
発行者 浜田高校通信制課程 住所 島根県浜田市黒川町3749  
ＴＥＬ 0855-22-0187 ＦＡＸ 0855-22-2549 

４月１7日（日）、春の澄んだ青空に暖かな日差しを感じる中、44人の新入生全員が心新たに 
入学式に臨みました。浜田高校サブアリーナを会場に、PTA 会長様を来賓にお迎えして、前期入学式を 
無事に執り行うことができました。これからそれぞれのペースで、自己実現に向けて通信制での学びを進めて 
いってほしいと思います。 

第５８号の主な内容 
◎教職員紹介・・・・・・・・Ｐ２  
◎前期時間割・・・・・・・・Ｐ３～１０ 
◎教務部より・・・・・・・・・Ｐ１１～１３ 
◎進路部だより・・・・・・・・Ｐ１４～１５ 
◎生徒部より・・・・・・・・・・Ｐ１６ 
◎保健だより・・・・・・・・・・Ｐ１７ 
◎検定案内・・・・・・・・・・Ｐ１８～１９ 

令和４年度入学式が行われました

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
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志波 英樹 
（校長） 

池永 和江 
（通信制副校長） 

岡田 祐子 
（事務長） 

服部 恵子 
（国語 ルーム付） 

中上 明 
（地歴 ３Ａ担任）

岡田 正 
（公民 ２D担任）

伊藤 敏彦 
（数学 １Ｂ担任） 

片廻 匡範 
（理科 ２Ｂ担任）

陶山 利治 
(保健体育２C担任) 

門脇 昌子 
（英語 １Ａ担任） 

岩本 雅子 
（家庭 ２Ａ担任） 

黒川 雅彦 
（商業 ３B担任） 

竹下 早美 
（養護教諭） 

中島 美紀 
（実習教員 ルーム付）

前田 敏行 
（事務） 

佐々木 亜希子 
（事務） 

吉岡 芳夫 
（警備員） 

大野 康之 
（警備員） 

水津 一成 
（警備員） 

＜非常勤講師の先生＞・森脇 哲朗（書道 浜田高校本校） ・梅川 人司（美術 浜田高校本校） 

・寺井 史明（書道 益田協力校）   ・南條 達也（数学 浜田高校本校） 

・永田 賢治（国語 益田協力校）  ・和田 京子（書道 大田協力校） 

・上原 顯治（理科 益田協力校）  ・佐々木妙子（国語 大田協力校） 

２０２２年度 通信制課程 教職員紹介（教科順）

佐々木 義治 

（商業） 

２０２２年度 定時制課程 新任教職員紹介（教科順）
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Ｒ４ 前期 本校時間割

【 時間割の見方 】
1 英語ＣⅠは「英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ」

Ｃ英語Ⅱは「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ」
発達と保育は「子どもの発達と保育」
探究の時間は「総合的な探究の時間」

2 青文字は、レポート支援を実施します。それぞれ以下の講座の出席にカウントされます。
①「国語」 現代の国語、言語文化、現代文Ｂ、古典Ｂ
② ｢日地」  日本史B、地理総合
③「公政世」 公共、政治･経済、世界史B
④「数学」 数学入門、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A
⑤「理科」 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎
⑥「保体」 保健、体育１、体育２、体育３、体育４、体育５
⑦「英語」 英語入門、英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、英語表現Ⅰ
⑧「家庭」 家庭総合、消費生活、子どもの発達と保育、服飾手芸
⑨「情報」   社会と情報
⑩「商業」 情報処理、ビジネス基礎、簿記

3 「科学と人間生活」、「生物基礎」、「物理基礎」、「化学基礎」の実験は事前に申込みが必要です

4 「ＮＨＫ高校講座」を利用したスクーリングを実施する場合があります。

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 保健 公共(a) 世界史B 政治・経済(a) １A・１B
３R 数学A 数学Ⅱ ３A・３B

5/8 ９R ２B・２C
（日） １０R ２A・２D
① １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 消費生活 家庭総合 発達と保育
理科室 生物基礎 化学基礎 科学と人間生活 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育（ﾒｲﾝ） 体育（ﾒｲﾝ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 地理総合 日本史B 公共(a) 世界史B 英語 日地 １A・１B
３R 数学Ⅰ(1) 簿記 ビジネス基礎 数学 公政世 ３A・３B

5/10 ９R 現代の国語 古典B 言語文化 国語 ２B・２C
（火） １０R C英語Ⅱ 英語入門(1) 社会と情報 ２A・２D
1 １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ

家庭科室
理科室 化学基礎 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）
＊情報モラル教育講演会（特活）15:30～16:30

