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「生活体験発表」島根県大会優勝 全国大会へ 

＊連絡先＊
【本Ｓ・火Ｓ】浜田高校定時制通信制校舎 
（日～木）   （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56号

2021 年 12 月発行

 11 月 21 日（日）、全国高等学校定時制

通信制生徒生活体験発表大会が、東京の六

本木ヒルズハリウッドプラザで開催されました。本

校からは、島根県大会で１位になった３Ａの

長嶺彩恵さんが出場しました。午前に会場別

発表会が行われ、各会場で選出された３名が

午後に行われる全体発表会で発表することが

できます。長嶺さんは、惜しくも全体発表会には

参加できませんでしたが、会場別発表会では県

大会のときよりも素晴らしい発表をすることができ

ました。 



１月１８日（火）から後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。 
試験を受験しなければ単位修得はできません。よく読んで計画的に学習をすすめ、きちんと手続きを 
しましょう。

（１）受験資格 
① レポート合格しめきり日（12月22日（水））までに受講講座の試験範囲のレポートをすべて提出
し、合格していること。 

 ② 受講講座のスクーリングに必要回数以上出席していること。 
③ 「受験願」がしめきり日（１月７日（金）16 30）までに提出されていること。

（２）『受験願』について 
受験資格のある受講講座について、「受験願」を送付します。（12月23日（木）発送）
後期試験を受験するには「受験願」の提出が必要です。 

 提出しめきり １月７日（金）１６時３０分 
注）郵送の場合は必着ですので、余裕を持って提出してください。

（３）『受験願』の記入のしかた 

後期試験の受験について 
学習の手引き
P11～12参照

①～④の同じ番号には同じ内容を記入すること。

① ルームを記入する ②バーコードシールを貼る

④ 希望する受験日と受験時
間を記入する。（Ｐ4~5の時
間割を確認して間違いのない
ように記入する） 

③ 受験する場所に〇をす
る。協力校に在籍する人
で、協力校以外で受験する
場合は「その他」に〇を
し、会場名（「市民学習セン
ター」か「あすてらす」）を
記入する。 

② ②

③
③

④ ④
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（４）「受験願提出一覧表」について 
受験願が受理されたら、「受験願提出一覧表」が送付されてきます。（１月11日（火）発送）
後期試験で受験する講座の一覧が記入されているので、必ず確認してください。間違い等があれ
ばすぐに学校へ連絡をしてください。 

（５）受験上の注意事項 
 ◆「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。 

「生徒証再交付願」を記入して提出してください。代金500円と引き替えになります。 
    （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。） 

◆試験開始後５分以上遅刻した場合、受験することができません。 
◆机上に置けるものは、生徒証、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、替え
芯、消しゴム、定規）、教科で必要なもののみです。 
（※各教科で必要なものは、P.６~７の「後期試験 各教科からの連絡」に記載してあります。） 
教科書、レポート、ノート、筆箱、スマホ等の電子機器（電源は切る）、ひざ掛け、帽子等はカバ
ンの中に入れ、指定の場所に置いてください。 

◆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点になります。） 

◆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。 

（６）協力校に関する注意事項 
・協力校での試験、１月25日（火）は、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、ビジネス基礎、簿記）も、試験は協力校で受験できま
す。（情報処理は実技があるため、本校でしか受験できません。） 

・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。

（７）再試験について 
・試験を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。 
 担任の先生に相談をしてください。 
「再試験受験願」の提出しめきり 2月2日（水）１６ ３０

    再試験日 ２月６日（日）場所 浜田高校のみ 

試験当日に欠席・遅刻する場合は、必ず学校へ連絡をし、今後の対応を確認してください。

スマホ等の電子機器を身につけており、音がした場合は（バイブレーションも含む）
不正行為と見なされ、そのテストは0点となりますので、必ず電源を切ってカバン
に入れ、荷物置き場に置いてください。
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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

地歴・公民 国語 家庭 地歴・公民 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
(情報処理除く)

