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今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、予定していた活動のほとんどが中止、または延期

となってしまいました。その中でも、実施できた活動の詳細については亀山通信の中で紹介していま

すので見てください。今後も、感染予防対策をしながら実施していきます。 

第４９号の主な内容 
◎教務部より 
 ・前期試験の受験願について・・・・Ｐ２～３ 
 ・前期試験の注意点・・・・・・・・Ｐ４～５ 
 ・前期試験学習強化期間について・・Ｐ５ 
 ・前期試験時間割・・・・・・・・・Ｐ６ 
◎特別活動報告・・・・・・・・・・・Ｐ７～１１ 
◎保護者会報告・・・・・・・・・・・Ｐ１２ 
◎８，９月の行事予定・・・・・・・・Ｐ１２ 
◎保健だより・・・・・・・・・・・・Ｐ１３ 
◎検定案内・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４ 
◎お知らせ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

前期活動の様子

スクーリング日連絡先 

【本Ｓ・火Ｓ】浜田高校定時制通信制校舎 

         （０８５５）２２ ０１８７

【協S・巡Ｓ】 

  大田（携帯）：０８０－２８９６－２４５７ 

  益田（携帯）：０８０－２８９６－２４５８ 

※ 協力校の電話は、協力校スクーリング当日 

８：３０～１５：００までの間つながります。 

それ以外は、浜田高校定時制・通信制校舎へ連

絡してください。 

※ Ｓはスクーリングのことです。 

第４９号

教科書配付

ソーシャル

ディスタンス

保護者会

進学説明会 就職説明会

企業･学校見学

ＡＬＴ交流会

心と体の健康講座 映画鑑賞会



島根県教育委員会認可 ２０２０年７月 ４９号 

前期試験の「受験願」について 

（１）『受験願』の提出 

・前期試験を受験するには「受験願」の提出が必要です。該当する講座の「受験願」は、７月２８

日（火）に発送します。 

８月６日（木）１６時３０分までに、期限厳守で提出してください。 

（２）再試験について 

・試験期間中に受験願を提出した講座で、何らかの理由で欠席した場合、「再試験受験願」を提出

すれば再試験を受験できます。 

再試験の申請締切 ８月２６日（水）１６：３０  再試験日 ８月３０日（日） 

（３）『受験願』の記入のしかた 

＜受験願記入例＞ （学習のてびき Ｐ１２参照）

ｚ 

① ② ① ②

③

④

③

④

① ルーム名を記入する

② バーコードシールを貼る

③ 本校で受験する人は本校

  協力校で受験する人は協力校

にチェックをする

（協力校で受験する人は益田か

大田か学校名または会場名を

記入する）

④ 受験日を記入する

 希望する受験日と受験時間を記

入（Ｐ６の時間割を確認して間違い

のないように記入する）

※同じ番号には同じものを記入

教務部より

受験願は絶対に 

切り離さないで

ください！！ 
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前期試験の受験について 

 ８月１６日（日）から前期試験が始まります。受験上の注意点を以下にまとめています。よく読み、計画的に

学習をすすめ、きちんと手続きをしましょう。 

 諸注意  

 ① 前期試験を受験しなければ単位の修得ができません。 

 ② 自分が受講している講座の受験日、時間をきちんと確認しておきましょう。 

 ③ 協力校での試験の最終日は別会場（大田は「あすてらす」、益田は「市民学習センター」）

  で実施します。本校のみで受講した講座（美術、服飾手芸、ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎、簿記、情報処理）

