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7月の個人面談で、『学校へ行こう』という青い冊子をお配りしました。神奈川県の公立・私
立高校の学校説明会や文化祭・体験入学などの予定がまとめてあります。後半は、各クラスの

進路係が調べてくれた、高校への行き方の説明です。(進路係さんありがとうございました)
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、中学校に案内が
届かない高校も多数あります。また、申し込みが必要な場合に、進路通信で紹介する前に定員
に達して締め切りになってしまうこともあります。

今後は学校説明会などの開催が本格化するので、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。

《進路情報》
①神奈川県立横浜翠嵐高等学校(学校説明会)
(J R横浜駅より市営バスフ番ホール34系統〕約10分吽黄浜翠嵐高校前」下卓)

9月2 8日(士)第1部 10:10

第2部 12:20 会場:保士ケ谷公会堂
学校説明会は保士ケ谷公会堂(相鉄線星川駅から徒歩3分)で行われます。高校のホー
0か
ムページからの申し込みが必要です。申し込み受付期間は9月18日(火) 1
ら26日(木)までですが、定員になり次第受付を締め切るそうです。例年人気が高く呈
1こi工工Z、、ゞ1、、

のでごい音ゞさい。

②神奈川県立逗子高等学校(部活動体験・見学)(京急神武寺駅から徒歩12分)
9月28日 9:00 18:00
FAXでの申し込みが必要です。参加部活動一覧と申込用紙は各クラスに置いてありま
す。申し込み締め切りは9月1 3日(金)です。 9月1 4日(士)・ 1 5日(日)には文
化祭(グリーン祭)、 11月9日(土)には学校説明会が行われます。

③神奈川県立横浜桜陽高等学校(学校説明会、部活動体験デー)
(市営地下鉄戸塚駅より汲沢経由立場ターミナル行きバス横浜桜陽高校前」下卓)

9月7日(士) 1 0:0 0 1 2:0
学校説明会
8:40 1
0
部活動体験デー 10月26日(士)

0
0

学校説明会は申し込み不要です。部活動体験デーは電話・FAXまたはホームページか
らの申し込みが必要です。詳しいご案内と参加申し込みFAX用紙は各クラスに置いてあ
ります。申込み期間は、 9月17日(火)から 10月18日(金)までです。
9月2 8日(士)には文化祭(桜陽祭)、 11月11日(月) 15日(金)にはオー
プンウィーク、 11月16日(土)には学校説明会が行われます。

④文化祭、体育祭など 9月7日(士)開催
・県立逗葉高等学校(逗葉祭)

※他E上立^。

(京浜急行新逗子駅よりイトーヒア中央公園行き京急バス「逗葉高校」下卓)

・神奈川県立横須賀高等学校(体育祭)
(京急横須賀中央駅からバス「衣笠駅」行「佐野六丁目」下卓徒歩6分)

・神奈川県立横須賀大津高等学校(体育祭)
(京浜急行線新大津駅から徒歩5分、または京浜急行線京急大津駅から徒歩8分)
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本校は創立108年目を迎えました。これまで3万人以上
の卒楽生を送り出し、工業技術をはじめとして各方而で多
くの卒業生が恬躍しています。校舎は平成7年に建てられ
た冷暖房完術の充実した施設であり、交通アクセスも大変
便利です。機械翆1・建設科・篭気科・デ→デイン科があり、
「工楽」の技術・技能を礎に、将来の国際社会で活躍する
スペシャリストを育成することを目指しています。

本校は定時制では数少ない工業科の高校です。機械・建
・雌気の3科があり、多くの卒楽生が多方而で活躍して
います。学校は東急東横線束由楽駅から徒歩4分の立地条
件に忠まれ、冷暖房完備の10階建ての校舎、食堂やグラウ
ンド照明等、充笑した股術を誇っています。この恵まれた
環境で、働きながら学ぷ生活を基本に、人W性椴かな工業
人の育成を目指しています。さあ、君たちも一締に学びま
『IL
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劃立:明治44年5月
課程:全日割・定時割

く利用交迺櫻閲)
●東急東横線「東白楽」駅下車徒歩4牙
●JR横浜線・京浜東北線「東神奈川」駅下
車徒歩8分
●京浜急行線「仲木戸」駅下車徒歩10分
〒2210812 横浜市神奈川区平川町19‑1
電話 045{491}9461
FAX:045【413}4101
URL:剛P:ノノ艸剖.W1ヨ部W&仇弼剥卜k田■8部且劇.1P

(学校説明会)
9:30 12:30 本校
7月20日(土)
10月26日(土) 11:00 12:00 本校
12月14日(土) 9:30 12:30 本校
く体験教室)※要申込み
7月30日(火) 9'30 12:30 本校
7月30日(火) 13:30 1630 本校
く文化祭)
10月26日(士)円:00 15:30 本校
10月27日(日) 10:00 巧:00 本校
<TECH LAB2019>(中学生向け体験教室)棄要申込み
6月 11月まで全7回開催開催日程・申込みは本校HPにて