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

火S
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時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 日本史B １A・１B
３R 数学Ⅰ(1) 数学入門(1) 簿記 ビジネス基礎 数学 ３A・３B

5/15 ９R 古典B 現代文B 言語文化 現代の国語 ２B・２C
（日） １０R C英語Ⅱ 英語入門(2) 英語CⅠ ２A・２D
② １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室
理科室
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 日本史B 公共(b) 政治・経済(b) 日地 英語 １A・１B
３R 数学入門(1) 数学Ⅱ 数学Ⅰ(1) 公政世 数学 ３A・３B

5/17 ９R 現代文B 古典B 国語 基礎力アップ2B2C ２B・２C
（火） １０R 英語表現Ⅰ C英語Ⅱ 情報 基礎力アップ2A2D ２A・２D
2 １１R 基礎力アップ大益

家庭科室 発達と保育 服飾手芸 家庭
理科室 物理基礎 生物基礎 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 地理総合 保健 世界史B 日本史B 政治・経済(a) １A・１B
３R 数学Ⅱ 簿記 数学A 数学入門(1) 数学Ⅰ(1) ３A・３B

5/22 ９R ２B・２C
（日） １０R 社会と情報 情報 ２A・２D
③ １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 消費生活 家庭総合 発達と保育
理科室 化学基礎 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育（ﾒｲﾝ） 体育（ﾒｲﾝ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 簿記 世界史B 日地 英語 １A・１B
３R 数学A 数学Ⅱ 数学入門(1) 公政世 数学 ３A・３B

5/24 ９R 現代文B 言語文化 国語 基礎力アップ2B2C ２B・２C
（火） １０R 数学Ⅰ(2) 英語入門(1) 情報 基礎力アップ2A2D ２A・２D
3 １１R 基礎力アップ大益

家庭科室 家庭総合 発達と保育 家庭
理科室 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

生徒総会
（多目的教室）

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

HR
学習の進め方
（９R）

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

探究の時間
（多目的教室）

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩
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時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～
１R
２R 日本史B 地理総合
３R 保体

5/29 ９R 古典B 現代文B 言語文化
（日） １０R C英語Ⅱ 英語入門(2)
④ １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 服飾手芸 消費生活 家庭総合
理科室 生物基礎 物理基礎 科学と人間生活
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 公共(a) 世界史B 日本史B 政治・経済(a)
３R 数学A ビジネス基礎 数学入門(2) 数学Ⅱ

5/31 ９R 現代文B 現代の国語
（火） １０R 英語CⅠ 数学Ⅰ(2) 英語表現Ⅰ
4 １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 保護者進路面談

家庭科室 家庭総合 発達と保育
理科室 生物基礎 科学と人間生活
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 公共(a) 世界史B 地理総合 公共(b)
３R 簿記

６/７ ９R 古典B 現代の国語
（火） １０R 英語入門(1) 英語表現Ⅰ
5 １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ  受付：会議室

家庭科室 発達と保育 服飾手芸 消費生活  ルームごとに時間差で実施
理科室 化学基礎 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 政治・経済(b) 保健 数学Ⅰ(2) 公共(b) 世界史B １A・１B
３R 数学Ⅰ(1) 数学Ⅱ 数学A 数学入門(1) 数学 ３A・３B

６/12 ９R ２B・２C
（日） １０R 英語 英語 英語 英語 ２A・２D
⑤ １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室
理科室
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育（ﾒｲﾝ） 体育（ﾒｲﾝ）
＊益田保護者会

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

健康診断

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

社会人
基礎力講座①
（多目的教室）

進学説明会
（多目的教室）

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

保護者会
（多目的教室）
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時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 政治・経済(b) 世界史B 簿記 日地
３R 数学Ⅰ(1) 数学Ⅱ 数学A 数学

６/14 ９R 保体 古典B 現代文B 国語
（火） １０R C英語Ⅱ 英語入門(1) 英語 社会と情報
6 １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 服飾手芸 家庭総合 家庭
理科室 生物基礎 数学Ⅰ(2) 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R １A・１B
３R 簿記 ビジネス基礎 ３A・３B

6/19 ９R ２B・２C
（日） １０R C英語Ⅱ 英語CⅠ 英語表現Ⅰ ２A・２D
⑥ １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 消費生活 家庭総合 発達と保育
理科室 化学基礎 科学と人間生活 生物基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理
体育館

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R ビジネス基礎 日本史B 日地
３R 数学Ⅱ 数学A 数学入門(2) 数学 公政世

