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進路通イロの第37号(前号)で、「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。」と掲載しましたが、 10月に行われる「学

校へ行こう週間」等では、平日の中学校の授業時間中に行う場合があります。

「学校へ行こう週間」は、基本的には地域へ向けての高等学校のPRとなっていますので、

「中学生は学業を優先してください。」との連絡が教育委員会よりありました。ご理解ご協力

をお願いします。(ただし、休日等については担任に相談してください。)

《進路情報》

①神奈川県立横須賀工業高等学校(オープンスクール)
(京浜急行北久里浜駅から徒歩15分)

1 0月2 6日(士) 9:3 0~ 1 6:3 0
ミニ学校説明会、授業・音肘舌動の見学は申し込みは不要です。部活動体験のみFAXで

の申し込みが必要です。申込み締め切りは10月11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。

11月2日(土)・ 3日(日)には文化祭(県須工祭)が行われます。

②神奈川県立横須賀高等学校(学校見学会・部活動見学会、学校説明会)
(京急横須賀中央駅からバス「衣笠駅行「佐野人丁目」下卓徒歩6分)

学校見学会、部活動見学会 10月26日(士) 9:45~

第2回学校説明会 11月1 6日(士) 1 0:0 0~

第2回学校説明会はホームページからの申し込みが必要です。詳しい内容や申し込み

法などはホームページで確認してください。

③学校説明会など 10月12日(士)開催 ※他垈上^。

2019、 10、 9 0拘

県立横浜平沼高等学校(オープンスクール)、県立横浜南陵高等学校(オープンスクール)

県立希望ケ丘高等学校、県立二俣川看護福祉高等学校、県立新城高等学校

県立平塚農業高等学校(一日体験入学)、県立平塚商業高等学校(一日体験入学)

鶴見大学附属高等学校、聖ヨゼフ学園高等学校、慶應義塾高等学校、山手学院高等学校

法政大学第二高等学校、北鎌倉女子学園高等学校、鎌倉女子大学高等部

聖セシリア女子高等学校、桐光学園高等学校(要予約)、横浜翠陵高等学校

④学校説明会など 10月13日(副開催 ※他垈上^。

北鎌倉女子学園高等学校、東海大学付属相模高等学校

,斗夬のハームペー:゛メ※念の

⑤武相高等学校のチラシを男子全員に配布しました
東横線妙蓮寺駅(または白楽駅)から徒歩10分の所にある私立の男子校です。学校説

明会のご案内のチラシを配布しました。
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創立:昭和61年課程:全日制・普通科
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本校では創立以来の「文武両道」の校風を大切にし、「社会の中核たる人材の育

＼φ'1市ケ尾高等学校制器"蘭誘譽鷄鞭鞭為会船翻熊蔀鞭1いに

横浜翠陵は「Think&cha11enge ■のモットーのもと、幅広い選択を可能に
する3コース制を設砥。国公立を目指す特進コース、世界に寄与できる人材
のガ成する凶際コース、"分にとって址適な進学を可能にする文理コース。
どのコースでも「考え、挑職する」経験を積み重ね、仲剛と高めあいながら
未来を目指します。
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〒2250015 横浜市緑区三保町1
雷話:045(921)030I FAX:045【921}1843

URL http:WWYJ,suiryo.ed、jp/

創立:昭キ叫9年明課程:全日制
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く字校説明会)予約不要
■8月5日(月)青葉公会堂

10:00~11:00

● 8月6日(火)都筑公会堂
10:00~ 1 "1.00

●偲月7日(土〕本校体育館
10:00~11:00
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ξ霧}田奈高等学校

一人ひとりがより高きをめざして、箸尖に進路および部活動等での実織をあげ
ています。生徒一人ひとりが自己実現に向けてはばたき、夢を尖現するステー
ジとして、今後も地城・保經者から信頼される人づく1)に邁進していきます。
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く利用交通樫関)
●旧横浜線「十日市場駅」よリ徒歩20分
●旧横浜線「十日市場駅」・東急田園都市腺

