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第2回進路説明会
明日、 10月1日(火) 15:45から本校体育館において、第2回進路説明会を行いま

す。今後の進路予定や入学者選抜制度、面接シート・調査書などの説明をします。第2回進

路希望調査の用紙も配布します。お忙しい中とは存じますが、ぜひご参加をお願いします。
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《進路情報》

①神奈川県立希望ケ丘高等学校(学校説明会・部活動体験)
(相鉄線希望ケ丘駅から徒歩8分)

10月12日(士) 10:3 0~(学校説明会)

13:0 0~(部活動体験・見学)
事前申込みは不要ですが、部活動の体験を希望する場合には、部活動体験受付票兼同

は ません。

・東海大学付属相模高等学校(建学祭)
(小田急小田原線小田急相模原駅から徒歩8分)

横浜市立釜利谷中学校

進路通信

2 0 1 9、 9、 3 0 (月)

意書」(ロ'

ご案内と陪K活動体験受付票兼同意書」(高校のホームページからも印刷できます)、部活
動体験受入表は各クラスに置いてあります。

11月16日(士)には、学校説明会・学校見学会が行われます。(予約不要)

②川崎市立川崎高等学校(生活科学科・福祉科体験授業)
(京浜急行大師線港町駅から徒歩10分)

E

11月2 3日(士) 9:3 0~
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FAX用紙は各クラスに

置いてあります。申し込み期間は、 10月7日(月)~ 11月8日(金)です。各講座の

定員まで先着順で受け付けるそうです。

10月5日(士)は学校公開日になっています。事前の申し込みは不要です。

③文化祭など 10月5日(士)、 6日(印開催 ※他望上^。

、

第34号

)の持参が必要です。部活動見学のみの方は必要ありません。

④池袋進学相談会(池袋サンシャインシティ文化会館2F展示ホールD)
σ R池袋駅から徒歩10分)

1 0月2 0日(日) 10:00~16:00

少し遠いですが、東京の私立高校の相談会です。事前申込みは不要です。参加高校が掲
載されたチラシは各クラスに置いてあります。

⑤三浦学苑高等学校のチラシ(2種類)を全員に配布しました
京浜急行線汐入駅からバスで12分位の所にある、普通科と工業技術科がある私立の共

学校です。学校説明会などのご案内のチラシと、来年度からできる IBコースの紹介のチ
ラシを配布しました。
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創立:川崎{耶2年】1機南崎1閉4年〕が早或1昨に再織合

震程.全日嗣、定牙切岩通科

単位制普迎科。本校の特色は5点
①様々な分野の科且、小人数学習、発展科目なとを取1)入れた
多彩な選択科目を自ら組み立てる
②1時隈90分の授業展開
③様々な学びによる単位認定
④3年W変わらないクラス
⑤クラス担任団とチューターが、一人ひとりの自己実現を支援。
SC・SSW・学習サポーター等の生徒相談体制も充実
グラウンド等は夜問照明完術。各教室冷暖房完術。「光と風の校
舎」と呼ぱれる、明るく快適な校舎でお待ちしています。

疹参

(利用交迺機関)
■JR111崎駅東口よリ4番バス乗」J場で臨港バ
ス「京助循圓行「二の迦下車荏歩3分

●京浜急行線八丁畷駅下車徒歩13分
●胴川尚新剛駅下車徒歩3分

〒210-0845 川蜘市川鯖区渡田山王町22、6
電話 044(344)5821
FAX:044(344)9140
URL h即ゾノY脚ル鈿ヨ訟kl・んPer卜kaeg副aedlp
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4W川崎高等学校
1見ID

川鮪市立

<学校説明会>
9月7日(士)旧冷:30~網}11:00一氾ι013:30~本校

<入試説明会>
η月16日(士)第1回入試説明会
12月14日(士)第2回入試説明会
<文化祭>
9月15日(日)16日絹)
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単位制普通科。本校の特色は全日制と同じ。15:05 (4校
時)~20:50 (6校時)を基本に2年次以降は全日制の時
冏帶の授業も受けられます。標池服や学校行事の多くも全
日制と共遜です。自分のぺースで学ぶことができ、半数以
上の生徒が3修制(3年で卒業できるシステム)を活用し
ています。将来の進路"標を井って"ら授業を選択します。
生徒相談・学習サポートも充実、進学峯も41%。中学時代、
不登校だった生徒も71%が再チャレンジ成功。是非、県川
定時を見に来てください。

、十

創立:明治U年10月
課程:全日制・建時制

学校教育目標「こころ豊かな人になろう」
普通科は「自己尖現ブJ」「探究心・課題解決能力・麦現力」
「グローバルコミュニケーションカ」を育む教育活動を通
して「国際都市川時をりードするたくましい人材の育成」
を目指します。

