「エポックなかはら」(JR南武線武蔵中原駅か
ら徒歩1分)で行われます。 FAXか郵送、直接持参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。 8月20日(火)学校説明会の申し込み締め

(金)です。切りは8月 9

9月29日(印には文化祭(橘花祭)、 11月23日(士)には学校説明会が行われ日

ます。

⑧神奈川県立舞岡高等学校(学校説明会) (市営地下鉄線舞岡駅から徒歩15分)

8月21日け拘 10:30~(戸塚区民文化センター4階にて)
学校説明会は戸塚区総合庁舎内戸塚区民文化センター「さくらプラザホール」(JR横

須賀線戸塚駅から徒歩3分)で行われます。事前の申し込みは必要ありません。開会前に
部活動の公演絲勺20分)があります。

9月7日(士)には文化祭(桔梗祭)が行われます。夏休み中に学校見学、部活動見学
を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

⑨横浜市立桜丘高等学校(学校説明会、部活動体験会)
(相鉄線星川駅から徒歩15分)

学校説明会 8月21日け拘 9:30~

部活動体験会 10月5日(士)・ 6日(日)
学校説明会は、事前の申し込みは必要ありません。上履きをご持参ください。部活動体

験は、往復はがきによる事前申し込みが必要です。詳しいご案内と申し込み方法は各クラ
スに置いてあります。申し込み締め切りは9月27日(金)必着です。

9月7日(士)・ 8日(日)には文化祭(桜高祭)、 11月2 3日(士)には学校説明会
と授業公開があります。

⑩神奈川県立横須賀高等学校(学校説明会)
(京浜急行横須賀中央駅より衣笠行きバス「佐野6丁目」下車徒歩6分)

8月24日(士) 14:0 0~ 15:40 (横須賀市文化会館にて)
学校説明会は横須賀市文化会館(京浜急行横須賀中央駅から徒歩10分)で行われます。

ホームページからの申し込みが必要です。(7月末頃から申込可)
10月26 (士)には学校見学会・部活動見学会、 11月16日(士)には第2回学校

説明会(要予約)が横須賀高校で行われます。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。

⑪神奈川県立希望ケ丘高等学校(学校説明会)(相鉄線希望ケ丘駅から徒歩8分)
8月24日(士) 10:00~(瀬谷公会堂にて)

学校説明会は瀬谷公会堂(相鉄線三ツ境駅から徒歩8分)で行われます。ホームページ
からの申し込みが必要です。※まだ、申し込みができないようですが、近日中にはできる
ようになるそうです。

10月12日(士)、 11月16日(士)にも学校説明会があります。個別の学校見学
も 7月22日(月)より行う予定なので、詳しくはホームページをご覧ください。

⑫神奈川県立横浜清陵高等学校(学校説明会、体験入部)
(京浜急行線南太田駅から徒歩12分)

9月16日(月)学校説明会 10:0 0~、 14:0 0~
体験部活動 9:30~15:3

体験部活動のみFaXでの申し込みが必要です。申込み締め切りは8月30日(金)ま
でです。実施部活動など詳しいご案内と体験入部参加申込書は各クラスに置いてあります。



神奈川県立

横須賀高等学校

創立,明治41年4月

課程:全日制・定時制

豊

創立以来100年以上にわたって受け継がれてきた「自主自
律1自主学習j文武両遊」の校風のもと、rssH(スーパーサ
イエンスハイスクール)」「学力向上進学重点校エントリー
校」として、「確かな学力」を基礎に「論理的な思考力を基
本とした科学的りテラシー」と「グローバル社会で生きぬ
く国際性」の吉成を"標としています。文化祭や体ガ祭な
どの行事、部恬動などにも全校で盛り上がる活気あふれる
学校です。

