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明日をつか

10月からは学校説明会のシーズンです。公立高校では、説明会に参加して学校の特徴など

の説明を聞くと、面接シートの『なぜこの学校に入学したいのですか』(志望理由)を書くた

めにとても参老になると思います。
^ノ^ ^ ーき4

私立高校では、説明会で ーニ4'タミ メ い 0

また、説明会の参加が受験の条件になっていたり、入学条件の加点になる場合もあります。可
して、必ず説明能性のある学校の説明会には必ず参加してください。官六の参西オ、

会参加の記録を残してください。

個別相談をしている高校では、ぜひ参加をお勧めします。 1学期の成績を持参すると、合否

の可能性を相談できる高校も多いです。(私立)個別相談に参加した際には、担当していただ
ゞさい。
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《進路情報》

①神奈川県立平塚農業高等学校(一日体験入学)
1 0月1 2日(士) 9:3 0~

横浜市立釜利谷中学校

ゞさい。

2 0 1 9、 1 0、 4 (金)

④湘南学院高等学校のチラシを全員に配布しました
京浜急行線北久里浜駅から徒歩12分の所にある私立の共学校です。参加申込書がつい

た学校説明会等のご案内のチラシを配布しました。

中央大学付属横浜高等学校(授業公開印、横浜創学館高等学校、聖和学院高等学校

平塚学園高等学校(学校見学会)、旭丘高等学校(体験入学セミナー、学校説明・相談会)

横浜隼人高等学校、秀英高等学校(要予約)

一夬のハーペー゛、メ、ご契の上ご参ご※念のー

(J R平塚駅から神奈中バス「農業高校」下卓)

令和2年度より、平塚農業高校の敷地を活用して、農業と商業を併置した新しい学校と

してスタートします。

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10月7日(月)

11月2日(土)・ 3日(田には文化祭(平農祭)、 11月16日(士)には学校説明

会が行われます。

②神奈川県立横須賀明光高等学校(学校説明会・体験授業)
(京急北久里浜駅より京急バスエ業団地経由久里浜駅行「内川一丁目」下卓徒歩7分)

1 0月1 9日(士) 9:3 0~ 1 2:0 0
大楠高校と統合して、令和2年から横須賀明光高校の敷地に、福祉科・普通科(クリエ

イテイブスクール)の新しい学校としてスタートします。

学校説明会・体験授業に参加を希望する場合は、 FAXかホームページからの申し込み

が必要です。ご案内とFAX送信票は各クラスに置いてあります。

③学校説明会など 10月5日(士)開催 ※他E立立^。

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。
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創立:大正9年12月課程:全日割

神奈川県立

'ナ平塚湘風高等学校

自主自律、自他敬受を教育理念とし、豊かな人問性と社会性の育成、そして利学的りテラシーを持ちグローパル社会で
活躍できる人材育成をめざす教育を展開しています。学習・生活・進路指導の一体化を通じて、きめ細かな支援を行い、
生徒の高い志を持った逃路災現を図っています。
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く利用交通機関)
●JR東海道線平塚駅徒歩25分
●旧東海道線平塚駅から神奈中バス伊勢原駅
南口行「共済病院前総合公園西」徒歩2分

●JR東海道線平塚駅から神奈中バス秦男駅
行「江南高校前」徒歩2分

〒254-0063 平塚市諏訪町5番1号
廷話 0463{31}2066 FAX:0463【31)5363
URL' h即ノノV肌/N!ヨ霜喧鉢α合卜んPenkぎ曙副aedlp/

ξ婆考
●州一『,"

餅立・早叡1年4"恥課程:単位制による全日制

一無ぎ,ヤ"抑燮一*

きめ細かな生徒指導を行う「規律ある学習環境」の学校です

玉"^

・農・平塚農業高等学校

授業でのルールを最も大切にした規律ある学校生恬の中で侵かむ人問性を備えた杜会でヨ立できる人樹を育てる学校ですJ'人数・習熟度別学習など仁より、
授剰(わかるようにな聴で丁馴こ教え、眺か力学力柁身に付けることで迄路希望を実現します。諦活動や学校行事が「明るく、充実Lた学校生活」を彩1)ます。

く利用交通機関)
●平塚駅北口⑤番「平52」「平60」田村車庫行

田村団地入口下車徒歩3分
<学校説明会>本校●伊勢原駅南口①番「平86」平塚駅北口行
9月14日(土) 9:30~12:00横内公民館入口下車徒歩10分
部活動見学、個別相談●本厚木駅南口⑬番「平53」「平54」平塚互R北口行

<文化祭(湘風祭)>11"2B幽午前~午種(肱HP)駒返橋下車徒歩8分
<平塚地区公私合同説馴§談会>10月19日【土) 9:30~15.00〒254-0013 平塚市田村3.13.1 授業・部活動見学、個別相談
8月7日(水) 10.(ぬ~16・卯本校電話 0463(55)1532 FAX:0463(54)8299 12月14日(士) 9:30~12 α)
平塚市中央公民館部活動見学、個別相議URL: h1φSノノ冊剖円仟k剖'蚫8awa,劇Ipmlra駕喧3ゞ幻和・W
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神奈川県立

【第1回学校説明会】
8月3日(土)
平塚市中央公民館
10.30~12.00

14:00~15:30

【第2回学校説明会】
11月2日(士) 10.Ⅸ)~
1第3回学校説明会】
11月30日仕) 10卯~

写北
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創立明治19年5月課チ呈全日制
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'農"と"商"の特色を活かした学校として生まれ変わる

琴ぎ六'

