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明日はいよいよ文歌祭です。 3年生は最後の文歌祭なので、これまでの練習の成果が100
%発揮できるように頑張ってください。自分の実力を十分に発揮するためには、入試の時も同
じですが、早起きして朝ご飯をしっかり食べることが大切です。ドキドキして眠れない人もい
るかもしれないけど、今日は早めに寝て、明日につなげてください。

《進路情報》

①神奈川県立追浜高等学校

1 0月2 6日(士)
第1回学校説明会(7月3

きをご用意ください。

②横須賀市立横須賀総合高等学校(第1回学校説明会)
(京浜急行線京急久里浜駅から徒歩10分)

①91 0月2 6日(士) 3 0~ (横須賀市内中学校)なるべく

②13 3 0~ (その他の地区の中学校)

事前の申し込みは不要です。詳しいご案内は各クラスに置いてあります。 11月16日
(士)には第2回学校説明会が行われます。(内容は第1回と同様です)

③神奈川県立住吉高等学校(第1回学校説明会、個別相談など)
(東急東横線兀住吉駅から徒歩8分)

9:30~10:30 学校説明会1 0月2 6日(士)

個別相談など10:30~12:00

10:30から個別相談、施設見学、部活動見学ができます。事前申込みは不要です。
上履き・下足袋をご用意ください。

11月16日(士)には第2回学校説明会が行われます。(内容は第1回と同様です)

④神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校(第2回学校説明会)
(J R山手駅から徒歩13分)

(② 1 3:0 0 ~)10月27日(日)①10:00~11
第1回学校説明会(7月30 印と同じ内容です。申し込みは不要です。上履きをご持

参ください。部活動見学(10:0 0~ 16:0 0)ができます。

⑤文化祭 10月19日(士)、 2 0日(日)開催

・神奈川県立白山高等学校(楓祭)
(相鉄線西谷駅よりバス「千丸台団地」行き

・神奈川県立鶴見総合高等学校(翔麗祭)

2019、 10、

(第2回学校説明会)
(京浜急行線追浜駅から徒歩13分)

10:00~12:00

0 印と同じ内容です。事前申込みは必要ありません。上履

(火)ID

※他垈上^。

19日(士)のみ
「千丸台団地」下卓徒歩15分)

2 0日(日)のみ
(京急鶴見線市場駅から徒歩17分)

⑥横須賀学院高等学校のチラシを全員に配布しました
京浜急行線横須賀中央駅から徒歩10分の所にある私立の共学校です。横須賀学院オ

プンデーと学校見学会のご案内のチラシを配布しました。
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「協働した学ぴ」・「1CT利活用授業」

也二゛

11月30日{士} 9:30~12:00
個別相談会予約不要
12月7日(士) 9:30~11:30
湘工祭予豹不要
9月7日(士) 12.(刃~15:閲
9月8日(日) 900~15:00

楽入試相談コーナーあり

「勉強も超け!部活も輝け!」を合言葉に、協働した学びゃICTを活用した授業を実践し、関分X6時問、 3学期制など
普通科高校の良い点を生かした学校づくりをしています。2年生からの選択制で、進路希望に応じて学習が進められます。
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く利雨交通棲関)
●凧横浜線橋本駅北口よりバス「三ケ木」行
城山高校前(所要約25分)下車徒歩3分

〒252-0116 相摸原市緑区城山1・26・1
電話:042、7826565 FAX:042.782-1834
URL: h即ゾ/WⅧ1.shlroya!闇・h ^・kぎ1丑師Wa ed jp/
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創立:昭和38年4月課キ呈全日瓶・苛通科
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一貫教育システムで夢の実現をバックアップ!
本校は卒業生のおよそ90%が東海大学へ進学する高大一貫教育を特色としています。文系・理系に偏らない文
理融合教育と共に、クラプ活動や学校行事との両立を目指す教育活動を実践し、海外留学も充実しています。
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橋本高等学校
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<利用交通機関>
●小田急線「小田急相模原駅」南口下車

徒歩約8分

〒252,0395 相模原市南区相南3・33・1
電話 0421742)1251 FAX:042【742)1159
URL http:ノノWWW.seg己mj_tokal.ed.jp/

く学校見学会・部活動体験)
8月22日【木)・ 23日【全)
10:00~本校

<学校説明会・部活動体験>
10月19日【士)
10:00~本較

*部活動見学・体験あり
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劃立:昭和53年侶課程:全日制・甚通科

气,, L 神奈川県立

烹手薦凡青克高等学校

橋本高校は、染中力・礼儀作法・日本の伝統文化について学ぶ「武道教育」
と、人闇尊重・他者理解の姿勢,英語力を身に付ける「国際凹懈教育」を4寺
色とする学校です。また、共生社会に向けたインクルーシプな教育を目指し
ています。

校内に擇の木が育つ緑豊かな本校で、穏やかな仲問とともに充実した高校生
活を送りませんか?