「青葉台駅」よりバス「郵便局前」下車
●相鉄線 f三ツ境'則よりバス「霧が丘高校

前」下車

〒2250024 横浜市青葉区市ケ尾町1854看地
電話:045円71)2041 FAX:045(972)6522
URL hl!那ノノリJ冊 Penk剖'1己師Waedjp/ich1風)・h/
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創立:昭両噂3年4月課チ呈全日制

(学校説明会)
7月27日(土)10:00~11:30 本校
8月3日(土)10:00~11:30 本校
9月14日(土)14:00~16:00 本校

円月12日(土)14:00~16.00 本校
11月2日{土}・3日(鋤窯時鬪はHPにτご確認U謎い。本戒
11月9日【士)14.00~16:00 本校
11月23日(士祝)14.00~16:00 本校
11月30日(土)14:00~16:00 本校
くオープンキャンパス)
8月24日(土)10:00~16:00 本校

10月円日(士)14:00~16:00 本校
(翠陵祭(文化祭)>
11月2日(士)11:00~15:00 本校
11月3日(日) 9】00~15:00 本校

◆15歳からの自分づくり~一人ひとりの未来の創造のための教育プログラム~◆
クリエイティプスクールとして、中学校までに持てる力を必ずしも十分に発押Lきれな
かった生徒に対して、コミュニケーションの機会を充尖させ、個別的に、早期に、段陪
的に指尊を行う「支援教育」を推逆しています。三年問を通してさまざまな敦育恬動を
展開し、これからの社会生活によりょいものにする「意欲」を育み、「他者との関わり」
を火切にしながら、主体的に学び、ぢえ、行動する「社会尖践力」を養う学校です。

謎欝桐蔭学園高等学校
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学校法人桐蔭学園
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(利用交通棲関)
●東急田圃都市線「市が尾」駅よ"徒歩15分
●「市が尾」駅よりバス柿生駅北口行、桐蔭学

園前行、水道局青葉事務所前下車徒歩3分
●小田急「柿生」駅よりバス市が尾駅行、水道
局青葉事務所前下車徒歩3分
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〒227.0034 横浜市晋葉区桂台2丁目39番1也2
電話 045{962)3135 FAX:045(962}9039
URL: h即ゾノリmw.tal'旧・h.pe丹k己rlagawaed.】P/
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創立:晦飴9年4月課チ呈全日制
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,1・二j.1,元石川高キ阜料交
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刷蔭が取り剤む教力改革のコンセプトは"新しい世t挨挟のカタチ"の氾求で
す。2018年度から、男女共学化に加え、プログレスコース(難関国公立大・
医学部対応)jアドパンスコース(国公立火・早慶等難関私火対応)」「スタンダ
ードコース(国公立火・私大対応)」の3コース制を実施。 2020年度からの大
学入試制痩も視野に入れ、多様化する社会で、主体性・協働性を発抓する力
を育んでいきます。

<青群祭佼化祭)>^公開
9月14副士) 10〔幻~15;00
(学校見学)
8月27日(火}~1月16日{木)の
智獣・稗B16m里始要旨岳干齢
た榔、9月17日(火)18日休}
11月12日{火}、
12月2卵は)~桐6日絹)モ詮く

明訟日{月}~8月部日(全)の
平日1000開始電話予釣不要
ただし、8月5日{月1、6ef火}を詮(
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<¥校説明会)
8月22日【木}午前2回、午後2回実諾予定青葉公会堂
12月日程未定本校または青葉公会堂を干定
(オープンスクール>
10月26日【土)授業公開 10:50~12:40

部活動公開 17:00まで本校
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く利用交通挨関)
●東急田園都市線青葉台駅より
●東急バス日体大行(約10分)「田奈高校」下
車徒歩3分

