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明日をつか

2学期に入って、これから大切な進路の資料が多く配布されます。進路の資料を整理するた
めに、『A4版のファイル』を自分で準備してください。穴をあけられない資料も多いので、
ちょっとお値段が高いですが、穴をあけなくても綴じられる、レバーファイルなどがよいと思
います。 1学期の「進路の学習」の資料も綴じておきましょう。 5日(木)からは、 2学期の
「進路の学習」がはじまります。

《進路情報》
①神奈川県立逗葉高等学校(部活動体験)

9月28日(士)午前の部 3 0~、午後の部 13:3 0~
(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)

FAXでの申し込みが必要です。詳しい申し込みのご案内と参加申込書は各クラスに置
いてあります。申し込み締め切りは9月20日(金)です。(女子バスケットボール部の
部活動体験は中止になりました。別22ホームページに掲載)

9月7日(士)には文化祭(逗葉祭)、 11月16日(士)には入試説明会が行われま
す。

②神奈川県立湘南高等学校(学校説明会)(小田急江ノ島線藤沢本町駅から徒歩7分)
第3回学校説明会 9月2 8日(士)①9:0 0~、②10:5 0~
第4回学校説明会 10月26日(士)①9:00 210:50~ノー、ノ、

往復はがきによる事前申込みが必要です。はがきの受付期間は、第3回説明会は9月2
日明)~2 0日(金)(必着)、第4回説明会は 10月1日(火)~ 1 8日(金)(必着)
です。詳しいご案内は各クラスに置いてあります。

9月14日(士)には体育祭が行われます。

③文化祭など 9月7日(士)開催② ※他』三上^。

横浜市立釜利谷中学校

2019、 9、 2 (月)

・神奈川県立舞岡高等学校(桔梗祭) け也下鉄舞岡駅から徒歩15分)

・神奈川県立保士ケ谷高等学校(一水祭)
(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」下卓徒歩10分)

・神奈川県立金井高等学校(金井祭)
け也下鉄戸塚駅から⑤大船駅西口行き「金井高校前」下卓徒歩1分)

・神奈川県立新栄高等学校(翌檜祭)
(市営地下鉄線ブルーライン仲町台駅から徒歩10分)

④文化祭など 9月7日(士)、 8日(印開催② ※他」三三^。

・神奈川県立横浜立野高等学校(立野祭)
σ R根岸線根岸駅から徒歩20分、または市営バス 1番乗り場 58・99・101 系1

「東福院前」下卓徒歩5分、または「門間下卓徒歩7分)

・神奈川県立光陵高等学校(光陵祭)
(J R東戸塚駅より境木中学校行きバス 1 0分境木中学校前」下車徒歩10分)

・神奈川県立住吉高等学校(羽月祭) (東急東横線兀住吉駅から徒歩8分)

・横浜市立桜丘高等学校(桜高祭) (相鉄線星川駅から徒歩15分)
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く利用交通襖関)
●JRT逗子」より横須賀市民病院・長井行

バス「横須賀市民病院」下車2分
●京急「三崎口」より横須賀市民病院行バス

「横須賀市民病院」下車2分
●京急「横須賀中央」より三崎束岡行バス

「林」下車5分
〒2400101 横須賀市長坂1-2-1
電話 046{856}3128 FAX:046(857)6457
URL' h即:ノノ冊州胎{卯健獣L卜hper卜ka'巳8aW3.田jp/

学校法人湘南学院

蔓^^、"剣、、、、
創立:昭和7年4月課1呈全日制

創造力と想像力(わたしの知らないわたしに出会う。)

ξ了亀津久井浜高等料交

国公立AD/AD/選抜ST/STの4クラスに分かれ、2年汰からは進路や適性に応じ、類型化された選択科目を用意。
整った環境の中で、多様な学習活動・課外活動を屡開し、一人ひとりの成長と夢の述成を適砕にサポートします。
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神楽川県立

(利用交通機関>
●京浜急行綻「北久里浜」駅徒歩12分
●頂線「久里浜」駅および衣笠城址バス停

付近から編料スクールバス

〒239-0835 横須賀市佐原2-2-20
電語 046侶33)3433 FAX:046恰33}117フ
URL: htlp:ノノWV州.smr1ざ唱akuln.ed.jp

★学校説明会
明29日.11月30日、 12月14日
10:00~12:00 本校
★湘南丸体験乗船
8月5日(月)、6日(火)
場所:三嶋倦
★学校体験入学
8月8日(木)、10日(土)
9.00~12:30 本校
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忠まれた自然と温かな地域の中で、白立に向けて、視野を広げ、豊かな人問
性と社会性を育成します。そして、確かな学力と実践力を身につけ、進路突
現を目指すための教育課程を編成しています。学習活動や学校行リf、部活動
に粒極的に取り組み、共生社会の突現とすべての生徒が生きゃすい「インク
ルーシブな学校」づくりを目指します。

んで、特に近年パレーポール部女子N社競技部の朋東大会出場、バスケノトポール部女子駆開本遇手権出射幣筆されます。一人ひ帥のストーリー実現郁釣束Lます。
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く利用交通機閏)
●亰浜急行久里兵線新大津駅より徒歩約5分
●京浜急行本線京急大津駅より徒歩約8分

〒239-0808 横須賀市大津町4丁目17番1号
誘謡 046田36}0281 FAX:046【836)8879
URL: h如'ノノV'M剖 Yd〔OSL獣釦ISL卜ん配nk部lagaⅧ ed}P/
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0文化祭^公昂 11月2ef土)
0神奈川県産業教育フェア