  も試験は協力校で受験できます。各協力校での受験については、協力校スクーリングを受け

  ている生徒だけが受験できます。

④ 「総合的な探究の時間」は試験を実施しません。 

 受験資格  

① 前期試験範囲のレポートが、すべて合格していること。 

② 前期のスクーリング出席回数が満たされていること。 

③ ８月６日（木） １６：３０ までに「受験願」が提出されていること。 

 受験上の厳守事項  

◇生徒証がないと受験できません！

  生徒証を紛失した場合は、早急に再発行の手続きをしてください。 

  （発行までには数日かかる場合があります。余裕をもって申し込みましょう。） 

 ◇机上に置く物は、「生徒証」と鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、定規のみです。 

  教科書、レポート、ノート、筆箱、携帯電話（電源オフ）等はカバンの中に入れ、教室後ろの指定の場

所に置いてください。 

（※各教科で指定があった用具は持ち込み可。次ページの「前期試験の注意点」を参照。） 

 ◇カンニング等の不正行為、それと疑われるような行為をしないこと。 

  （不正行為をした場合、そのテストは０点とする。） 

 ◇試験途中の退出はできません。時間いっぱい取り組んでください。 

 ◇試験開始後５分以上遅刻した人は、受験することができません。 

※試験当日に欠席、遅刻する場合は、早急に学校へ連絡をし、今後の対応を確認してください。 
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令和２年度 前期試験各教科からの連絡 

※各教科からの連絡事項をまとめましたので、参考にしてください。

※共 通

① 該当範囲の内容を中心に出題しますが、問題の形式を変える場合もあります。 

教科書・学習書をよく読んでレポートの内容を理解しておきましょう。 

② 問題をよく読んで，何を答えなければいけないかを確認してから解答しましょう。 

③ 漢字で書けるところは全て漢字で解答しましょう。

国   語

① 対策プリントに取り組んでおきましょう。 

② 問いに合わせた文末表現を意識して答えを書きましょう。 

③ 特に漢字を書く問題では細部まで丁寧に正しく書きましょう。 

④ 記述は８割以上書きましょう。 

現代社会 時事問題も出題しますので、新聞やニュースもチェックしておきましょう。 

数   学

① ものさしは持ち込み可能です。 

また、グラフに座標を書き込むことを忘れないように注意しましょう。 

② 途中の式を必ず書きましょう。また、表や図を書いて考えると、わかりやすくなると思い 

ます（テスト用紙に書き込んでも減点とはしません）。 

③ 公式を覚えて当てはめることができるようにしましょう! 