６/21 ９R 現代文B 現代の国語 国語
（火） １０R 数学Ⅰ(2) 英語CⅠ 英語入門(2) 英語 情報
7 １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 家庭総合 発達と保育 家庭
理科室
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 保健 日本史B 地理総合 １A・１B
３R ３A・３B

6/26 ９R 古典B 現代の国語 現代文B 言語文化 ２B・２C
（日） １０R C英語Ⅱ 英語入門(2) 英語CⅠ ２A・２D
⑦ １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室
理科室 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育（ﾒｲﾝ） 体育（ﾒｲﾝ）

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

生物基礎（実験）

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

進路探究①
（多目的教室）

科学と人間生活（実験）

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

探究の時間
（多目的教室）

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

避難訓練
９R

心と体の
健康講座①
（多目的教室）

本S

火S
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時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～
１R
２R 公共(b) 世界史B 地理総合 保体 日地
３R 数学入門(1) 数学Ⅰ(1) 簿記 数学 公政世

6/28 ９R 古典B 国語 情報
（火） １０R 英語表現Ⅰ C英語Ⅱ 英語入門(1) 英語
8 １１R 保護者進路面談

家庭科室
理科室 化学基礎 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理 商業
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 公共(a) 世界史B 政治・経済(a) １A・１B
３R 数学Ⅰ(1) 簿記 数学Ⅰ(2) ビジネス基礎 数学入門(2) ３A・３B

7/3 ９R 古典B 現代文B 現代の国語 社会と情報 情報 ２B・２C
（日） １０R ２A・２D
⑧ １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 服飾手芸 家庭総合 発達と保育
理科室
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 政治・経済(a) 日本史B 地理総合
３R 数学Ⅰ(1) 数学Ⅱ 数学A 数学入門(2)

7/５ ９R 古典B 現代文B 言語文化
（火） １０R C英語Ⅱ 英語入門(1)
9 １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ  受付：会議室

家庭科室 消費生活 家庭総合  ルームごとに時間差で実施
理科室
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 世界史B 保健 政治・経済(b) 公共(b)
３R 数学A 簿記 ビジネス基礎

7/10 ９R 古典B 現代文B 言語文化
（日） １０R C英語Ⅱ 英語入門(2) 英語CⅠ
⑨ １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 消費生活 家庭総合 発達と保育
理科室 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理
体育館 体育

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

大そうじ

化学基礎（実験）

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

校医検診

物理基礎（実験）

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

就職説明会
（多目的教室）

本S

火S
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時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15
１R
２R 公共(a) 世界史B 日本史B 政治・経済(a) 英語 １A・１B
３R ビジネス基礎 数学入門(1) 数学Ⅱ 数学 ３A・３B

7/1２ ９R 現代文B 現代の国語 基礎力アップ2B2C ２B・２C
（火） １０R C英語Ⅱ 英語表現Ⅰ 基礎力アップ2A2D ２A・２D
10 １１R 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 基礎力アップ大益

家庭科室 家庭総合 発達と保育
理科室 科学と人間生活 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育（ｻﾌﾞ） 体育（ｻﾌﾞ）

時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 SHR
ルーム 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30
１R
２R 日地 日地 １A・１B
３R 数学 数学 ３A・３B

7/17 ９R 国語 国語 ２B・２C
（日） １０R 英語 英語 情報 情報 ２A・２D
⑩ １１R 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ

家庭科室 家庭 家庭
理科室 理科 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 商業 商業
体育館 体育（ﾒｲﾝ） 体育（ﾒｲﾝ）

本S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

探究の時間
（多目的教室）

探究の時間
（多目的教室）

火S

昼食・休憩

昼
休
み

昼食・休憩

社会人
基礎力講座②
（多目的教室）
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教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 理科教室

①9:00
～9:45
②9:55
～10:40
③10:50
～11:35
④11:45
～12:30
⑤13:15
～14:00
⑥14:10
～14:55

教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室

①9:00
～9:45
②9:55
～10:40
③10:50
～11:35
④11:45
～12:30
⑤13:15
～14:00
⑥14:10
～14:55

・「数」
・「理」

・「体」
・「保」 保健
・「書」
・「英」
・「家」
・「情報」 社会と情報

※理科実験は科学と人間生活です。

大掃除
協S７ 協Ｓ８ 協Ｓ９ 協Ｓ１０

家

巡回スクーリング・保護者会 
協Ｓ１ 協Ｓ２ 協Ｓ３ 協Ｓ５

英 英

家庭総合､消費生活､子どもの発達と保育

・「探究時間」 総合的な探究の時間

＊講座は、レポート支援講座を実施します。体育は実技です。
＊６月５日は 巡回スクーリングです。浜田本校の教員が授業を行います。
＊出校表に記入する講座名の欄には、略さず正確に書きましょう。
例 「体育」ではなく「体育１」「体育２」、「数学」ではなく「数学入門」「数学Ⅰ」など