(利用交通機関)
●唄横須賀線衣笠駅より徒歩12分
●京浜急行線横須賀中央駅より衣笠方面行
きバス佐男六丁目下車徒歩6分

●京浜急行線北久里浜徒歩20分

〒238-0022 横須賀市公擬町3.109
量話 046旧510120
FAX:046-851-5282

URL: h如'ノノ柳州.yksuka,ん円n・柚13gヨ舶.ed.jp/

气冬^学校法人横須賀学院
<
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第1回学校説明会
8月24日{土"4:00~巧:40 横須賀市文化会館

第2回学校説明会
11月16日(土"0:00~11:40 本校体青館
第3回学校説明会
12月14日{土}10:00~11:40 本校セミナーホール
学校へ行こう週問
10月24日【木)~10月26日【土)本校
中学生対象部活動見学会
抑月26日【土} 13:00~16:50 本校
体育祭
9月7日(士)

「ゆっくり・じっくり」が本校の魅力です。生徒の多様な
ニーズに応じてきめ細かく親切な指導を心がけ、公共性や
社会性を育むとともに、有意義な学校生活を送れるように
支援します。また、 3年で卒業できる三修制の制度もあり
ます。少人数だからこそ、学習や進銘、生活に関する相談
がしやすく、生徒の1_1標の火現をサポートします。学二校行

!"も数多くあ1)、楽しく充実した高校生活が送れます。是
非、学皎見学にお越しください。

,^^

餅立:1950年課程:全日制・苔通科
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轍神暖人」を建学の赫神として、自分に与えられたタラント側物)を用い、生証を貫くミフション惟命)を担うことがで論人岡形成をg指しています。キャンパ
スは三翌公固に及按しており、落ち着いた雰囲気です。新たにS邊技コース・ A進学コースと名称及び一部か片ユラムを変更L、様力なプログラムを通して、さらに上をn
指け所望進路の災現を強力1こ支援します。女おS選抜コース1こおいては、国公立・蛭図裂大をg指す豁選抜クラスを高校3年状1こ詮置します。討寸学院セミナリオ」の
名のもと、サイエンスセミナー、プレカレッジブログラム、高大連携授楽などのプログラムが充実Lており、多彩な学術の世界が身近にあるのも本校の零徴の】0です。
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神奈川県立

本校

^

く利用交通機関)
●京浜急行纏「横須賀中央駅」徒歩伯分
●JR横須賀線 1横須賀駅」徒歩18分または
バス5分徒歩5分

〒238,8511 横須賀市稲岡町82
電話 046{822}3218 FAX:046幅24}9634
URL: bttPノノWWW.yok05Uke8akuln.M.JP
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^

ト J /、ゞ§ゞハ、耳,・鉾今冬,発,f切,C,芽'●女'詠今1会ナ゛メ太 g,ゑ'゛違;11J{

少

創立:昭和16年2月課キ呈全日割

学校説明会
12月7日(士)14:00~巧:30 水校

定時制通信制合同説明会
12月1日【日"3:00~16:00 神奈川工業高校

学校見学
ご希望の方は、随時お問合せください。
定時制直通 046851-0128

,;-1

創立78朋年を迎える朧史と伝統ある工梁商校で、
問で工業の知織と技能を修める専門高校であり、

等讐拶琴

ー".拳峠●
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横須賀市立

く利用交通機関)
●旧衣笠駅下車徒歩20分又は堀ノ内駅行き

バスで「妙真寺」下車徒歩3分
●京浜急行鶴堀ノ内駅下車徒歩18分又は衣
笠駅行きバス「妙真寺」下車徒歩3分

●京浜急行線北久里浜駅下車徒歩15分

〒238-0022 横須賀市公郷町4.10
電話:046【851}2122 FAX:046【851)5643
URL h如ノノν脚iYok0罰.始、小 Den・kanagaV拍ed.1P/
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(夏件み学皎見学会ιクラブ活尉体樹
朗12日明・祝}・13日【火)
*クラブ惚験・理科実獣塵は要于的

10:00~11:30

13:00~14:30

く楠木祭【文化祭))
*入試相談コーナーあり
9月28日(土)