④ 数学Ａの試験では、分度器は使用できません。 

⑤ 電卓は使用できません。

理   科
レポートをしっかりと復習してください。電卓は使用できません。 

教科書を１回は読んでおきましょう。 

簿   記

電卓・定規・赤ペン（又は、赤えんぴつ）が試験時に必要です。 

（携帯電話・スマートフォン等の電卓機能は使用不可） 

 ※電卓は自分で準備してください（貸出はしません） 

ビジネス基礎 
電卓が必要です（携帯電話・スマートフォン等の電卓機能は使用不可）。 

 ※電卓は自分で準備してください（貸出はしません）

情報処理 前期は協力校でも受験できます。実技試験はありません。 

服飾手芸  
筆記試験と実技試験を行います。 

実技試験 ・・ 刺繍針・刺繍糸 が必要になります。準備してください。

美   術 筆記試験と実技試験を実施します。鉛筆を準備してください。 

書   道 筆記試験を実施します。 
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体育１～５ 

① 実技試験のみ行います。 

 （バスケットボール、バドミントン、卓球、バレーボールの４種目の中から１種目を選択 

して下さい） 

② それぞれ選択した種目の基本的な動きを確認しておきましょう。 

（パス、シュート、サーブ、ラリーなどの技術） 

≪注意事項≫ 

 ・特別な理由（例：骨折治療中、出産前等）で実技試験を受けることができない生徒は、 

「受験願」提出時までに担当教員に申し出てください。 

・「受験願」の下の種目名から1つ選んで○印をつけてください。 

・受験する際には、運動に不適と思われる服装は認めません。

・必ず、体育館用シューズを履いて受験してください。 

前期試験学習強化期間について 

 わからないところを教えてほしい！ 家ではなかなか勉強できない！ そんな人は学校に来て勉強しましょ

う。下記の時間は図書室を開放します。 

月  日 ７月３０日(木) ８月３日（月） ８月４日（火） ８月５日（水） ８月６日（木） 

実施時間 

９：００～ 

１５：３０ 

９：００～ 

  １６：３０ 

９：００～ 

  １６：３０ 

９：００～ 

１２：００ 

午後なし 

１３：００～ 

  １６：３０ 

午前なし 

場  所 浜田定通校舎（図書室） 

登校した皆さんがお互いに気持ちよく過ごせるように、次のことを守ってください。 

 ① 登校時には、マスクを着用、検温をしてきてください。 

   マスクを着用していない人は校内に入ることができません。 

 ② 図書室では携帯電話（スマホ）は使用できません。飲食は禁止です。飲食は１Ｒでお願いします。 

 ③ 学校は禁煙です。校内だけでなく、敷地内はすべて禁煙です。成人であっても違反した場合には、懲戒

   処分の対象となります。 

受験願の提出を忘れないように。 

８月６日（木）しめきりだよ。 

前期試験に向けて頑張ろう！！ 
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令和２年度 本校（浜田）前期試験時間割 
会場：多目的室 

１限 ２限 ３限 ４限  ５限 ６限 
 9:00～9:45 9:55～10:40 10:50～11:35 11:45～12:30  13:15～14:00 14:10～14:55 

テ① 
8/16 
(日) 

地歴･公民 国語 家庭 地歴･公民 
昼
休
み

国語 家庭 

数学 英語 理科 数学 英語 理科 

保健 情報･商業 芸術  情報･商業 芸術 

 体育 体育 体育  保健 

テ② 
8/18 
(火) 

家庭 地歴･公民 国語 国語 
昼
休
み

家庭 地歴･公民 

理科 数学 英語 英語 理科 数学 

芸術 芸術 情報･商業 情報･商業   

  保健 保健 体育 体育 

テ③ 
8/23 
(日) 

国語 家庭 地歴･公民 地歴･公民 
昼
休
み

家庭 国語 

英語 理科 数学 数学 理科 英語 

情報･商業 保健  芸術 芸術 情報･商業 

保健 体育 体育  体育 体育 

テ④ 
8/25 
(火) 

地歴･公民 国語 家庭 国語 
昼
休
み

地歴･公民 家庭 

数学 英語 理科 英語 数学 理科 

 情報･商業 芸術 情報･商業 保健 保健 

 体育 体育 体育  芸術 

※「体育」は体育館での実技試験になります。 

令和２年度 協力校（大田）前期試験時間割 
会場：大田高校 

１限 ２限 ３限 ４限  ５限 ６限 

 9:00～9:45 9:55～10:40 10:50～11:35 11:45～12:30  13:15～14:00 14:10～14:55 

テ① 
8/16 
(日) 

国語 国語 家庭 地歴･公民 
昼
休
み

Ｓ
Ｈ
Ｒ

家庭 地歴･公民 

英語 英語 理科 数学 理科 数学 

情報･商業 情報･商業 保健 芸術 芸術 保健 

    体育 体育 

テ③ 
8/23 
(日) 

地歴･公民 家庭 地歴･公民 国語 
昼
休
み

Ｓ
Ｈ
Ｒ

国語 家庭 

数学 理科 数学 英語 英語 理科 

保健 芸術 保健 情報･商業 情報･商業 英術 

体育 体育 

※「体育」は体育館での実技試験になります。 
会場：あすてらす 

 １限 ２限 ３限 
 9:15～10:00 10:10～10:55 11:05～11:50 

テ④ 
8/25 
(火) 

家庭 地歴･公民 国語 

理科 数学 英語 

保健 芸術 情報･商業 

  芸術 

令和２年度 協力校（益田）前期試験時間割 
会場：益田高校 

１限 ２限 ３限 ４限  ５限 ６限 
 9:00～9:45 9:55～10:40 10:50～11:35 11:45～12:30  13:15～14:00 14:10～14:55 

テ① 
8/16 
(日) 