＊前期試験は ８月２１日（日）、８月２３日（火）、８月２８日（日）、８月３０日（火）に行う予定です。
 詳しくは次号亀山通信でお知らせします。

情報

情報

科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎
※ 理科実験は､後日送付される案内による申し込みが必要です。
体育１､体育２､体育３､体育４､体育５

書道Ⅰ､書道Ⅱ
英語入門､英語コミュニケーションⅠ､コミュニケーション英語Ⅱ､英語表現Ⅰ

・「国｣ 現代の国語、言語文化、現代文Ｂ、古典Ｂ
・「地公｣ 世界史Ｂ、日本史Ｂ、地理総合、公共、政治・経済

数学入門、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ

体 体 体 体 体

※体育は体育館で行います。

体 体 体 体 体

探究
時間

国 数保 数 理理 国 英 地公家 数 理 家 地公保

書 国 数 理 書家 数

英 英

地公家 数 理 書 家

理 書 家 英 地公 書地公

探究
時間

書 家 数

理 書 国 英

国

数

理 情報 国

家

数 地公

地公

国 英 地公 情報 書

地公 家 数 理情報 情報 国 英国 理

６月１２日（日） ６月１９日（日） ６月２６日（日）

協S６

国 英 地公

７月３日（日） ７月１０日（日）

備考

体 体 体 体 面談

※体育は体育館で行います。

体 体 体 体 保護者会

数 地公地公 保 国 英 理 家
探究
時間

地公 地総書

国 数 理 国 英

国 英 理 家 数

情報

情報

国 数 理 書 国 英 地公

理 書
英Ｃ
Ⅰ
数入
(１)

日本
史Ｂ

数 地公 国 英家 数 理 家

英入
(１)

数Ⅰ
(１)

消費
生活

地公 国 英 理数 理 家 数家 英 地公 情報 家

備考 協Ｓ４ 

令和４年度 大田協力校（大田高校） スクーリング時間割【前期】
５月８日（日） ５月１５日（日） ５月２２日（日） ５月２９日（日） ６月５日（日）

発達と
保育

家庭
総合

理科
実験

面談 面談

家 英 地公 情報 書
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備考
教室 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視

①9:00
～9:45

②9:55
～10:40
③10:50
～11:35
④11:45
～12:30
⑤13:15
～14:00
⑥14:10
～14:55

※体育は体育館で行います。

備考
教室 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視

①9:00
～9:45

②9:55
～10:40
③10:50
～11:35
④11:45
～12:30
⑤13:15
～14:00
⑥14:10
～14:55

・「数」
・「理」

・「体」
・「保」  保健
・「書」
・「英」
・「家」

古典
Ｂ

保

国 理

書

探究
時間

政経
（ａ
）

＊講座は、レポート支援講座を実施します。体育は実技です。
＊６月５日は 巡回スクーリングです。浜田本校の教員が授業を行います。
＊出校表に記入する講座名の欄には、略さず正確に書きましょう。
例 「体育」ではなく「体育１」「体育２」、「数学」ではなく「数学入門」「数学Ⅰ」など
＊後期試験は、 ８月２１日（日）、８月２３日（火）、８月２８日（日）、８月３０日（火）に行う予定です。
 詳しくは次号亀山通信でお知らせします。

 家庭総合、消費生活、子どもの発達と保育

・「探究時間」 総合的な探究の時間

科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎

書

 英語入門、英語コミュニケーションⅠ、コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ

＊各講座の出席は次の教科の時間に出席すること
・「国」  現代の国語、言語文化、現代文Ｂ、古典Ｂ

 数学入門、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ
・「地公」  世界史Ｂ、日本史Ｂ、地理総合、公共、政治・経済

