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明日をつか

横浜市立釜利谷中学校

進路通信
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長い夏休みが終わりました。夏休みは有効に時間を使うことができましたか。運動部は陸上
部を除いてほとんどの活動が終わり、嫌でも進路に向けての時間が刻まれています。暑い日が
まだまだ続きますが、夏休み気分を切り替えて、学校生活のりズムを早く取り戻しましょう。

《教育相談を有効に利用しょう》
今回の教育相談は7月の個人面談以降、①進路についてどのように具体的に家庭での話し
合いが行われ、意見がまとまってきたか。②説明会参加の報告(夏休みの特別課題2)③夏
休み中の学習・生活などで悩んでいることはないか。④自分の考えを「面接シート」にどの
くらい書くことができたか。(夏休みの特別課題1)以上4点をホイントに話があると思い
ます。

一番問題なのは進路についての話が何も決まっていないことです。特に成績が思うような
結果でなかった人は真剣に考え行動しないと、進路決定までに十分に考える時間が無くなっ
てしまいます。 9月中に三者面談も考える必要が出てきます。短い時間ですが、ポイントを
絞って担任の先生と話をしてください。

《進路情報》
①神奈川県立光陵高等学校(光陵祭ミニ説明会、学校説明会)
σR横須賀線保土ケ谷駅より境木中学校行きバスなどで「権太坂」下卓徒歩5分)

光陵祭ミニ説明会 9月7日(士)・8日(印文化祭中に開催
第2回学校説明会 11月9日(士) 10:3 5 11:2 0
申し込みは不要です。ミニ。兒明会の開催時間が掲載されているチラシは各クラスに置い
てあります。第2回学校説明会前後には授業見学もあります。随時、学校見学も行ってい
るので、詳しくはホームページをご覧ください。

②神奈川県立金沢総合高等学校(第2回学校説明会、後期体験入学)
11月16日(士)第2回学校説明会 10:3 0 11:45
13:30 14:30
後期体験入学
(京急富岡駅から徒歩10分)
第2回学校説明会は申し込みは必要ありません。 8月16日(金)に行われた、第1回
学校説明会と同じ内容だそうです。参加する際には、体育館履きをご持参ください。
後期体験入学は、 FAXでの申し込みが必要です。詳しい申し込みの案内と参加申込票
は各クラスに置いてあります。申し込み締め切りは10月15日(火)ですが、先着順に
決定するそうです。希望する場合は、早めに申し込みましょう。
10月12日(士)には文化祭(翔総祭)、 11月4日(月・振替休田にはオープンス
クールが行われます。

③文化祭など 9月6日(金)、 7日(土)開催
・神奈川県立二俣川看護福祉高等学校(f高祭)

※他E立立^。

(相鉄線一俣川駅から徒歩15分)

④文化祭など 9月7日(士)、 8日(助開催①
・神奈川県立氷取沢高等学校(氷炎祭)

※他』三上^。

(京急金沢文庫駅から京急バス「京急富岡駅」行きか「洋光台駅」行きで「下ケ谷」
下卓徒歩5分または、「氷取沢高校」行き「氷取沢高校」下卓徒歩1分)
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駕立:平成20年課程:全日制

福祉の心と国際的な視野を持つ人を育てる
国際科・福祉科からなる専門高校で、多くの生徒が進学します。充実した設備、少人数クラスなど学習環境が整っていま
す。再編統合のため平成30年度入学生から福祉科のみ募集しており、令和2年度には普通科を併設した新校となります。
く利用交通機関)
●JR横須賀線「久里浜」駅、京急線「京急
久里浜」駅・「北久里浜」駅から徒歩20分
「京急久里浜」駅よりバス北久12系読「北
久里浜駅」行き「内川二丁目」下車徒歩7分
「北久里浜」駅よりバス北久12系綬「」R
六呈浜駅」行き「内川一丁副下車徒歩7分
〒239‑0835 嶺須賀市佐原4‑20・1
電詣 046(834)5671 FAX:046{834}3564
URL:h即ゾノ"棚質*0割'wr旧lk0ん配詐W1苧Waedlp

★産業教育フェア
☆明光祭【文化祭)
★第1回学校説明会
11月9日(士>10日{日)
6月29日(土)・30日旧)
8月24日【土}
新都市ホール
校
13:即 横須賀市文イヒ会館
,戦掴「・盤曳示
※6月29日(士)は非公開
碆京急眺項貿中剣より郷10牙
30日【助のみ一般公開
ネ轍翻・館1"二袰
食横三雌区公私合伺説明・相談会 ★第2回学校説明会・体験授拳 ★第3回学校説明会個別相該会
8月9日(金)
12月14日(土)
10月19日(土)
9:30 本校
9:30 本校
格須賀市立横須賀鯰合高校
ネ学肱蹴弔・件駐綬葉・"根学俣Z動見学 、学校議静毎.種談底觀学ヨ言熨見学
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創立:昭和55年課1呈全日箭

伸ぴようとする気持ちが末来をつくる
多くの可能性を持ちながらも十分に力を発揮できなか0た生徒に改めて力を発揮する場を捉供します。学習への主体的な取綴を通して「わか
る,できる」を実感できる授業を展開します。自分のよさを見っけ、伸ぱしていこうとする生徒を誠ざまな面から応援していく学校です。
く利用交通機閲)
●京浜急行「横須賀中央」駅下車、京急バス
「市民病院」または「林」から徒歩
●JR「逗子」駅下車、京浜急行「新逗子」駅
下車京急バス「鹿島」から徒歩
●京浜急行「三崎口」駅下車、京急バス↑市
民病院」または「駄」から徒歩
〒240,0102 横須賀市荻野14.1
電話:046{856}0024 FAX:046(857)6354
URL: h如:ノノWww ogL玲τ卜h.per卜ka「除部Waed,」P