国語 国語 家庭 地歴･公民 
昼
休
み

Ｓ
Ｈ
Ｒ

家庭 地歴･公民 

英語 英語 理科 数学 理科 数学 

情報･商業 情報･商業 保健 芸術 芸術 保健 

    体育 体育 

テ③ 
8/23 
(日) 

地歴･公民 家庭 地歴･公民 国語 
昼
休
み

Ｓ
Ｈ
Ｒ

国語 家庭 

数学 理科 数学 英語 英語 理科 

保健 芸術 保健 情報･商業 情報･商業 芸術 

    体育 体育 

※「体育」は体育館での実技試験になります。 
会場：市民学習センター

 １限 ２限 ３限 
 9:15～10:00 10:10～10:55 11:05～11:50 

テ④ 
8/25 
(火) 

家庭 地歴･公民 国語 

理科 数学 英語 

保健 芸術 情報･商業 

  芸術 

試験は４５分間です。 

開始時間に注意しましょう。 

会場は「あすてらす」 

会場は「市民学習センタ－」 
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６月９日（火）、通信制の生徒を対象に進学説明会を行いました。 

最初に、パワーポイントを見ながら、通信制進路部長の進学に係わる概略的説明（学校の種類、学

校選びの視点、入試の種類、卒業までにかかる費用など）を受けました。 

説明の後は、面接試験についてのビデオを見たり、ワークシートを使って自分が進学先を選ぶとき

に何を重視するかを考え学校選びの視点を深めたりしました。 

参加した生徒や保護者の方は真剣に説明会を聞き入り、後悔しないような学校選びの視点や合格可

能性を高めるための早めの対策の大切さを知ることができ、今後の学校生活に向けて士気が高まった

ようです。 

６月９日（火）に今年度初めての社会人基礎力講座が行われました。 

今回の内容は、７月の高卒求人解禁にちなみ、しまね西部若者サポートステーションから４名の職

員の方を招いて「履歴書の書き方」について学びました。パワーポイントによる履歴書の書き方のル

ールやポイントの説明を受けた後、実際に履歴書を書く練習もしました。いざ、自分で書くとなると

難しくて戸惑う生徒もいましたが、職員の方のアドバイスを受けながら履歴書を完成させようと頑張

っていました。 

これから就職活動を行うときに必要なスキルや、今から少しずつ準備していくことの大切さを知る

きっかけになったのではないかと思います。 

第１回 

社会人基礎力講座 

進 学 説 明 会 
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           実施：６月１５日（月）  参加者：通信制希望者・定時制昼間部４年生 