※体育は体育館で行います。          

※理科実験は､後日送付される案内による申し込みが必要です。
 体育１、体育２、体育３、体育４、体育５

 書道Ⅰ、書道Ⅱ

体 体 体 体 体

体 体 体 体 体

家 数 地公
探究
時間

家探究
時間理 英 家 国

家

数 地公 英 保 数

理 家 数

地公 保 数 理

地公国 地公 数数 理 英 家

国 理 英

数 地公 英

書 国 地公 情報 英家 英 数 理

英

書 国 理 情報 家 国 地公

地公 情報 英 国 理数 理 書 国国 地公 家 英

協Ｓ6 協S７ 協Ｓ8 協Ｓ9 協Ｓ１０

書 国 理 情報 家

体

保護者会 大掃除

体

※理科実験は科学と人間生活の実験です。

６月１２日（日） ６月１９日（日） ６月２６日（日） ７月３日（日） ７月１０日（日）

体 体 体

現代
の国
語

面談

英

面談

体体 体 体 体 世界
史Ｂ

数 理国 地公 情報 家

言語
文化

数 地公 家 家国 理

面談

面談

地公 情報 家 英数 理国

公共
（ａ
）

簿記家国 地公 情報 書数 理

数 地公 家 家

書 英

現代
文Ｂ

国 理 英 英数 地公

情報 書
ビジ
ネス
基礎

理 英 家国 地公書数 地公 書 数国 理 英 英書

巡回スクーリング
協Ｓ1 協S２ 協Ｓ3 協Ｓ4 協Ｓ5

保健

・「情報」 社会と情報

令和４年度 益田協力校（益田翔陽高校） スクーリング時間割【前期】
５月８日（日） ５月１５日（日） ５月２２日（日） ５月２９日（日） ６月５日（日）

※教室割り当て
「①」・・・特別教室１ （２階）
「②」・・・特別教室２ （２階）
「③」・・・特別教室３ （２階）
「P」 ・・・パソコン教室（１階）
「視」・・・視聴覚教室 （３階）
生徒控室・・会議室 （３階）
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１ 今年度から新教育課程が始まります。 
  ・新入生が受講する講座から新教育課程に変わり、教科書、レポートが新しくなりました。来年度は、全ての
講座が新教育課程に変わる予定です。 

２ レポートの配付、提出、採点方法について 

① レポートの配付方法

・４月２４日（日）に、第１回（講座によっては第２回、芸術・服飾手芸・総合的な探究の時間はすべ
て）のレポートを渡します。当日出席できない人は、担任の先生と相談して別の日に取りに来てください。郵
送はしません。 
・全校集会で渡したレポート以外は、学習のてびきＰ80～81 に書いてある配付日に郵送します。 

② レポートの提出方法 

  ・すべての回に提出しめきり日があります。しめきりを過ぎて提出すると減点になります。注意してください。 
   ・レポート表紙や学習のてびきＰ80～81 に記載してあるしめきり日を守って提出しましょう。 

 ③ レポートの採点方法 

 ・提出しめきり日を過ぎて提出したレポートは、２点減点になります。 
   ・学習のてびきの P10～11 に、レポート点の計算の例が載っていますので確認してください。 

３ 火曜スクーリングの午後の開始時間 

・45 分間のスクーリングとなります。日曜日は、今までどおりです。   

※協力校は、時間が違います。協力校時間割で確認してください。 

本Ｓ スクーリングの時程 
１限  ８ ５０～ ９ ４０ 
２限  ９ ５０～１０ ４０ 
3 限 １０ ５０～１１ ４０ 
4 限 １１ ５０～１２ ４０ 
昼食 
5 限 １３ １５～１４ ０５ 
6 限 １４ １５～１５ ０５ 
ＳＨＲ １５ １５～１５ ３０ 

火Ｓ スクーリングの時程 
１限  ８ ５０～ ９ ４０ 
２限  ９ ５０～１０ ４０ 
3 限 １０ ５０～１１ ４０ 
4 限 １１ ５０～１２ ４０ 
昼食 
5限 １３ １０～１３ ５５ 
6限 １４ ０５～１４ ５０ 
ＳＨＲ １５ ００～１５ １５ 
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４ 「総合的な探究の時間」のレポート・スクーリング等について 
・レポート第 1 回は、地域巡検に参加して取り組む内容になっています。参加できない人は、各自で地域の
施設等を見学してレポートにまとめましょう。 

   ・スクーリングは年間 3回以上出席が必要です。試験はありません。 

５ ＳＨＲを活用しましょう 
 ・「学習のてびき」、「進路ノート」、「亀山通信（時間割）」を持って、出席すると良いでしょう。 
・特別活動の日やその参加申し込みのしめきりなど、予定を確認して帰りましょう。  

浜田高校通信制の学習活動がスタートします。みなさん、積極的にスクーリングに出席し、レポートを提出しまし
ょう。みなさんが学習をすすめていく上で気をつけてほしいことや学習のポイントなどをお伝えします。 

① 持ってくるもの 
○全講座・・・生徒証、教科書、学習書（ある講座は持参する）、レポート、筆記用具、バーコードシール  
※生徒証を忘れた場合、職員室で仮生徒証を発行してもらってください。 
○体 育・・・体育館シューズとジャージ（伸縮性のある短パン・Ｔシャツでも可） 
○芸 術・・・必要な用具一式 