9:00~15:00

創立:平成15年4月

課〒呈単位制による全日謝・単位制による定時制

(オープノデーf入試閤題ιクラブ件鞍D
*入試問題・クラブ体蝕は要予豹
11月4日(月・祝)
10:00~15:00

<学校案内日>*予約不要
11月23日(士・祝)
11月30日(土)
10.00~11:30

13:30~15:QO

本校では、生徒一人ひとりが自分の興味・1勤心・進路の
希望に沿って、自らの時問割を作成します。そのためには
「自己選択・自己責任」のもと、学習したいという積極的

な意志を持つことが必要になります。特色として「惰報教
育」と「国際教育」に力を入れており、生徒全貝がタプレ
ツト型PCを所持し、授業などで活用しています。また、
姉妹校捉携を結んでいる豪州・エラノラ高校との交流や様
々な国から高校生を受け人れています。

「県工」の名で親しまれ、機械科・篭気科・化学科の3科から戚る。3午
「ものづくり」を中心とした教育を行っている。

(利用交通機閏)
●京兵急行「京急久里浜駅」徒歩伯分
●JR横須賀線「久里浜駅」徒歩12分

〒239.0831 横須賀市久里浜6・1、1
肴話.046833.4111
FAX・ 046-833-4555

乳剛1謝雌剛畴戴朗b曜1'昼血÷材ゞ叫勧救4L他則

(体育鋤朗5ヨ休)轍俳公鳳
帳浜祗区ミニ轍説殿嗣
詳矧雄日、ネームんージに記畿しまt.
(撒説畷)朗部日吹)
MO0~1500ヴェルクよこすか

(体験入学、学校説明見学会)
9月28日(土)本校

けープンスクール)10月舗8 仕)
本校

(個別相談週問)*要予約
12月2日{月}~ 6日{金}
説明会14.30 個X湘談15:30

絹耀学校説明会)*要予約
昆遅月耀日俣論日12HPに記鞠

10:00~11:30

くウラブ活動体験)
実誌日、時間葬の詳紹はHP参照

AMミニ学校説明会
AM,PM授業見学
PM部活動見学・体験
住化祭隠須瞭D本松
"月2日仕"明3日旧)
(牟校説明会)1明相仕)
AM'PM(2回)本校

く学校説明会)
10月26日【士}
10月26日【士)
11月帽日【土}
12月7日【士}

く文化祭)
9月21日(土)

(体育祭)
6月20日【木)

く体験入学)
7月30日(火)
7月31日1水)

9:30~1130 本校S臥ホール・校舎
13:30~15:30 本校S臥ホール・校舍
9:30~11:30 本校S臥ホール・校舎
9:30~11:30 本校SEAホール・校舎

自分の迄路や適性に合わせて、幅広い科目選択ができ、
将来の職業選択を視野に入れ、自分の進路への自覚を深め
る学習をすることができます。教養系列では普通科目、ビ
ジネス系列・テクノロジー系列では専門科月を学びます。
3系列でU科目舗単位の選択科月が準術されています。ま
た、本校の3修制は、 3修制のための選択科目が位置づけ
られています。早く登校して授業を受けて単位を修得する
ことで、 3年問での卒梁を目指します。

9:00~1500 本校S臥ホール,校舎

9:00~15:00 本校グラウンド(非公開)

9:00~12:10 本校S臥ホール・校舎
9:00~12:10 本校S臥ホール・粒舎

(学校説明会>
7月26日【会) 15:00~16:00 本校
7月29日【月} 15:00~16:00 本校
8月21日【水) 15:00~16:00 本校
8月22日{木} 15:00~16:00 本校

12月5日【木)巧:00~16:00 本校
12月6日【金) 15'00~16:00 本校

(スポーツ大会)
10月9日(水) 17:30~21:00 本校SKYアリーナ(非公開)

く文化祭)
9月21日(士) 9.00~15:00 本校SEAホール・校舎

(学校へ行こう週問)
12月2日(月)~12月6日(金) 16:30~21:00
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