11月9日(士)、10日{日}
◎学校見学

随時受け付けております。

【学校説明会】
*第2爾以悠要干釣詳蒜はHPまで。
第1回(学校見学会) 8/20,21
9:00~14:00 *予豹不要
第2回10/26 10刃0~11:30
第3回11/ 9 10:00~11.30
第4回11/16 10ρ0~11:30
第5回1ν30 1000~11:30
第6回12/ 7 10.00~11:30

〒239、0843 横須賀市津久井4-4-1
置話:046{848}2121 FAX:046(848】8939
URL: h如ノノⅧ州 tSミkU1卜a胎ん側汎k田^熔丑柵.ed.1P/
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創立:昭和4年4月課程全日畿・昔迺科、工業技術斜

く学校見学の内容(予定))
学校紹介ビデオ上映
概要説明
誰設・設備見学
入試説明
質疑・応答葬
部活動見学

学校見学会
7月20日【士)
10時~12時00分

8月24日(土)
10時~12時00分

学校説明会
10月26日【士】,1'1月2日{土}
10時~12時00分

Π固性と自主性を持った国際人の育成」

◆入試相談会◆
11月30日(土)9:30~11:30
12月7日{土】9:30~11:30
郷網談中心のイベントです!

心睦緑ケ丘女子高等料'ヌ

創立90周年を迎えた本校は、 2019年6月現在、国際バカロレアディプロマプログラム候袖校として、認
定に向けての準備を進めています。今後、「個性と白主性を持った国際人の育成」を目指し、進化をし続けます。
く利用交通機閔)
●旧横須賀腺「衣笠駅」下車 ◆学校説明会◆ ◆オープンスクール◆
徒歩5分 7月27日(木)9:30~11:3011月16日ι士) 9:30~11:30

●京浜急行線紗入駅」下車 11月23日{士} 9:30~11:30 8月16日(金)9:30~11:30
京急バス「衣笠駅行」乗庫.住浦高校削下車すぐ 8月17日(士)9:30~11:30

●京浜急朽線「横須賀中央駅」下車 昌活動休験や授業体験を実胸◆ささりんどう祭佼化剰◆
京急バス「衣盖駅行」乗車、依釜駅」下車徒疹5分 1然棚イベント11和日」も酢10月26日{土} 9.00~15,00

〒238,0031 横須賀市衣笠栄田13-80 ◆平日相談会◆説明会を実施します!
竃話 046佃52)0284 FAX:046(852)6980 12月2日【月}~5日(木)

各日15:00~17:00URL. h廿P:ノノWVハV.rnlJ3 ed.jp

◆授業公開日◆
10月30日【水}13:20~15:10
11月13日【水"3:20~15:10
全写、コースの授葉が旦¥できまオ1

入試説明会
11月24日
10時~12時30分(士)

11月24日(土)
14時~16時30分

11月30日(土)
10時~12時30分

11月30日(土)
14時~16時30分

(学校説明会)
8月17日【士)

1000、1130横須貿市文北会能
11月16日【土)
10:00~11'30 本校

冨

学科祉験体験
12月14日(土)
9時~12時30分

平日授業見学会
10月29日(火)~11月1日(全)
13時15分~15時05分

グリーン祭(文化祭)
9月21日(士)
9時30分~15時
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学校法人緑ケ丘学院

(清湘祭】【文化祭)
伯/11 ※非公開
10ハ2 縦チケット制
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く利用交通攘関)
●京急線「津久井浜」駅近くの車窓から校舎

が見えます。駅のすぐそばです。
●京急線「津久井浜」駅下車徒歩4分
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疑繹翻劉武
輩憾蟹翻剛鵡

鴛立昭痢辺年6月霖程:全日割・昔通科
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「なりたい自分」へ全力でサボート。広がる夢の実現を緑ケ丘で!

【スポーツフェスティバル】
6/21 縦非公開

【学校説明会】
8月24日(土)
10:00~11:45 繊須賀市文化会館
11月9日(土)
930~11:15全体会倭耐相談 11.15~辻45ヨ后動旦¥本於
12月14日(土)
930~1"5全件会個副相談 1115~11:閑部活動見学本校
【学校へ行こう週問】
11月18日(月)~11月22日(金)
13:35~16:30

髪学校見学は隨時受け付けています。

債須賀電一の女子枇して、そ11ぞれのキ判ア1悟嫉現し、 Z1肯紀を生謁女性としての素難磨誠す。

「むηたいg分」朗指して、舌舌医疫系、国毘・ビジネス系、幼児教育系、鹸教育系なとを、肩広(売婁しナ隱択授業で実乳違孚希望者の 100%合格寧を詩ります。
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神奈川県立

(利用交通楓閏)
●京浜急行線「汐入」駅下車徒歩5分
●京浜急行線「横須賀中央」駅下箪徒歩12

分
●狽横須賀線「横須賀」駅徒歩15分

〒2380018 横須賀市緑が丘39
電話' 046(822)1651 FAX! 046{825}0915
URL http:ノノWWW.r"i由rig30ka.ed.jp/
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(文化祭)
6月15日【土)

10:00~15:00

6月扮日旧)
930~14・30

創立朗治39年4旦課程:全日割・昔通科

<体青祭>
9月7日(士)
9:00~15:45 雨天順睡
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