② 出校したら、出校表に受講する講座、ＳＨＲへの出席の有無を記入しましょう。 

スクーリング出校表                                       

③ 授業に出席したら、終了時に「生徒バーコードシール」を担当の先生の指示に従って、「講座バーコードシート」
に貼りましょう。 
※自分の「生徒バーコードシール」を忘れた時には、担当の先生に相談してください。 

 生徒番号 氏 名 体調 体温 １ ２ ３ ４ ５ ６ ＳＨＲ 

例 01234567 浜田太郎 良・普・悪 ３６．３℃ 書道 古典  数Ⅰ 体２ 体２ ○ 

１            

２            

出校表の記入例 

③スクーリングの日程を確認して受講する
講座を記入しましょう 

①生徒番号・氏名を 
記入しましょう 

②登校前に計ってきた体温を
記入しましょう 

１ スクーリングについて 
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「学習のてびき」Ｐ.９～１０を読みましょう。 

① 提出するレポートの表紙の指定の場所に、自分のバーコードシールを貼り、ルーム・生徒番号・氏名など必要
事項を必ず記入しましょう。 
※再提出の場合は、新しくバーコードシールを貼ったり、生徒番号を記入したりする必要はありません。 

② レポートは、浜田高校定通校舎職員室前の「レポート入れ」に出すか、郵送して提出します。 
協力校のみなさんは、スクーリング時に浜田高校の先生に提出してください。 

③ 郵送する場合は、通信教育用（第四種）の封筒を使用しましょう。切手（１００g までは１５円）を必
ず貼って投函しましょう。一部だけでなく、複数の講座のレポートをまとめて送ってもかまいません。 
※第四種の学校宛の封筒は、浜田高校定通校舎の職員室、または、浜田高校の先生に言って必要な枚数
を受け取ってください。 
※郵便配達は、下記のようになります。急ぎの場合は、持参または速達を利用しましょう。 

総務省/日本郵政グループより 
差し出し 月 火 水 木 金 土 日 

配達（到着） 水 木 金 月 月 月 火 

※プレスクーリングで、スクーリングの出席（「生徒バーコードシール」を貼る。）レポートの提出（「生徒バーコー
ドシール」を貼る。氏名等を記入する。）を体験します。 

地区 日  時 場  所 部  屋 

浜田 4 月２６日（火） 9:15～12:00 定通校舎 多目的室 

大田 ４月２７日（水） 9:15～12:00 あすてらす ２階研修室５ 

益田 ４月２７日（水）9:15～12:00 益田市民学習センター ２階２０２ 

２ レポート提出について 
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「キャリア・パスポート」は受験時に高校時代における学びの過程を振り返り、
自分の成長を確認し、将来の生き方につなげるファイルです。 

行事に参加しよう 
 皆さんのキャリアデザインのお手伝いをするために「ＳＨＲ」「ＬＨ
Ｒ」「企業・学校見学」「進学説明会」「就職説明会」「社会人基
礎力講座」「進路適性検査」等を計画しています。参加後のアンケ
ートや感想用紙はキャリア・パスポートとして活用できます。 

進路ノートを活用しよう 
 「高校生の進路ノート・ベーシック」
に自分自身で取り組むことで皆さんの
キャリアデザインが進みます。 

進路部は皆さんが自分の将来について考え、有意義な高校生活を送るよう支援するところです。 

〈進路スケジュール〉 

【就職】髙卒求人の場合
７月１日～ 求人票の一般公開開始 

～８月５日 「求職願」の提出 

～８月下旬 出願準備終了 

９月中旬～ 試験開始

【進学】
８月   総合型選抜(AO)入試開始 

１０月  学校推薦型選抜入試開始 

１月１４日・１５日 大学共通テスト 

 １月   私立大学一般選抜開始 

 ２月   国公立大学個別試験開始 

キャリアデザインをしよう 
（＊career （一生の）経歴・履歴）

キャリアの語源は、馬車などの乗り物の通り道にできる「わだち（轍）」と言われています。 
人生にも、これまで歩んできた道には各自の足跡があり、これから歩む道にも各自の足跡が残っていきます。豊か
な人生を送るために自身のこれまでの「キャリア」を確認しながら、将来に向かって「キャリアデザイン」をしていきまし
ょう。                                                 〔手 順〕 