今年度、第１回目の企業・学校見学（江津市近辺）を行いました。最初に、(株)丸惣を見学しまし

た。会社概要の説明後、工場内に入り瓦の製造工程を実際に見ることができ、日本三大瓦のひとつで

ある地元の「石州赤瓦」の魅力を改めて再認識することができました。次に、ドクターリセラ(株)に

行きました。残念ながら、コロナ対応により事業所内の立入制限はありましたが、会社の概要説明を

聞きながら、経営理念の一節「美と健康と地球環境への貢献」の達成に向け、まずは事業者自らが衛

生管理に徹するという使命感を強く感じました。最後に、ポリテクカレッジ島根にいきました。校舎

に入るなりドローンで空中記念撮影をしてもらい、思わぬお出迎えに生徒たちは驚いたようでした。 

学校概況の説明を聞いた後、２グループに分かれ、校内の施設・設備や授業（実習）を見学しまし

た。最新の機器を使って学べる教育環境に生徒たちも魅力を感じている様子がうかがえました。 

参加した生徒たちにとって、地元にある企業や学校を実際に見ることができ、これからの進路を考

えていく上で有意義な一日となりました。 

           実施：６月３０日（火） 

本年度第1回目の進路探究を実施しました。将来、受験のみならず実社会にでると、自分の意見や心

情を表現する力が必要・不可欠となります。そこで、本年度からＬＨＲの中にコミュニケーションス

キルの向上を狙いとした講座を組み込むことにしました。 

今回の講座では、自分の考えを伝える手段のひとつである小論文の書き方を学んだり、より良い人

間関係の構築に欠かせない協調性を磨くために参加者全員でゲームをしたりしました。参加した生徒

たちは、実際に小論文に取り組んでみて表現することの難しさを実感したり、ゲームを通して人と人

との望ましいあり方の気づきを得られたりしたようでした。 

後期にも第２回目の進路探求を計画していますので、多くの生徒の参加を期待しています。 

第１回 

企業・学校見学 

第１回 

進 路 探 究 
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実施：７月７日（火） 

７月１日の高卒求人票公開を受け、卒業予定生の就職活動がいよいよ本格的にスタートしました。

そこで、就職活動に必要な情報提供をするため、生徒及び保護者の方を対象に就職説明会を実施しま

した。最初に、通信制進路部長から就職活動を行う上での知っておきたいことの説明を聞きながら（

働くことの意義、労働形態、求人票の見方、就職活動のスケジュールなど）、進路ノートやワークシ

ートを利用して、自分に合った職業の絞り込みや、企業研究に役立つデータファイル作成などの活動

を行いました。併せて、就労に向けて困ったときに支援してもらえる外部機関として、島根県地域若

者サポートステーションから３名の職員の方にも来ていただき、支援のためのプログラムや連携して

もらえる機関などの紹介をしてもらいました。 

生徒たちは、就職活動を行う上での実践的な知識やスキルを得ようと真剣に取り組んでいました。 

           実施：７月７日（火） 参加者：通信制希望者・定時制昼間部４年生 

サポステ浜田から３名の職員の方を招いて、第２回目の社会人基礎力講座を実施しました。今年度

の社会人基礎力講座は一年を通じ、就職に向けて必要なスキルを身につけることを狙いとし、第５回

まで計画しています。第１回目の「履歴書の書き方」を受け、今回は採用選考の中でも大きなウェイ

トを占める面接にスポットを当て、「面接の受け方」をテーマにして指導を受けました。入室・退室

の仕方、表情や言葉遣い、身だしなみなどの面接官の第一印象を決めてしまう大切なマナーについ

て、パワーポイントを見ながら、時には職員の方の実演も交えて、分かりやすく説明していただきま

した。全体会の後、職員の方が面接官役となり、実際の面接形式に即した面接練習も行われました。 

豊富な経験に裏打ちされた職員の方のお話が聞け、また、模擬面接の実体験を積んだことで、生徒

たちにとって大変参考になったようでした。 

就 職 説 明 会 

第２回 

社会人基礎力講座 
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６月３０日（火）実施 

ＡＬＴ交流会「アナさんと英語で楽しもう！」を浜田高校１０Ｒ教室で行いました。生徒６名が参

加しました。 

最初に、アナさんに自己紹介をしてもらい、その後 fortune telling ゲームや心理テストをしまし

た。初めは緊張していた生徒たちも徐々に慣れてきて、アナさんの質問に答えたり、心理テストや

picture ゲームを楽しんでいる様子がうかがえました。最後に、ゲーム中に描いた絵をみんなで見せ

合いましたが、みんなの絵の上手さにアナさんは感心していました。 

後期にもＡＬＴ交流会を行う予定にしています。興味がある人はぜひ参加してください。 

７月５日（日）実施

心と体の健康講座①を浜田高校で実施しました。５名の生徒が参加しました。簡単にできるストレ

ッチの効果や方法について体育の松村先生が説明してくださいました。その後、先生の声かけに従っ

てゆっくりと呼吸しながらストレッチを行い、心と体をリラックスすることができたようです。 

参加した生徒からは「ストレッチをしたら筋肉が温かくなったのが分かった」、「思っていたより簡

単にできるストレッチが多かったので家でもやってみたい」などの感想がありました。 

後期にも心と体の健康講座を行う予定にしています。ぜひ参加してください。 

ＡＬＴ交流会 

心と体の健康講座① 
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             7 月 14 日（火）実施 