(入試説明会・相談会>
11月23日(土)
10:00~本校

11月30日【土)
10:00~本校

(2日とも同じ内容)

ご盤鵬'

匝学校説明会(本校)
10月13日(日) 10時~12時
伯月26日(土) 10時~12時
11月16日(土) 10時~12時
瑛保護者・受験生対象
※予約不要
※上履きをご持参ください

〒2520143 相模原市緑区橋本8-8-1
電話:042【フ74)0611 FAX:042(フ71)1176
URL' hTm ノノV州W.mshi脚φ・hpeルkぎモ熔許旧.edjp

創立:早成22年4月談程:単位制による全日制

(文化祭)
9月7日【士)
10:00~本校

<体育祭>
6月6日(木)
一般非公開

まじめがかっこいい

ξミ姿,~管響一 学校法人藤嶺孚圍

^鵠沼高等学校

「第一志望の実現」「学業と部活動を高いレベルで両立」「進学希望に合った授業」
藤沢清流であなたの個性を却かせよう!部活動加入率86%以上!

亜オープンキャンパス(本樹
8月24日(士) 10時~12時
※中学生対象
※要予約
来上履きをご持参ください
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く利用交通機関)
●旧横浜線・JR相摸線・京王線「橋本」駅
下車徒歩15分

●橋本駅北口1番、 2番のU場より「三ケ木
行き」他バス「上町」下車徒歩5分

(利用交通機関)
●小田急線虜沢本町駅から徒歩17分

〒251-0002 藤沢市大鋸1450
電話:0466(82】8112 FAX:0466恰3)3536
URL'h;φノ州W゛i.1U声淵謎帥UILP剃卜k剖即Wa肘畢ノ紬Xj扉

厘建学祭(本校)
伯月5日(土)伯時~15時
10月6日旧)10時~巧時
棄一般公開
炎予約不要
米上履きをご持譽ください

創立:大正14年4月課程:全日制

{第1回学校説明会】
8月23日(金)午前・午径相梗原市民会館

【橡翔祭(文化祭)】
9月7日(士) 11:00~1430 本校
9月8日(助 9:30~14:30 本校

【第2回学校説明会】
9月28日(士)伯.00~11:30 本校

【学校へ行こう週問・部活動見学1
11月5日(火)~8日(金)本校
1公開授業1
11月9日【土) 8:30~12:50 本校
【第3回学校説明会】
11月23日(士) 10:00~11:30 本校
ぱ道大会怨・儲帽談在奥外国人等特別募集説明制
12月14凱士}本校時程響詳細はHPをご覧ください

未来に向けて、全力で。

i凹1湘麺1蝉附属高謝ヌ「多'」を育て1る、、イ固性を伸ぱす0 ,__、_、

「共に学び、共に育む明るく規律ある学園」をモットーに、国際感覚豊かな人づくりを目指しています。
進路に対応した3コース(英語・理数・文理)制です。行事も部活動も盛んです。

学校法人湘南工科大学

く利用交通機閏)
●JR東海道線・小田急線「慶沢駅」
徒歩巧分

●江ノ電「柳小路駅」
徒歩1分

〒2510031 藤沢市鵠沼藤が谷4,9-10
置話:0466(22M783 FAX:0466(22)1675
URL http:ノ/kL[genwm.ed.JP

催盆滞南地区公私合局説明相談会)
8/フ(水)
日本大学{生物寅源科学剖

(部活動体験デー)
8/23{会}本校

くFeS始清流(文化祭))
9/ 15旧}、 16【月)

イ、J.Y,ゴノノ

創立:馴036年明課程:全日制昔通科

併設の湘南工科大学とキャンパスを共にし、湘南の風薫る豊かな環境で、生徒は充実の3年問を過ビします。

く第1回学校説明会)
10/12(士)9:30~、13:30~
(オープンスクール{授業・)
11/9【士)9:30~オ5:00
(築2回学校説明会)
12/14【土)9:30~、13:30~

く利用交通機関)
●JR東毎道線!辻堂」駅下車徒歩15分

またはバス5分

〒251-8511 藤沢市辻堂西海岸1-1-25
電話:0466{34}4114 FAX:0466【33)2365
URL htlPゾノWリ剛.sh.SI'10IW、・1t.3C,jp

学校説明会
10月26日(士)
14:00~15:30

11月2日(土)
14:00~15:30

11月16日(士)
14'00~15:30

平日説明会(保護者対象)
11月20日(水)電話予約
18:30~19:30

個別相談会
11月30日(土)
14:00~15:00

学校見学会 Wed予約制
7月26日{金} 9:30~巧.00
7月30日(火) 9:30~15:00
8月23日{全} 9.30~15:卯
オープンスクール Wab予約制
8月21日(水〕 930~1500
学校説明会 V此予約制
10月26日(土) 9:30~12α)
11月16日仕) 9.30~12(刃

オープンスクール
8月24日(土)VVE日予約
9:10~12:30

鵠超祭(学校祭)
9月7臼(土)
9月8日(日)
10:00~14:30
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