① 自分自身を知ろう 
② 未来予想図を描こう 
③ 行動に移そう 

進路部だより

＊キャリアデザインとは 
 自分の個性等を確認しながら選択の基準となる目標やこだわり
などを考え、自分の責任で人生を計画していくこと。

〈注〉 
①高卒求人票は学校で閲覧できます。 
②学校を通じて応募できるのは一人一社です。 
              （１１月から複数応募可） 
③学校を通じて求職する場合、推薦には校内的に基
準が設定されています。 

④ハローワークやサポートステーションを利用して自身の
適性を踏まえた求職活動をすることもできます。

〈注〉 
①左は一般的な日程です。志望校の日程は各自で
必ず確認してください。 

②大学受験者は模試を受けて、自分の学力を把握
した後、志望校を決定してください。 

③オープンスクールに参加し、情報収集してください。 
④過去問に取り組むなど受験に向けての勉強や準備
をしてください。
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〈学校からのお願い〉    

浜田高校通信制の場合 

１ 進学を希望する場合、受験勉強の方法について保護者の方と話し合いをしてください。方法としては塾や予備校
を利用する、インターネットで学習するなどが考えられます。 
〔理由〕 
 ・進学希望者に対する教科指導等は、基本的に本校の学習活動支援の範囲外となっています。 
 ・以下の科目は本校では開講されておらず、国立大学文系および４年制大学理系学部受験に対応 
したカリキュラムとなっていません。推薦の際に以下の科目の履修を条件としている大学等もありますので、そ
の場合は一般試験での受験になります。募集要項等で確認をしてください。 
 数学Ｂ、数学Ⅲ、物理、化学、生物、英語表現Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、倫理 

２ 進路相談・決定の際に本校で支援できる範囲は以下の通りです。それ以外の場合は、学校で正確に把握できず、 
誤った指導をする可能性がありますので、各自で調べ、問い合わせや手続き等を行っていただくことになります。 
〔支援できる範囲〕 
 ・卒業予定生であり、高卒求人で学校を通じて求職活動を行う場合 
 ・卒業予定生として国の認可を受けた大学・専門学校等へ進学する場合 
 ・高校で実施している資格検定 
〔支援できない範囲〕 
 ・ハローワークや縁故を利用して求職活動をする場合 
 ・高校卒業程度認定試験を利用して受験等を行う場合 
 ・社会人推薦を利用して進学を目指す場合 
 ・国家試験の受験 
 ・各種民間試験 など   
⇒学校へ問い合わせが入る場合があります。 
上記の場合も希望や結果については学校へ連絡してください。 

３ 推薦について 
   ・就職、進学における推薦には、志望先のみならず校内でも条件が設定されています。「推薦願」等の提出を 
受けた後、校内で会議を行い、決定します。会議の結果によっては推薦できない場合もあります。 

   ・志望先の出願初日の１ヶ月前までに担任に「推薦願」等を提出してください。各学校に与えられた定員の枠が 
ある場合については１ヶ月前までに「推薦願」等の提出のあった人から志望の意志が強いと考え、優先的に校内 
で調整を行います。1 ヶ月前までを厳守してください。 

   ・校内で同一企業、学校に推薦希望が出た場合、校内選考で枠外になる可能性があることを承知しておいて 
ください。また、推薦の種類によっては出願しても必ず受かるとは限りません。 

４ 前期卒業について 
   ・卒業後の進路指導・推薦は本校の教育活動支援外です。教務部や担任等から指導を受けているかと思いま 
すが、学校を通じて就職・進学をしたい人には不向きですので、注意してください。 

（１）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。 
（２）将来の進路選択を見通した学習活動をしましょう。 

注意点 
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※生徒総会、定通体育大会等、前期の活動についてはコロナウイルス感染の今後の状況によって変
更または中止となる可能性があります。決定次第、文書、ＨＰで連絡します。 

※ハラスメント等の相談窓口
  中島（相談員）、竹下（養護教諭）が窓口です。何かありましたら相談に来てください。

生徒部より

学校が安全で安心して生活できる場所となるようお互いにルールやマナーを守って気持ちよく
過ごせるように、以下のことを確認してください。  

○車両（自転車、原付、自動二輪、自動四輪）で通学する生徒の皆さんは「通学車両
申請書」を提出してください。＜「車両通行証」は毎年更新です。＞ 
 ○持ち込んだゴミはすべて持ち帰りましょう。 
○学校敷地内（校地内）はすべて禁煙です。（車中も同様です。） 
○その他、「学習のてびき」の「生徒心得」をよく読んで、学校のルールを守りましょう。 

生徒会活動に参加しましょう 
○第 1回生徒総会 ５月２４日（火）ぜひ出席しましょう 
  ＜１年間の生徒会行事や生徒会費の決算報告、予算の審議があります。＞ 
○生徒会提案行事 7 月上旬に実施予定 
  ＊スクーリング日以外の日になるかもしれません。 