 今年度、生徒会執行部が主体となって企画・進行した初めての行事でした。新型コロナウイルス感染

拡大の影響で年度初めは、分散登校となり生徒会執行部でなかなか集まれない中、短い期間で集まり話

し合い、今年度初めての生徒会提案行事「映画鑑賞会」を企画しました。視聴した作品は、ウイルス感

染によって世界中がパニックとなり恐怖する様子を映した『コンテイジョン』です。 

当日は、生徒会執行部の生徒で会場を準備し、例年より多い 16 名の生徒が参加しました。開会行事の

「課程代表あいさつ」、「鑑賞映画の説明」、「上映中の諸注意」は、生徒会執行部の司会・進行によりス

ムーズに行われ、映画鑑賞会が始まりました。この映画は、まさに今、新型コロナウイルスの感染拡大

で世界が混乱している様子に近似した作品であり、参加生徒は今の世界の状況と照らし合わせながら、

終始食い入るように鑑賞していました。また、鑑賞中は生徒会よりジュースとお菓子が振る舞われまし

た。鑑賞終了後、閉会行事を行い、映画鑑賞会は幕を閉じました。閉会後も残ったお菓子を食べながら、

友達と談笑する生徒の姿も見られ、和やかなムードで解散しました。その後、生徒会執行部の生徒は会

場を片付け、生徒会室に戻り反省会を行っていました。 

６月１６日（火）実施 

 当日、第１～３限のスクーリング冒頭で事前説明と避難経路を記した資料の配布が行われ、４限には

９Ｒ教室に１６名の参加生徒が集まりました。そこで担当の佐々木教諭からの直前説明があり、１２時

には非常ベルが鳴らされ、訓練が開始されました。  

  生徒の皆さんの動きは非常に良く、訓練開始からわずか２分５３

秒で生徒待避を終了することが出来ました。例年のタイムに比べて

もこれは非常に速い部類であり、皆さんの防災に対する意識の高さ

がうかがえました。 

 待避集合場所の南側駐車場においては、コロナ感染予防のためソ

ーシャル・ディスタンス（社会的距離）を保つべく例年よりも各人

の距離を広くとった状態で小橋副校長の訓話を聞きました。 

 改めて防災の重要性を確認した、有意義な訓練となりました。 

生徒会提案行事 

防災避難訓練 
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５月３１日（日）１３：３０から浜田本校校舎の多目的教室にて、前期の通信制保護者会を開催し

ました。昨年までは大田協力校・益田協力校でもそれぞれ保護者会を開催していましたが、今回は本

校にて全体の保護者会を開催する形式としました。コロナ禍のため、様々な学校行事が中止となるな

か、この会には１９名の保護者様にご参加いただきました。例年以上に多くご参加いただいたことを

学校としては喜んでおります。小橋副校長の挨拶の後、「学校概況説明」として副校長・教務部・進路

部・保健部の順にパワーポイントを使って説明。続いて「意見交換会」として、四つのグループに分

かれて保護者・教員混じっての自由な懇談を行いました。通信制は保護者同士の横の繋がりが少ない

のが実情ですが、この時はそれぞれのグループで話が盛んとなり時間オーバーするような状況でした。

その後、希望の方には担任との保護者面談を行いました。後期も同様に保護者会を予定していますの

で、保護者の皆様にはどうぞご参加いただきますようお願い申し上げます。

８月・９月の行事予定 

７／３０（木）～８／６（木） 前期試験学習強化期間 

８／ ６（木） 前期試験受験願提出しめきり 

８／１６（日）、１８（火）、２３（日）、２５（火） 前期試験 

８／３０（日） 再試験 

９／ ３（木） 着こなし講座 

９／２０（日） 午前 新入生一日入学 

９／２０（日） 午後 前期卒業式 

９／２７（日） 後期全校集会 

９／２９（火）、３０（水） プレスクーリング 

 ※新型コロナウイルスの感染状況によっては変更になることがあります。 
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校医検診について 