生活科学科は「生活関述産業のスペシャリスト」を、福
祉科は「都祉のスペシャリスト(介湊・府侠・才斤妥氏療)」を11指
して日々、導門的な知識と;蠏jの修得に取り組んでいます。
教科センター方式、 1CT教育機器を取り入れ、授業を

屡開しています。

く利用交通棲閏)
●川鱒駅よ1肺却快
木江ミ、塩兵行き語ミ、小日崇循素油■1晦喜發謝

〒212.0806 川崎市川崎区中島3-3-1
電話:044【244}4981
FAX:044{211}8295

URL: h如:/WWW.胎W、S.ed.jp/kawaS3}(i・11S/
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全日制と同じ
く生活体験発表会)
校内大会6月1 9日(水)市大会9月11日(水}県大会1 0月1 2日{土)

く学校説明会)
7月27日(土)9:30~12:00 本校
12月7日(士)9:30~12:00 本校

く体験授業)
8月17日(土)9:00~(菩通科・福祉科・生活科学科)
9月28日(土)9:30~(橿祉科)

11月23日(土)9:30~(生活科学科・福祉科、普通科個別相談)
<体育祭>

5月10日(合)本校非公開
<文化祭>

9月13日(金)本校非公開
9月14日(土)本校一般公開 9・30~
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夜闘鐸曹通科と竪問語曹通科を併詮している学牧です。定野制専用の教室で学びま
す。

昭和認年以来働き射;ら学ぷ生御;嵜り添う、きめ紹やかな怜算を行って誠した。
今桝多樹ける生徒の実劉コ拡して
陛礎基本の充剣「少人数による授業艮剛
「キャリア敦育の先刈
「カウンセリングの充史」

を三本の牲として脚斑んで行誠す。
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創立:昭和38年4月1日

課程:全白制・定時割

本校は、最嘉rの施没・設佑を佑えた工柔科と理数科の小門品校で

(利用交通櫻関)
●JR川崎駅ラゾーナ広場より
市営バスU1173}上平問行幅7番のリ1幻

●庫急バス(反01)五反田駅行イ81番のりば)
●「御幸公圃前」下車徒歩3分

〒212-0002 神奈川県川崎市幸区小向仲野町51
話話 044{511}7336
FAX:044(511)9796

URL: httPソハYⅧN.kst・h.ed.JP/

をめざしています。また、理数科の専門学科である科学科では、
理科や数学の学習を深め、理系難関大学の進学をめざしています。
詳しい各利の内容や進路尖萩、説明会については本校ホームペー
ジをご覧ください。

莪きはWebで!!
**********「川麟縁合」で検索**********

(学校説明会>
11月29日(全)

<¥校説明会) 7月20日(土)10:00~13'30 中原市民館
く学校説明会) 9月7日(士) 9:30~稽:30 本校
く学校説明会) 11月16臼(土) 9:30~13:00 (部活熨体1童含む)本校
(文化祭(一般公開)) 9月22日旧)10.00~15.00 ホ校
(ミニ学校説明会も開催) 9月23日(月・祝) 10:00~15.00 本校
く体験教室) AM9:30~ PM1330~ 1日9:30~15:00

科学科 8月3日(土)AM炉M
デサイン科 8月4日(副・5日明)1日
電子婆械科 8月6日(火)AM炉M
轄合電気科 8月6日(火)PM・8日(木)AM
情報工学科 8月8日(木)AM/PM
瑳設工学科 8月9日(金)AM炉M

く各科説明会)10月12日(土)12月7日(土)AM炉M

(文化祭>
10月26日(士)

本校詳細はホームページに掲駐

本校一般公開胖細はホームページに褐駐

クリエイトエ学科では、映礎学力の確火な発門'1を図り、キーJア教ガの充火
やものづくりなどの良さや楽しさを笑感し、よ】)よい進路尖現をめざします。
電気・億子コース、歳械コースの2コースに分かれ、ものづくり1こ必要女技

術習悍の2つの柱で学習を選めていきます。
商業科の学習はビジネスの基本となる科目のほか、簿記や砲卓、ビジネス文
書や情報処理など検定にっ如{る科Rや自分のR標に応じた学習などが多彩
で、資格取悍をめざすことができます。
ビジネスの資格試験に合格すること1翻キルの証となり、就駐や進学の際に
威力を発揮することは言うまでもありませノW

<学校説明会>
12月13日ι全)17:00~円:00 本校
(校内弁諭大会)
6月13日【木"8:00~20:30 本校(非公開)

<映画教室>
9月20日【会"フ'40~20:30 川崎TOH0シネマ【非公開)

<校外行事>
10月19日(土)工場見学予定
<琢技大会>

2月6日(木"フ:40~20:30 川繭グランドボウル(非公開)
※随時学校見学可能【車前に予約が必要}
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