本校は令和2年4月に
横須賀明光高校に移転・銃合し
新校になります
楠高祭(文化祭)
9月28日(士)
10:00 14:30 本校
事前の申し込みは不要です

第1回学校説明会
8月24日(土)
13・30 横須賀文化会館
米学校説明・個別相談
2回E・3回口の説嚇の会堤1詮て
横須賀明光高校です

第2回学校鋭明会・体験授業
10月19日(士)
930 1200 キ纈賀明光嘉校
申し込み方浩は径日HPで牙表しまt
第3回学校説明会・1翻;駁会
12月14日(土)
930 1600 横須賀明光高校
申し込み方法厳ヨHPで慧します
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圃芸科学科の3学年生徒が学んでいます。和田キャンパ

スの允尖した施股のホで、突習を中心とした授業を行って
います。なお、農業科の募染は、平成30年度入試より全日
制都市農業科として行っています。

1:力そ人れてい対.
創立.平成29年11月

課程:単位苓1こよる全日翻昔通科・苔市農業科定吟考園芸科学科

(利用交通機関)
●京浜急行線「三崎口」駅より
◇入江キやンパス(入江C)
徒歩15分
京急バスT横須賀駅」「荒崎」行陰田」下車徒歩2分
◇和田キ十ンパス(和田C)
京急バス「横須賀駅」「荒鮪」行「和田」下車徒庄8分
◇入江キャンパス(入江C)
〒2380113 三浦市杤座町入江274・2
話話 046.889‑1771 FAX:046888‑3857
◇瓢田キャンバス(和田C)
〒238C114 三浦市初声町和田3023‑1
貴話:046.8聞.1036 FAX:046.888.1493
U凡L hnPノノ冊W.m↓Ⅸ別W$艶・ハ配ル胎f■BawBedjw

横三絶区公私合同説明・相談会
8月9日(金)横須賀市立橘須賀総合高校
ミニ説明会・授秦体験禦要予約
8月20日(火)入江CI0:00 ノ和田C9:30
学校説明会(部活体験・農業科体験は※要于約)
10月26日(土)入江C伯:00 ノ和田C9:00
文化祭
11月2日(土)伯.00 14:00 入江C
産業教育フェア
11月9日(土),10日(日)新都市ホール
収穫祭
11月23日(土) 10.00 14:00 和田C
12月7日(土) 10:00 12:00 入江C
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創立:大正Ⅱ年4月課程:全日制

豊かな緑に囲まれた創立98年目の学校です。生徒たちは恵まれた自然の中で泊主、貴任、努力」を校訓に掲げ、「文武一体葹
目指して、穏やかにのびのびと高校生活を語歌しています。インターハイ出場の陸上競技部をはじめ様々な部活動が活発に活動
し、グリーン祭と呼ばれる文化祭、体育祭、合唱コンクールなどの行事においても、生徒が主役となリ大いに活躍しています。
京急上大岡駅から神武寺駅まで18分、神武寺駅から徒歩12分と交通至便です。
(利用交通機関)
●京浜急行線神武寺駅下車徒歩12分
●JR横須賀線逗子駅より京急バスアザリエ
団地行「福富稲荷」下車徒歩7分
●JR横須賀線逗子駅より京急バス笹倉行
「逗子高校前」下車徒歩1分
〒249.0003 逗子市池子4丁目1025番地
誰話:046.871‑3218 FAX:046871‑0494
URL: htm.ノノⅧ佃 2L6hl・h.penkaⅦgaV侃ed.jp/

第1回学校説明会
11月9日(士)
10:00 本校体育館
第2回学校説明会
12月7日(士)
10.00 本校体育館

文化祭げりーン祭)
9月14日(士) 930 15Ⅸ)
9月巧日(日) 930 14,00
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1身逗葉高等学校
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劃立偲#053年4月課程:全日割・昔迺科
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逗葉高校は緑に囲まれた豊かな自然環境の中にある、 3学期制の学校です。生徒の進路尖現に向けた取り麹みとして、
基礎・基本的な科目の学習を大切にし硫かな学力の定着と向上を目指Lています。体育祭・文化祭などの行廖では友述
との緋を深め、「火学体験プログラム」では学ぶ喜びを体験することができます。また運動部を中心に、約20の部活動
が毎U活発に活動しており、忍葉高生にとって最大の自慢と魅力になっています。
(利用交通機関)
●J月横須賀線「東逗子」駅下車徒歩18分
●旧横須賀線「逗子」駅下車京急バス「イト
ービア中央公園」行にて「逗葉高校」下車
●京浜急行「新逗子」駅下車京急バス「イト
ービア中央公園」行にて T逗葉高校」下車
〒249.0005 逗子市桜山5‑24‑1
置話.046恰73)7322 FAX:046{873}9045
URL:ハ鄭:ノノⅧWルUyo・h pe「ト胎r、ヨ8a、Ya ed.jp/

‑28 ‑

(学校説明会)
8月15日(木)
10:30 11:30
14:30 15:30

逗子文化プラザホール
<入試説明会>
11月16日(土) 12月7日【士)
10:30 11:30 本校体青館

【夏休み中の学校見学】
土日及び8ハ5を除く平日
10:00 1030

【逗葉祭佼化祭)】
9月7日(土)一般公開
10:00 14:30 (予定)