日   時： 令和２年１０月６日（火） 午後 実施  

検診内容： 眼科・耳鼻科・歯科 

・校医検診は無料です。   ・特別活動としてカウントされます。 

・開始時間など、詳しいことは後日お知らせします。 

６月の健康診断が終わりました。 

健康診断を受けた皆さんには、結果の封筒を先日送付しました。また、結果封筒と一緒

に要精密検査や要受診のお知らせが届いた人は、早めに医療機関へ行ってください。 

健康診断を学校で受けていない人へ 

職場・地域・病院等で健診を受けたら、結果の写しを提出してください。 

＊学校で受診、またはすでに職場・地域で受診し、書類を提出した人は除きます。

☆カウンセリング等のお知らせ☆ 

本校では、様々な悩みを抱える

生徒の皆さん・保護者の方々の相

談・支援を行っています。悩みを

一人で抱えるのは大変です。 

専門スタッフである中山教育相

談員、竹下養護教諭、西田スクー

ルカウンセラー、末成スクールソ

ーシャルワーカーが一緒に考えさ

せていただきます。 

担任もしくは保健部へ連絡をい

ただければ、日程を調整いたしま

す。ぜひご利用ください。 
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２０２０年度 家庭科技術検定（後期） 

食物技術検定・被服技術検定・保育技術検定 

申し込み期間：９月１日（火）～１０月８日（木） 

＊受検は、4級より順にお願いします。練習および試験は、本校で行います。 

＊受検に向けて、学校や家庭での練習が必要です。 

＊興味のある人・進路に関係がある人は、通信制家庭科（岩本）まで連絡をお願いします。 

受検料                     

食物調理・被服製作４級 食物調理・被服製作３級 食物調理・被服製作２級 食物調理・被服製作１級 

８００円 １０００円 １５００円 ２０００円 

保育検定４級 保育検定３級 保育検定２級 保育検定１級 

各３００円 各４００円 各６００円 各７００円 

※検定受検促進のため、年度内１回分は支援協議会が補助します。
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浜田高校定時制通信制PTA研修(島根県西部県民センター共催)

保護者と教職員のための

いわみ仕事発見
バスツアー

私たちの住む石見地域にも、この地域を支え、若者を大事に育てよ

うとする企業がたくさんあります。会社名やパンフレットでは伝わらない

会社や学校の雰囲気を実際に訪問して感じてみませんか！

参加費： 無料（ 昼食費は実費）

お申込み下の申込書にご記入の上、切り取って、担任の先生へ

お渡しください。

締め切り 7月30日(木)

お問い合わせ： 浜田高校定時制通信制総務部

電話： 0855-22-0187

見学スケジュール
8:50 学校出発
9:15 島根合板㈱
木造住宅や建築現場で使用される構造材は主に

木材の合板である。島根合板は合板製造メーカー

の国内マーケットシェア30% をめざす会社である。

10:25 マルハマ食品㈱
醤油及び大手食品メーカーのレトルト製品の、製造

及び技術やノウハウの提供を行う。他品種少量から

大量生産に可能な生産体制を整えている。

12:45 ㈱島根ポーク
豚を肥育し、豚肉やハムを加工･販売しレストランも

経営。養豚場から出た物から肥料を作り、梨や野菜

も生産する循環型農業の企業。

14:40 イーグルハイキャスト㈱
鉄を溶かして型に流し込み製品を作る鋳物製造の

会社であり、中・大型船舶の重要な部分を、鋳造か

ら仕上げまで一貫生産する企業。

16:20 学校着

浜田高校定時制通信制PTA研修いわみ仕事発見バスツアー参加申込書

8月20日(木)に実施される標記に参加します。

◎氏名(保護者様) [              ] ◎氏名(お子様) [        ]定時制［ ］ ／通信制［ ］

◎ケンボローでの昼食(1100円)を、希望する［ ］ ／希望しない［ ］

切り取り

8月20日(木)