芸術

体育 体育 体育 保健

家庭 地歴・公民 地歴・公民 家庭 国語 国語

理科 数学 数学 理科 英語 英語

芸術 芸術 保健 保健 情報・商業
(情報処理除く)

情報・商業

体育 体育 体育

国語 家庭 国語 地歴・公民 家庭 地歴・公民

英語 理科 英語 数学 理科 数学

情報・商業 保健 情報・商業
(情報処理除く)

芸術 芸術

保健 体育 体育 体育

地歴・公民 国語 家庭 国語 地歴・公民 家庭

数学 英語 理科 英語 数学 理科

芸術 情報・商業
(情報処理除く)

情報・商業 保健 保健

体育 体育 体育 芸術

※ 「情報処理」はＰＣ教室で筆記試験と実技試験を行います。

※ 「体育」は体育館での実技試験です。

②
1/23
（日）

昼休み

③
1/25
（火）

昼休み

④
1/30
（日）

昼休み

①
1/18
（火）

昼休み

時間割を見て早めに計画を立てましょう 

令和３年度 本校（浜田） 後期試験時間割

 会場 多目的室

12:30～13:15
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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

国語 国語 家庭 地歴・公民 家庭 地歴・公民

英語 英語 理科 数学 理科 数学
情報・商業
(情報処理除く)

情報・商業
(情報処理除く)

保健 芸術 芸術 保健

体育 体育

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

家庭 地歴・公民 国語

理科 数学 英語

保健 芸術 情報・商業
(情報処理除く)

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

地歴・公民 家庭 地歴・公民 国語 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
(情報処理除く)

情報・商業
(情報処理除く)

芸術

体育 体育

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

国語 国語 家庭 地歴・公民 家庭 地歴・公民

英語 英語 理科 数学 理科 数学
情報・商業
(情報処理除く)

情報・商業
(情報処理除く)

保健 芸術 芸術 保健

体育 体育

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

家庭 地歴・公民 国語

理科 数学 英語

保健 芸術 情報・商業
(情報処理除く)

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

地歴・公民 家庭 地歴・公民 国語 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
(情報処理除く)

情報・商業
(情報処理除く)

芸術

体育 体育

④
1/30
（日）

SHR 昼休み

※「体育」は体育館での実技試験です。

会場 市民学習センター

③
1/25
（火）

会場 益田翔陽高校

12:30～13:15

会場 大田高校

12:30～13:15

※「体育」は体育館での実技試験です。

④
1/30
（日）

SHR 昼休み

※「体育」は体育館での実技試験です。

令和３年度 協力校（益田） 後期試験時間割
会場 益田翔陽高校

12:30～13:15

②
1/23
（日）

SHR 昼休み

※「体育」は体育館での実技試験です。
会場 あすてらす

③
1/25
（火）

令和３年度 協力校（大田） 後期試験時間割
会場 大田高校

12:30～13:15

②
1/23
（日）

SHR 昼休み

会場は「あすてらす」です。

試験時間が違うので注意してください。

会場は「市民学習センター」です。

試験時間が違うので注意してください。
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各教科からの重要な連絡事項です。よく読んで試験に臨みましょう。

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 試験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。 
（「～こと。」「～から。」など） 

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 字数指定のある問いの記述は、８割以上書きましょう。 

世 界 史 
日 本 史 
地 理

① 総理大臣などの人名は、フルネームで書けるようにしておきましょう。 
② アルファベットによる略称も正解とします。（例）情報通信技術→ICT 
③ レポートに出てきたものをしっかりと復習してください。 

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。 

美 術 筆記試験と実技試験を行います。鉛筆を準備してください。 

書 道 筆記試験を行います。 
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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。注）前期とは別の種目を選択してください。

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。

英 語 試験対策プリントに取り組んでおきましょう。 

家 庭 総 合 試験対策プリントに取り組んでおきましょう。 

社会と情報 レポート3回分です。専門用語を中心に、しっかり復習しておきましょう。 

服 飾 手 芸 
筆記試験と実技試験を行います。 
 ＜実技試験＞ 棒針・毛糸・はさみ が必要になります。準備してください。 

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）

簿 記 
電卓・定規・赤ペン（又は、赤えんぴつ）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 筆記試験と実技試験を行います。後期は、協力校で受験できません。 