令和2年度平商と統合。新学科の都市膿業科
業や実験・尖習を通して柚物の栽培から利用

(利用交通機聞)
●JR平塚駅下車
●バスターミナル3番「市民病院行」

「東海大学行」「金田公民館行」バス00分)
●バスターミナル1曙「"苅日向詔行」バスⅡ0分}

際業高校」下車徒歩1分

〒254-0064 平塚市達上ケ丘10-10
置話 0463{31】0944 FAX:0463【34}9384
URL h如ゾノVイ冊.hl!a1割獄a甜、peルk別瑚制aed.JP
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神奈川県立

【体育祭】
6月22日(土) 8:40~本校
b工麗祭(文化祭)1
10月26日{士} 10:00~本校

に1途,詮冬、・1

(平屍也区公私合同説明会>
8月7日(水)
10.00~16:00

平塚市中央公民館
ステージ発表
相談7ースあり

劃立:全日篇・昭手n37年10月定時皆1・昭和13年4月

課,呈全日制・乾合ビジネス科
定時制・豁合学科
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"農"と"商"の特色を恬かしたど1校として生まれ変わる

令和2年度平農と統合。商業と農業の学甲卜を併せ持つ新し
い学校としてスタートします。総合ビジネス科では商梁の
各類型を選択し、変化の激しいビジネスの世界に対応する
力を身につけます。産学官述携による地域述携活動、地元
企業との商品開発、七夕祭りなどの行事参加、賣格取得、
キャリア教育の取痢1み等、さらなる充突を予定しています。

新校商業に関する学●K驫合ビジネス科)
経営ビジネス系、情報ビジネス系、情報デリイン系、グローバルビジネス系

"、

.,

^

毛ヨ

本校

^

都市環境利・・食品科学科・農業総合科があり、特色ある授
・加工・流通まで体験的に幅広く学べる専門高校です。

平塚地区公私合同説明会
8月7日(水)

0学校説明会 10.00~16:00

11月16日【土} 平塚市中央公民館
9:00~12:00 本校 個別相談会あり
その他留弾校見¥は要穰 0文化祭(平農祭)

12月7日(土) 11月2日(士)1230~14'30
9伽~12伽平塚商業禽校 11月3日【日)10:00~14.Ⅸ)
その他風弾牲見学は要相讐 個別相談会あり

く利用交通機関)
●JR平塚駅北口神奈中バス10番乗車口
高村団地行7分商業高校前下車荏歩2分

〒254-0054 平塚市中里50・1
電話:0463(31)2385
FAX' 0463(34)4494

URL Nφノノ艸Wh胎愉蜘Ch圃,k引'、a幸舶ed}P

0第1回一日体験入学
8月1日(木)
9:00~1230 本校

0第2回一日体験入学
10月12日{士}
9:00~1230 本校

4芽三" 神奈川県立

d呈)高浜高等学校

学校説明会
8月2日(全) 9;00~12:30 本校
8月3日(士) 9:00~12:30 本校

コ

10月12日(土) 9:00~12:30 本校
11月16日(土) 9:00~12:00 平塚農業高校
12月7日(土) 9:00~12:00 本校
1月5日(日) 9:00~12:00 本校

1日体験入学等
8月2日(金) 3日(土) 9.卯~12:30 本校【中学生対象体験入学)
10月12日(士) 900~12:30 本校(中学生対象体験入学)
文北祭 11月2日(土) 10:00~14:00 本校
公開綱塵(対象中学生他) 8月21日(水) 22日(木) 23日(全)午前中
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聖灯

昭和13年開校、創立即年の伝統ある夜問定時制高校です。
令和2年度に、平塚駅南口から徒歩13分の高浜高校に移転
して、単位制呰通科として新たなスタートをきります。進
学にも対応した教介課程と基礎基本からじっくり学べる教
育課程の2つのコースを併匿するなど、これまで以上に生
徒の多様な二ーズに応える体制を整備しました。平塚商業
高校の伝統も引き継ぎながらのスタートですので、安心し
て学●之選択をしてください。

創立:昭和9年課程.全白制・昔通科

^、

二尋誤

註習写ぞ翌^^^

ー"

~変わる高浜つながる福祉~
IC始11即ge is n肌劇訟御ect 0器elsl「一歩踏みWせば、何かが変わる!」小さな頑動、"レン沌積み重ねを大切にし、それぞ九の持ち味や個性を尊重はす。
幡学クラ肋焼戰!隆徒一人ひとM泊抑第一志望にチャレンジL、夢を実現Lます。1つ効{る福祉1"人にやさしい社会勃ざず福祉の心を継承します。

【県立高校改革により、令和2年(2020年)4月に平塚商業高校の定時制が本校に移行します。】
、
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ξ
(利用交通機関)
●唄車海道本線「平塚」駅徒歩13分

〒2540805 平塚市高浜台8'1
電話.0463【21}0417 FAX:0463【23)7138
URL h如ノノVi冊.稔k劫ヨ船・h配丹k留lega舶.劇扣ノ

学校説明会
11月26日(火)
12月1日(日)
1月14日(火)

文化祭
11月9日(土)

17:00~19:00

地区定時割説明会13
17:00~19:00

目

11:00~14:00

く体験!高浜塾)
8月23歐全)
10:00~11:30 本校

く高浜祭(文化祭))
9月7日(土)
9:40~14:00 本校

竿塚商業高校
平塚市中央公民館卯~16:00

平塚商業高校

平塚商葉高校

<学校説明会>
11月16日{士}
10;00~11:30

12月14日(士)
10:00~11:30

本校
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