く学校見学会)
10月16日(水)18:00 19:30 本校
11月20日(水)18:00 19'30 本校
1月巧日(水)18:00 19:30 本校
(定時制通信制合同鋭明会>
12月1日(日)13:00 16:00 本校
く学校説明会・体験教室)
12月14日(士)13:00 17:00 本校
く艾化祭)
10月26日(土)18:00 20:00 本校開会式(生徒のみ)
10月27日(日)10:00 巧:00 本校一般公開
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^,神奈側総合高等学校

"生徒の数だけ時闇割がある。"本校には生徒一人ひとりが個性豊かに、主
体的に学ぶn五位制による筈通科」本来の姿があります。国際色豊かな環境
の中、生徒は互いに剌激し合いながら、世界へ羽ぱたく力を青みます。

"一写

倉1立:平成7年4月課1呈単位制による全日制昔通科

〒221.0812 横浜市神奈川区平川町19‑2
匙話 045{491)200O FAX:045(491}3190
UHL:h郎:ノノW冊WI・k苗鴫a松ed叩ノ躍X1幸W冨兜mw

(利用交通模関)
●東急東横線【東白楽駅]下車徒歩3分
●JR京浜東北線[東神奈川駅]下車徒歩8分
●京浜急行線【仲木戸駅]下車徒歩10分

(学校説明会①)
10月19日(土)
本校詳細はHP参照
(学校説明会②)
12月7日{士}
本校詳細はHP去照
(オープンスクール)
7月22日(月} 23副火)
9:00 12:30 本校
(翔鴎祭{文化祭))
9月21日(士) 22日{日}
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神奈川県立
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址寄郭繊浜1鰍地下象の片介"Π横浜から3駅、新横委から2駅)で、そこから徒歩10分11どの丘の上に
あります。横浜の中心部とは思え小暇豊かむ段糧墳の中1:あり、学校かち1畑産スタジアムやランN‑
クタワー、述く富士山を望力こ肋;で誠す。 4には授知1井こうぐいすの鳴き声が開こえることもあります。
生徒の気質1捌るく素直で、皎舎も比軟的新Lく穏やか女雰囲気の学校です。教貝1姓徒一人ひとりにnを
配っており、生徒との卸離の近さが特色にな0ています。

令和元年度よりインクルーシプ教育実践是進拠こ指定されました。
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創立!噺馬2年桐課i呈全日割・普通科

〒221‑0862 横浜市神奈川区三枚町364‑1
電話:045侶82)5254 FAX:045{382}7691
URL' h髄PノノWWW5Nr053tohpenk田込g醐aedjp

(利用交通機関)
●地下鉄片貪岡駅下車0番出口)徒歩10分
●市営バス36・82系統「片貧町馴下車徒
歩10分
●市営バス44,82系銃「八反橋」下車荏歩
8分

(学校説明会)
11月16日(土〕 10:00 12:00 本校
12月Me(土) 10:00 12:00 本校
く城岐祭(文化祭))
12:00 15:00 本校
9月7日(土)
9:30 14:30 本校
9月8臼(日)
(中孚12年生1捺インウルーシフ敦育瓢雛竃峻暑別黙説鷄会)
11月15日(金) 13:30 15:30 本校
11月16日(士) 13:30 巧:30 本校
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本校は、大正3年 Q914年)にリι立第二杣浜中学校として
開校され、昭和25年 a950年)に現在の県立横浜翠嵐高
等学校と改称しました。本キ之の教育は滝沢又市・初代校
長の「大平凡主能」をバックポーンに、現在の教育目標
である「人格を亟んじ個性の伸長をはかる」など、開校以
来、白由で個性算重の教青方針の下、伝統ある進学校と

本校定時制は昭和諦年に,没擢され、昨年で翁年目を迎えま
した。働きながら学ぶ生徒が多く、これまでに2400余名の
卒業生を社会に送り出してきました。現在、定時制課程は
幅広い年齢層、様々な個性・国籍の生徒など約200名が在
篇し、学習活動や々子別活動、部活動等、何事にも精一杯努
力しております。

して個性豊かな卒業生を送り出Lています。

創立:大正3年0914年)
課程:全日鷲・讐通科、定時謝・昔通科

(利用交迺機関)
■(利用交通機関)
●横浜駅西口市営バス34系銃「沢疲循環」
10分「翠崖高校前」下車
●〒脳1也下鉄ブルーライン「三ツ沢下可」徒歩
12分
〒2210854 横浜市神奈川区三ツ沢南町1番1号
賃話 045【311}5部6
FAX:045【312}9142
URL: h1切ノ畑洲)般d旧!「凱1{部゛1.peT卜k三嶋E6Wa.臼1」P

く学校説明会)
7月29日絹)神奈川公会堂
9月28日(士)保土ケ谷公会堂
く夏季休業中の学校見学)
7月31日(水) 8月2日(全)
く学校見学会)
12月7日(士)
く翠翔祭(文化祭))
6月22日(土)
6月23日(日)
く体膏祭)
9月21日(士X予備日22日旧D

(校内学校説明会)
"月16日(土)
(合同学校説明会)
12月1日(日)
学校見学は随時行っておUます。事前にお問い合わせください。
(翠翔祭(文化祭))
6月22臼(士)
6月23日(日)
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