受験願の提出を忘れないように。 
１月７日（金）しめきりだよ。 
後期試験に向けて頑張ろう  
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１１月２８日（日）５、６時間目 実施 

心と体の健康講座③「アロマ講座」を浜田高校で行いました。５名の生徒の皆さんが参加しました。 
 アロマインストラクターの斎藤千賀恵さんに来ていただき、アロマについての基礎知識や使い方を教えていただきました。
特に、自分の心と体の状態に合わせたオイルを使って、アロマスプレーを作っているときの生徒たちの真剣な表情、出来
上がったときの笑顔が印象的でした。生徒たちにも分かりやすく説明していただき、日常生活にも取り入れやすい内容だ
ったように思います。 
参加した生徒たちからは、「それぞれのアロマの効果についてもっと知りたい」、「先生の言葉に励まされ、優しい気持ち

になれた」、「心が疲れたときには休むことも大切だと思った」などの感想がありました。 
心と体の健康講座は来年度も行います。ぜひ参加してください。 

10 月 14日（木） 

 全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表島根県大会が宍道高校で開催されました。浜田高校通信制か
らは校内選考を経て、３Ａ長嶺彩恵さんと３Ａ岩本颯喜さんの２名が出場しました。 
県大会までの校内での練習は、スクーリングの日など限られた時間でしかできませんでしたが、自主練習を重ねて本

番に臨みました。大会当日は、２名とも自分のこれまでの学校生活やその経験からどのように成長したかを堂々と発表
することができました。 
 結果は、長嶺さんが１位で全国大会の出場権を獲得しました。出場した２名の生徒は、今回の発表により今まで
自分が生きてきた道を振り返り、成長を感じることができたと思います。また、２人が発表した原稿は３月に発行される
生徒会誌『伊久里』に掲載されます。同じ通信制に通う生徒のみなさんに多くの感動と励ましを与えると思いますので
是非読んでください。 

生活体験発表 
島根県大会 

心と体の健康講座③ アロマ講座
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 11 月 9日（火）実施 

定時制・通信制合同スポーツ大会が行われました。通信制は、男子６名と女子３名の計９名が参

加しました。種目は、男子はバスケットボール（３×３）、女子はドッヂビーでした。 

男子バスケットボールは、通信制でチームをつくり参加しました。普段、一緒に活動しない仲間たちと協

力し、優勝はできませんでしたが時に楽しく、時に真剣にプレーする姿を見ることができました。競技終了

後はエキシビションマッチ、通信制ｖｓ定時制の白熱した試合が行われました。 

女子ドッヂビーは、定時制と混合のチームで参加しました。初めてする種目でしたがドッヂボールと同様

のルールということもあり楽しく活動することができました。女子３名とも大田協力校の生徒で浜田本校に

きて定時制の生徒と一緒に活動する機会はあまりないことなので参加してもらいよかったです。 

定時制の生徒と交流する唯一の行事なので、来年度も開催されれば是非参加してみてください。

12月 5日（日）実施 

今年度最後の生徒会提案行事では「通信制オリンピック」と題し、ニュースポーツのボッチャを行いました。

通信制の生徒１１名が参加し、４チームに分かれてトーナメント戦を行いました。ボッチャは初心者でも

簡単にできるスポーツで、参加した生徒のほとんどが初心者でしたが、楽しく活動することができました。 

 生徒会執行部で企画・準備し、当日の進行、生徒案内作成、ポスター作成、ビラ配り等、役割分担

して全員で協力して 1 つの行事をつくりあげました。今年度最後の生徒会提案行事を無事終えることが

できてよかったです。 

定通合同 
スポーツ大会 

生徒会提案行事 

（ニュースポーツ） 
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実施 １０月１９日（火） 参加者 通信制希望者、定時制昼間部３年生 

