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10月に入って今年度の入試予定なども確定し、各高等学校の学校説明会の開催が本格的に

始まりました。この進路通信で、なるべく進路情報を多く発信しょうと努力していますが、紙

面には限りがあり、また中学校に案内が届かない高校も多数あります。興味を持った進路先に

ついては、ぜひ自分で調べて、説明会などに積極的に参加するようにお願いします。

《進路情報》

①神奈川県立神奈川総合高等学校(学校説明会、体験授業、個別相談、見学)
(東急東横線東白楽駅から徒歩3分)

1 0月1 9日(士)①9:3 0~、②11:3 0~、③1 3:3 0~
説明会(①~③)と体験授業への参加には、 web上で事前申し込みが必要です。説明

会と体験授業は別々に申し込みが必要です。また、体験授業のみの申し込みはできません。

詳細と予約方法は高校のホームページをご覧ください。

申し込み開始は10月10日(木) 10:00からですが、定員に達した時点で受付終

fとなります。申込みの締め切りは10月16日ケ拘 17:0 0 までです。

校舎内・部活動見学、個別相談のみご希望であれば事前申込不要ですが、説明会当日に

多目的ホール前に設置される受付には必ずお立ち寄りください。

②横浜市立南高等学校(学校説明会)
(京急上大岡駅より京急バス 1番南高校行き「南高校前」下卓)

1 0月2 6日(士) 9:3 0~ 1 2:0 0
高校のホームページからの申し込みが必要です。詳しいご案内と申込み方法の説明は各

クラスに置いてあります。(インターネットでの申し込みができない場合の問い合わせ先

横浜市立釜利谷中学校
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も書いてあります。)申込みの締め切りは10月23日 0圃までです。

③文化祭 10月12日(士)、 13日(日)開催

・北鎌倉女子学園高等学校(文化祭)

・神奈川県立金沢総合高等学校(翔総祭)

σR横須賀線北鎌倉駅から徒歩7分)

12日(士)のみ
(京急富岡駅から徒歩10分)

12日(士)のみ・湘南学院高等学校(清湘祭)
(京急北久里浜駅から徒歩12分)

横浜市立横浜商業高等学校(Y校祭) 1 3日(日)、 14日(月).

(京急南太田駅から徒歩5)

・東京工業大学附属科学技術高等学校(弟燕祭) 13日(助、 14日絹)
(JR京浜東北線田町駅から徒歩2分)

④蒲田女子高等学校のチラシを女子全員に配布しました
京浜急行空港線糀谷駅から徒歩7分の所にある私立の女子校です。 2020年から特別

進学二ースができます。秋の学校説明会のご案内のチラシを配布しました。

※他垈上^。
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辻一百口丘高等子校
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神奈川県

創立昭〒備0年4月課チ呈全日制

清新漆剌

1弐'麻生高等学校

「清新漫剌」の校風のもと、自由で伸び伸びとした雰囲気の中、生徒は明るく漫剌と、勉強
活動といった高校生活に励んでいます。あなたも百合丘高校の仲問に加わってみませんか。
く利用交通機関)

<学校説明会> (公開授業、部活動体験・見学)●小田急線「百合ケ丘駅」下車
小田急バス「百合丘高校前」下車徒歩2分 第1回 8月23日(金) 10月5日(土)本校

●小田急線「生田駅」下車 公開授業は午前実施14舶~15:30 麻生市民館
川蛸市営バス陌合丘高校前」下車徒歩2分 第2回 11月23日(土) 部活動体験・見学は午後実施

<畠凄射敢は事前申し込みが聖要>●田圃都市繰南武線「溝の口」下車 10:m~1230本校島活勲見学可
第3回 12月14日【士】川酷市営バス「鷲ケ鰻営業所削下車徒歩10牙

〒2140036 川蛸市多摩区南生田4,2・1 10:00~12:00 本校
雷語 044【977地955 FAX:044四76)8735
URL' h如ノノW艸.ywi'ヨ0k丑・hNr卜胎r旧ga舶ed.jp/
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神奈川県立

^鍍
餅立:昭和59年桐課i呈全日制

嫉風洗野武

夢を現実へ!一麻高力ー

マ'愚.
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高い志をもって社会に貢献する良識ある人間、そしてこれからの時代に求められる資質哨t力の育成をめざし、国
際理解及び英語教育、芸術教育を特色として推進しています。緑豊かな環境に恵まれ、静かで落ち着いた高校です。

10:30~12:10

10:30~12:10

10:30~12:10

13:30~15:10

10:30~12:10

10:30~12:20

t

エゞ麻生総合高等学校
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(利用交通機関)
●小田急線新百合ケ丘駅下車徒歩20分
●新百合ケ丘駅より小田急バス千代が丘・向
原・よみうりランド行「合程」下車徒歩4分

●新百合ケ丘駅より小田急バス平尾団地
駒沢学圃・稲城駅行「平尾」下車徒歩7分

〒215-0006 川煽市麻生区合程3・41
寄話 044{966}フ766 FAX:044(953)9234
URL: h廿PSゾノaS30・h.pen・k邑「1agaW3.ed.jp/
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神奈川県立

創立:〒成15年11月課程:全日制・総合学科

輝け!only one 豊かな学ぴが、きみをはぐくむ

14:00~15:40

^桐光学園高等学校

1年次は少人数クラスで基礎学力の向上を図り、 2・3年次は将来の逝路や興味・1渕心に応じた科目選択(曹通科
目・専門科目など)により自己の可能性を見出します。丁寧なキャリア教育の尖践で一人ひとりの未来を拓きます。