く文化祭)
明フヨ1土)・8倒印桜入試桧談コーナー廃愛 10{幻~14伽

〒225-8502 横浜市青葉区銭町1副4
電話 045(971"411 FAX:045【974】5105
URL h廿P;ノノtoin,印 jp/hig11/
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鷲立超手a59年絹課程:全日割・昔通科

【学校説明会】
0第1回

10月12日(士)
10:00~11:00 本校

0第2回
12月14臼(士)
伯:00~11:00 本校

0第3回
1月11日(土)
10:00~11:00 本校

1紅葉祭(文化祭)】
☆1日目 11月2日(士)
公開 11:00~14.00

☆2日目 11月3日(日)
公開 930~14.00
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「自立、協働、創発」をスローガンに主作的・協働的な授業を行っていまt。
アントレプレナーシップ敦青を実践。企業や大学の敦育ブログラムを学びま
す。

土曜講習や長甥休業中の講習を充実させ、さらなる飛躍を目指します。
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^荏田高等学校
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く利用交通機関)
●東急田圃都市線「青葉台」「市が尾」駅より
バス10~15分

●東急田園都市線・市営地下鉄ブルーライン
「あざみ野」駅よりバス伯分徒歩10分

●小田急蒜「柿生」駅よりバス15分~20分
「新百合ケ丘」駅よりバス20分徒歩10分

〒225.0004 横浜市青葉区元石川町4116番地
電話:045{902}2692 FAX・ 045円02】8948
URL 世m'ノノW洲Π柏10is!§胎Na・ん配r卜ka'旧'昂Vaed炉

餅立昭ネ聞4年4月課程.全日湖・昔通科

[学校説明会]
伯月26日(土)10:00~
11月16日(土)
午前の部 10:00~/午径の部 14:30~

11月23日(土祝)10:00~
12月7日(土)
午前の部 10:00~/午径の部 14:30~
1学校説明会に参加ご希望の方は、学圃公式サイト
にて事前のお申し込みをお願いいたします。

【学圓祭]
9月22日旧)9:00~

23日絹振)9:00~

文武両道~スクールプライド「挑戦・情熱絲半」の育成~
学習だけでなく、

を目指している。

本校

本校

く利用交通桂関)
●東急田圃都市線 B工田」駅下車徒歩巧分
●横浜市営地下鉄「仲町台」駅下車

市営バス301系舗「荏田高校前」下車
●横兵市営地下鉄「センター南」駅下車

市営バス304系蒜「荏田高校前」下車
〒224-0007 横浜市都筑区荏田南3・9・1
電話 045【941}3111 FAX:045(942)0814
URL: h如ゾ<Ⅷ、U.e山・h.per卜k田laga、Yaedlp/

(利用交通機関)
●田圃都市線「たまプラーザ」駅下車、徒歩20分

またはバスにて柏分
●田里磊市翻敞市営負下凱1「●ざみ野」駅T車、巷歩25牙

また11バスにτ朽9
●「新百合ケ丘三岡よUバスの利用もできま

す。学校HPにバス停の案内があります。

部・委員会・地域貢献活動、学校行事に活発に取り組もうとする実銭力を身につけること
約80%の生徒が部・同好会で活動し、多くが関東大会や全国大会に出場を果たしている。

上記の行事は、日時葬を変更することもございます
ので、事前に学圃公式サイトにてご確認ください。

(学校説明会)
8月8日(木)都筑公会堂

①10即~11:'②13'関~叫45 @は青薫区の方対別
10月26日(土)11:25~12:30本校
12月7日(土)10時~11:30本校
(オープンスクール)
10月26日(士)9時~16時
(璃穂祭(文化祭)>
9月7日(土) 8日(日)

(体育祭)
5月30日(木)非公開本校

く学校見学Days)
8月20日(火)~22日(木)

①1030~11:30②14:30~15:30
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