サポステ浜田から２名の職員の方をお招きして、今年度第３回目の社会人基礎力講座を、通信制希望者と定

時制昼間部３年生との合同で実施しました。今回の内容は就労セミナーの一環として、①表情＝笑顔、②あいさつ、

③態度、④身だしなみ、⑤言葉遣い、⑥報・連・相の６つのビジネスマナーについて指導を受けました。マナーの基本

的な知識や実践する際のポイント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、心、技術、知

識の３つのバランスが整っていることの大事さを踏まえて、分かりやすく説明していただきました。特に、身だしなみでは

相手を意識した清潔さ・安心感を与えるスーツスタイルの基本、挨拶では気持ちの良い挨拶ポイント（笑顔、自分か

ら積極的に挨拶など）について、具体例を専門的な立場から細かく話をしていただき、貴重な知識を得ることができま

した。受講した生徒は、実技練習（お辞儀、挨拶、言葉遣い）にも熱心に取り組んでいました。ビジネスマナーは人

間関係やビジネスを円滑に進めるための武器とも言えるものです。社会人と学生の違いを意識することができ、今回の

講座は非常に有意義であったと思います。ご指導いただいた講師の皆様、ありがとうございました。 

講義の様子          実演の様子       実技の様子(あいさつ)    実技の様子(言葉遣い) 

実施 １１月１０日（水） 参加者 通信制希望者

今年度の第２回企業・学校見学を行いました。１回目は大田圏域の企業・学校を中心に回りましたが、今回は

浜田圏域にある企業、学校を見学先としました。地域に貢献し、活性化させる取り組みがあることを知りました。 

午前中は、リハビリテーションカレッジ島根に行きました。学校概況の説明と３つの学科（言語聴覚、理学療法、

作業療法）の学び・特徴について、クイズを交えながら、楽しく教えていただきました。その後、施設・設備や実習の様

子（理学療法）を見て回りました。生徒が真剣に実習に取り組む姿を見たり、学生が作成した道具の実技体験を

させてもらったり、３つの学科の違いや将来を見据えた特色あるカリキュラムを詳しく知ることができました。 

午後は、島根あさひ社会復帰促進センター（ALSOKあさひ播磨株式会社）を見学しました。玄関は吹き抜け

ガラス張りで開放的でしたが金属探知機・ボディチェックを受け、施設の中に入りました。会社の概要説明、職員の方

の現場勤務の生の声を聞いたあと、刑務作業の様子を見て、仕事内容や職場の雰囲気を実際に見ることができてと

ても参考になりました。また、最先端のセキュリティ、警備システム（GPS付きICタグ、指紋認証システム・ドア解錠、

サイバーキーなど）を体感し、国内トップ企業の複数連携による高度な技術と管理体制の下、運営されている施設

であること、ALSOKあさひ播磨株式会社はこの施設での警備を行うため設立された特別な会社であることを知りまし

た。 

第３回 
社会人基礎力講座 

第２回 
企業・学校見学 
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２回の企業・学校見学を通して地元（県西部）にある企業や学校を実際に見ることができたことは、自分の将
来を考える良いきっかけとなり、有意義なものとなりました。見学先の各社、各校もお忙しい中での本校の訪問でした
が、熱心、丁寧に受け入れていただきありがとうございました。 
＜リハビリテーションカレッジ島根での様子＞ 