千

学校法人桐光学圃

(利用交通機閧)
●小田急多摩線「五月台」駅下車徒歩20分
●小田急線「柿生」駅下車徒歩25分
●小田急線「鶴川」駅北口下車神奈川中央交

通バス平和台循環「平和台北」下車1走歩5分

〒215-0023 川婚市麻生区片平1778
電語 044円87"750 FAX:044{989}6074
URL NφノノⅧ州舗繊硫0武隠卜1;ぎ瑚謝a肌匁/Hf飽κhm'

<学校説明会>
●8月24日1土}事前申込不要

10:30~11 30

ユニコムブラザさがみ#ら
●9月1日旧)璃前申込不要

10:30~11G0 麻生市民
■12月7日(士)事前申込不要

10仞~12{刃本校体育蝕
較音旭字呈駕謡会

王

学校行事・部

(風音柴(文化祭))
9月7日(士) 10Ⅸ)~14:30
9月8日{勵 930~14:30

齢立:1978年課チ呈全日制昔通科

く夏季休婁中学校見学)
朋凶B~明訟θ生で岬Bのみ黙
事前申込みが必要

^

他名との関わりの中で自己を高めていこう
失敗を恐れず失敗から学んでいこう
一生続けられる好きなことを見つけよう

疑関国公立'私立大学進学を可脚こする学習環境が整っ力ぽす。男女別学、担任2人制、池上彰長研吾・羽生
善治といった現代を代安する講飾陣による「火学訪問授業」、充災の語学研"・留学九グラム、基礎から大学別
の演汽まで則超碍座の'智制度、運動部20科文化糊OHなど、例性に応じたきめ紹かい指箸を災謡Lます。

<オープンスクール>
●10月5日【●事前申込不要
950~1230

公駈桑、判談靴
牧舎内見学.侶湘黍会
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圃誇追浜高等学校

神奈川県立

<学校見学>
●電話にて随時受付

く第1回学校説明会)
7月30日(火)

13:30~15

偶2昌撒訣殿・
11月16日(士)
10:00~12:00 本校

<鴻志祭{文化祭}>
●9月7臥士) 11:Ⅸ)~15:00
●9月8日旧) 9:30~15:00
1樹1拝標萌会も徐、討
7日(士)14・00
8日(日)10:30,】4:00

〒215-8555 川崎市麻生区栗木3-12・1
電話:044●870519 FAX:044・987-9064
URL h廿P:ノノWWW.toko.ed.】P/
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創立:昭和37年10月

課チ呈全日割、定時制

入試相談コーナー

ゞ頒負じン,昨呼剛討*、能射撫艀樹"鳥臨"榔爪畍
'、1、}'ちは、高校生活を築しみながら希望する進路の実現に向けて学習にⅢり

矧んでいます。

^

麻生市民館
第胴体駿授剰

京浜急行線で横浜駅より約加分、三蔚口駅より釣30分の追浜駅から徒歩
13分という交通至便な場所に立地しています。広い敷地内には多くの木
力が生い茂り、豊かな自株環境の中で学校生活を遇ごすことができます。
創立以来「文武両道」「独立自釘を校試として、半世紀にわたって

優れた人材を様々な分野に送り出してきました。卒業生は2万を超えて
今11考1-
必'

(第1回休験授葉)
8月21日(水)

本樹要申込制10:00~11

(第3回学校説明会)
12月14日(士)
9:00~12.30 本校

く利用交通機関)
●京兵急行線「追浜駅」よ咲圭歩氾分

〒2370061 横須賀市夏島町13番地
儲話 046【865}4174
FAX:046【865}9891

URL: h札P5'ノノ洲艸Pe「トk留埠8a゛吊ed」p/OPP剖聞・h/

-25 -

く利用交通椴関)
●小田急多摩線栗平駅下車徒歩12分
●京王相模原線若葉台駅下車スクールバス巧分
●小田急多摩線黒川駅下車スクールバス5分

(学校見学)
電話でご予約ください。ご希望を伺い、日程を調整します。
時問は17:00~20:00の中で実施します。
問合せ先は追浜高校定時制、電話番号046-865-6912
03:30~21:00の問にお冨話ください。)

{体育祭> 9月27臼【全}本校(関係者のみ)
<徳学旅行> 11月13epx)~15日(金)
<マラソン大会> 11月1日(金)

(堤舞祭(文化祭))
9月7日(土)
10:00~15:00

<第4回学校説明会>
1月11日(士)
11:00~13:00 本校

く学校説明会)
▽第 1 回 7月28日(日)
マ第2回 8月4日(日)
▽第3 回 9月15日(日)
マ第4回10月12日(土)
▽第5 回11月17日(日)
▽直前 12月15日(日)
▽帰国子女対象説明会

8月3日(土)

<学校説明会>
7月30日【火) 10:00~12:00 横須賀市文化会館

10月26日【士) 10'00~12:00 本校体育館
12月中旬棄詳細は、ホームページに掲戯します。

く体験プログラム) 9月21日(土)本校(事前予約)
<体育祭> 6月18日【火}本校(関係者のみ)
<合唱コンクール> 10月1日(火)本校(関係者のみ)
<2年悠学旅行) 10月16日(水)~19日【士)
く耐寒訓練(早朝マラソン)) 12月ワ日{火】~円日(太}

昭和384草(1963)年に開校した普通科の定時制です。釦年余
の歴史を誇り、18伽名を超える卒業生が社会人や学生とし

て活躍しています。少人数の家庭的な雰囲気の中で、基礎
基本から学習を始めます。年問を逓して様々な行事があり、
全国大会等に出場している部活動もあります。定時制をぎ
えている方は、ぜひ学校見学に来てください。

0文化祭 9月22日(日)
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