※その他、特別活動の年間予定は「学習のてびき」に掲載しています。変更になることもありますが、 
参考にしてください。 

○６月１１日（土）には県定通体育大会が宍道高校を会場に開催されます。 
さっそく、大会に向けての練習が始まります。 本校には部活動がありませんが、近年は、本校推奨競
技の卓球やバドミントンで活躍しています。 
今年度、県大会開催競技は「卓球」「バドミントン」「バスケットボール（男）」「ソフトテニス」「剣道

（男）」「柔道（男）」「陸上競技（記録申請のみ）」です。 
詳細については定通体育大会の案内を読んでください。 
出場希望調査用紙の提出〆切は、５月８日（日）です。
経験は問いません。県大会で好成績を収めると全国大会の出場権を得ることができます。

詳しく知りたい人は生徒部 黒川・岡田まで連絡してください。 

生徒会提案行事の詳しい内容は後日

案内します。
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保健だより ４月号  

新年度が始まりました。 
この『保健だより』は、保健に関する行事などをお知らせします。 
心と体のバランスを上手に保つために、保健室がお手伝いをします。 

保健室はどこ ここです。 気軽に話に来てくださいね。 

※保健室が閉まっていたら、職員室の先生に 声 

※協力校では、通信制の教員が保健室の役割も兼ねています。 

健康診断について 
① 健康診断
日 時 令和４年６月7日（火）午後 
内 容  身長、体重、視力、聴力、尿、診察、 

胸部Ｘ線・心電図（該当者のみ） 
② 校医検診 
日 時 令和４年７月5日（火）午後
内 容  眼科、歯科、耳鼻科 

・①と②の２日どちらも必ず受けてください。   ・費用は無料です。 

・特に卒業予定生は、必ず受けてください。    ・場所は浜田高校定通校舎です。 

・学校で受けない場合は、他の機関で受けること。 

養護教諭 
竹下先生 
保健室

教育相談員 
中山先生 
保健室 

保健部 
門脇先生 
職員室
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２０２２年度 実用英語技能検定（英検）受験案内 

※ 英検は、本会場受験です。希望者は、各自書店で申込をしてください。 
    申込後に受験料補助の手続きをします。担任または英語担当まで連絡してください。 
※ 学校から受験料の補助がありますので、年１回分の受験料は無料です。

＜本年度の日程＞ 

 受付期間 １次試験 ２次試験 

第１回 
４月１日～５月６日 

書店受付しめきり 4/28 
６月５日（日） ７月１０日（日） 

第２回 
８月１日～９月８日 
書店受付しめきり 9/2 

１０月９日（日） １１月１３日（日） 

第３回 
１１月１日～１２月１５日 
書店受付しめきり １２/９ 

１月２２日（日） ２月２６日（日） 

＜受 験 料＞ ３級 ６,４００円   準２級 ７,９００円   ２級 ８,４００円 

2022（令和4）年度 漢字検定 受験案内 
 [実施予定] 

※ただし、学校では全体受験を行いませんので、受験の意志のある人は 担任もしくは国語科の教員に 
申し出てください。
※受験する場合、支援協議会から受験料の補助があります。（級が上がればそのつど出る場合もあります） 

 [検定料と各級の内容の目安]

 実施日 申込しめきり 

第１回 2022年6月19日（日） 4月28日(木) 

第２回 2022年10月23日（日） 未定 

第３回 2023年2月12日（日） 未定 

受験級 内容の目安 受験料 

2級 高校卒業・大学・一般程度 4,500円 

準2級 高校在学程度 

3,500円 3級 中学卒業程度 

4級 中学校在学程度 
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２０２２年度 家庭科技術検定（前期）食物調理技術検定・保育技術検定 

申し込み期間：４月１８日（月）～５月２９日（日） 

＊受験は、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。 

＊受験に向けて、学校や家庭での練習が必要です。（材料代は、自己負担です。） 

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

食 物 調 理 技 術 検 定

筆記試験（30分） 献立作成・実技試験（90分で５品調理） 筆記試験（30分） 献立作成・実技試験（50分で調理）

筆記試験（30分） 実技試験（40分で２品調理）

筆記試験（8分）計量試験（2分） 

きゅうりの半月切り（30秒）

        保 育 技 術 検 定 （1・2級は筆記試験あり）

                 2 級作品

受検料                     

食物調理４級 食物調理３級 食物調理２級 食物調理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回分の受験料は支援協議会が補助します。
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