概要説明                 各学科の説明             施設見学（言語聴覚） 

施設見学（理学療法）         施設見学（理学療法）        施設見学（作業療法） 

※島根あさひ社会復帰促進センターは管理上の問題で写真撮影は禁止でした。 

             実施 １１月１６日（火） 参加者 通信制希望者、定時制昼間部３年生

サポステ浜田から２名の職員の方を講師としてお招きし、多目的教室にて実施しました。今回は、来年度以降卒

業予定となる生徒の皆さんを対象として就労セミナーの第一段階「自己理解」を実施しました。自己理解においては

①好きなこと（興味・関心）、②得意なこと（才能・能力）、③大事にしていること（価値観・人生観）の３つの

視点があり、職業選択に際しては、これらが重なり合う部分（自分らしいキャリア、自分らしさと考えられる部分）を

見つけることが大切であると教えていただいた後、検査に取り組みました。検査の得点をもとに６つのタイプ（現実的、

研究的、芸術的、社会的、企業的、慣習的）から自分の適職タイプを導き出すことができ、そのタイプから特徴と関

連した仕事をみて自分の気になる仕事を発見しました。将来の職業を決める上でのヒントになったと思います。 

 講師の方々には、能力は今後伸ばすこともできる、短所は長所にもなりうるなどの温かい言葉をかけていただき、将

来の職業選択という観点からだけでなく、これまでの経験を振り返り、客観的に自分を見つめ直して自己肯定感を育

成するという観点からも貴重な時間となりました。今回の学習をふまえ、生徒たちがより良い職業選択や就労につなげ

ていくことと思います。多くのことを教えていただいた講師の先生方、本当にありがとうございました。 

第４回 
社会人基礎力講座
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                   実施 １１月２１日（日） 参加者 通信制希望者 

本校通信制課程を卒業した３名の方を講師に招いて「先輩から学ぶ会」を実施しました。この会はキャリア教育の

一環として、先輩の生き方に触れることで自分の進路・将来の夢・生き方を考える機会にすることを目的とするもので、

今年度は、大草千聖さん（令和２年度卒業 島根県立大学在籍）、安武菜穂さん（令和２年度卒業 島

根県立大学在籍）、齋藤啓太さん（令和２年度卒業 マルハマ食品株式会社勤務）にお越しいただきました。 

自分の通信制在学中の振り返り、現在の学校・仕事を選んだ経緯や業務内容（困難なこと・やりがい）、後輩

へのアドバイスなどを中心に、先輩としての自分の思いを熱く語っていただきました。「何かに挑戦してみる。生徒会に入

る、学校行事を楽しむ、ボランティア活動に参加する」、「学んだこと・得たものは、あなたのアピールポイントになります」、

「学校生活が将来の役に立つ」など、それぞれの経験を踏まえてのお話には説得力があり、参加した生徒たちは卒業

後のご活躍の様子を真剣に聞き、「地元を活性化させたい」という思いに共感し、「自分も頑張ろう」という意識が高

まったようです。 

お話していただいた大草さん、安武さん、齋藤さんありがとうございました。 

講演の様子（大草さん） 講演の様子（安武さん）  講演の様子（齋藤さん）  生徒感想発表の様子 

                    実施 １１月３０日（火） 参加者 通信制生徒希望者

ＬＨＲの時間を活用し、受験に際して必要なスキルの習得に向け、今回は面接と志望理由書について学習をし

ました。具体的には、面接では様々な形式があること、面接官の視点などについて理解を深め、実技をしました。志

望理由書では志望理由につながる自分の価値観ベスト３と興味・関心の方向性をワークシートに取り組み、確認し

ました。その後、コミュニケーション能力の育成等を目的としたゲームに取り組みました。 

他者に分かりやすく自分の考えを伝えること、そして、人と人とがつながろうとすることは、社会人として生きていくため

に、また日常生活を営む上でも非常に大切なことと考えます。今回の学習を通して参加者がそのことを改めて感じ、

実践へ結びつけていくことを願います。皆で楽しくゲームをするなど心温まる時間を過ごすことができました。 

第２回 
進 路 探 究 

先輩から学ぶ会
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 ○進路が既に確定している人は、卒業に向け、後期試験にしっかりと取り組み、卒業単位修得をお願いします。 

 ○進路がまだ確定していない人は、今後の進路について家族の方々や担任とよく相談をしてください。 

  ・志望先の募集要項や情報は早めに入手してください。 

  ・「調査書発行願」等は約１ヶ月前を目安に学校へ提出をしてください。 

＊実際の発行までには日数を必要とします。 

  ・共通テスト受験者は、「受験案内」等で日程や準備物等をよく確認しておいてください。 

会場へは各自で出かけます。 

受験後は自己採点結果を１月１７日（月）１２ ００までに学校へ連絡をしてください。 

  ・進路実現に向け最後まで諦めず受験勉強等に取り組んでください。 

 ※卒業後も進路相談は可能です。 

○卒業後の進路については早い時期から考え、調べるようにしてください。 

 ・学科試験がある学校を志望している生徒は進路部主催の進学模擬試験を活用してください。 

 ・高校で実施している資格検定を積極的に受験してください。推薦の際、受験資格になる学校もあります。 

○将来の進路選択について保護者の方と話し合いましょう。 

○SHRに出席し、担任と進路の話をしましょう。 

○将来の進路選択を見通した学習活動をしましょう。 

○「進路ノート」や「キャリア・パスポート」に記録を残しましょう。 

卒業予定生のみなさんへ 

在校生のみなさんへ 
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この２年間は、新型コロナウイルス感染症に世界中が震え上がりました。今年の冬は、今のと
ころ落ち着いた状態ですが、いつ第６の波が来るかわかりません。 
特にこの冬は、「インフルエンザが大流行するのでは」と噂されています。 
新型コロナ・インフルエンザのどちらにも感染せずに心身共に健康な年末年始となりますように

願っています。 

２回に分けて定期健康診断を行いました。治療や検査が必要な人には
医療機関へ受診をお願いする文書を配付しています。 
医療機関を受診後は、保護者の方がその結果を配布した用紙に記入

して、保健室に提出していただくことになっています。 
 受診された方は、速やかにご提出ください。まだ受診されていない方は、
早めの受診をお願いします。 

今年の冬も、新型コロナとインフルエンザの両方のウイルスに要注意です。 
「もらわない」「うつさない」ことを考えて、感染予防に努めましょう。 
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【教科作品の展示について】
総合的な探究の時間のまとめ、書道、美術、家庭科の作品、生徒会提案行事（ジオラマ製作）の 

作品を皆さんに鑑賞してもらうため、一定期間展示をします。登校した時には、ぜひ見てください。 

 ＜展示例＞ 

展示場所 浜田高校定通校舎 １Ｒ 

展示期間 
令和４年１月１８日（火）～４月１０日（日） 
【後期試験日から在校生受講手続き日まで】 

展示内容 

・書道、美術の作品、子どもの発達と保育・服飾手芸の作品 
・生徒会提案行事（ジオラマ製作）の作品 
・総合的な探究の時間の作品 
（組子コースター、瓦絵付け、クリアキャンドル、手漉き和紙） 
※自宅に持って帰っている生徒は、学校（担任）まで持って 
きてください。 

作品の返却 
卒業生 ３月１日（火）卒業式、 
在校生 ４月１０日（日）受講手続き 
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今後の行事予定 

1
月 

７日 金 後期試験「受験願」「別室受験願」提出しめきり 16:30 必着 

11 日 火 「受験願提出一覧」郵送 

18 日 火 後期試験①（場所 浜田高校のみ）

19日 水 進研記述模試（～20日） 

23 日 日 後期試験②（場所 浜田高校・大田高校・益田翔陽高校）

25日 火 後期試験③（場所 浜田高校・大田あすてらす・益田市民学習センター） 

30 日 日 後期試験④（場所 浜田高校・大田高校・益田翔陽高校）

31日 月 「総合的な探究の時間」第 3回レポート合格しめきり 16 30 

２
月 

2 日 水 「再試験受験願」提出しめきり 16:30 必着 

６日 日 再試験（場所 浜田高校）

９日 水 進研共通テスト模試（～10 日） 

15 日 火 追認試験（場所 浜田高校）

22日 火 生徒総会、在校生授賞式 

28 日 月 卒業生授賞式、同窓会入会式、テーブルマナー講習会 

３

月

1 日 火 卒業式  

2 日 水 高校入試のため生徒登校不可（～4日） 

13 日 日 在校生受講指導（場所 浜田高校、大田高校、益田翔陽高校）

17日 木 高校入試のため生徒登校不可 

28 日 月 高校入試のため生徒登校不可（～29日） 

※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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