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１月号 ( No.817 ) 

秋田県立秋田明徳館高等学校 

通 信 制 課 程 

TEL 018（834）0473 

 

 

３Ａ門脇奈々穂さん、２Ａ山田美早紀さん 

令和２年度第６８回全国高等学校定時制通信制生活体験発表大会秋田県大会出場 

１０月１４日（水）、本校にて令和２年度第６８回全国

高等学校定時制通信制生活体験発表大会秋田県大会が行

われました。本校通信制課程の代表として、３年Ａ組門

脇奈々穂さんが「私らしく生きる～ネバーギブアップ」、

２年Ａ組山田美早紀さんが「私の未来に向けて」をテー

マに参加しました。例年とは異なる大会形式でしたが、

山田さんが優良賞・秋田県高等学校定時制通信制教育振

興会長賞を受賞することができました。 

 

参加した２

人は、「今回、このような機会を与えてもらったことで、今まで

の生き方を振り返り、大きな自信を持つことができた。１人で

も多くの生徒に挑戦してほしい。」と力強く話してくれたことが

印象的でした。発表者の皆さんには、この経験を活かして様々

な場面で活躍されることを願っています。 

 

生徒会選挙開票報告 

任期満了に伴う生徒会役員選挙に１４名が立候補しました。１１月２９日（日）Ｓ１４の生徒会役

員選挙（信任投票）の結果、全員が信任を得ました。新生徒会役員は次のとおりです。 

会  長  髙 橋 優 生 （２年次 Ｃ組）  副 会 長  山 田 美早紀 （２年次 Ａ組） 

副 会 長  鵜 沼 ひなた （２年次 Ａ組）  副 会 長  髙 木 裕 生 （２年次 Ａ組） 

書  記  清 水 朋 泰 （１年次 Ｂ組）  書  記  大 庭 桜 香 （１年次 Ｃ組） 

書  記  鈴 木 佳 乃 （１年次 Ｃ組）  書  記  中 村 真 菜 （１年次 Ｃ組） 

書  記  小 川 彩 夏 （２年次 Ａ組）  書  記  落 合 萌 夏 （２年次 Ａ組） 

書  記  八重樫 莉 帆 （２年次 Ｃ組）  会  計  伊 藤 颯 太 （２年次 Ａ組） 

会計監査  伊 藤 胡 桃 （２年次 Ａ組）  会計監査  伊 藤 瑞 姫 （２年次 Ｃ組） 

新役員の皆さん、通信制のために頑張ってください 

      いじめのない学校をめざして 

 昨年度、通信制課程では、いじめと認知された事例はありませんでした。 
 今年度、１１月２５日現在でいじめに関する生徒からの訴えはありません。学校生活だけでなく、

ＳＮＳ等の書き込みや誤解を招く言動は避け、お互いを尊重し合える環境をつくりましょう。 

 

門脇奈々穂さん、校内発表の様子 
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昼食
時 間 12:40～ １3:10

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 　科　　目　 教室 　科　　目　 教室 　科　　目　 教室

１ Ａ
(61)
１ Ｂ
(62)
１ C
（63）
２ Ａ
(64)
２ Ｂ
(65)
２ C
(66)

他年次
(5４)
３ Ａ
(51)
３ Ｂ
(52)
３ C
(53)

３修３年Ｔ

（５７）
57

情報
教育室

国語表現
古典Ｂ
数学Ｂ

57 音楽Ⅱ 57 英語表現Ⅰ 57 ＨＲ
51
52
53

コミュニケーション
英語Ⅱ（２）

書道Ⅰ 書道室

書道Ⅰ
書道
室 地理Ｂ 53 ＨＲ

51

地理Ｂ 52
コミュ英語Ⅱ(1) 52

情報処理 ＨＲ

コミュ英語Ⅱ(1) 51 ＨＲ

53

51

情報処理

1体
2体

地理Ｂ

体育352

数学Ⅱ(１)旧 54

情報処理
情報
教育
室

書道Ⅰ

情報
教育室

書道室

ＨＲ 66 コミュ英語Ⅰ 66 世界史Ｂ 66

65 国語総合（２） 65 音楽Ⅰ 音楽室

音楽Ⅰ
音楽
室 国語総合（２） 66

64 世界史Ｂ 64 コミュ英語Ⅰ 64

コミュ英語Ⅰ 65 世界史Ｂ 65 ＨＲ

国語総合(1) 63

国語総合（２） 64

体育2
1体
2体

音楽Ⅰ 音楽室 ＨＲ

62

コミュ英語基礎 63 現代社会 63 ＨＲ 63 化学基礎 63

61

国語総合(1) 62 化学基礎 62 ＨＲ 62 現代社会 62 コミュ英語基礎

61 ＨＲ 61 コミュ英語基礎 61 現代社会

体育1
1体
2体

化学基礎 61 国語総合(1)

 9:00 ～ 9:45 10:00  ～ 10:45 11:00～ 11:45 11:55 ～ 12:40 13:10 ～ 13:55 14:10 ～ 14:55

  1月1０日（日） 令和２年度　　Ｓ時間割　〈Ｓ16〉

※木曜スクーリングはありません。　※卒年次はスクーリングを受けることができません。　※冬時間です。    ※自学室は４４教室です。（選択科目で使用する場合を除く。）

1 2 3 4 5 6

 

＊＊＊＊＊学習の総決算 後期試験間近！！＊＊＊＊＊ 
 年が明けるとすぐに後期試験です。今までの学習の成果が試されます。自分の試験科目について各教科科目の試験範囲

と学習のポイントを確認し、分からないところは早めに教科担任に相談するなどの対策をして、試験の準備をしましょう。 

【後期試験日程】 

１月 ９日（土）４年次・３修３年次後期T1 

１月10日（日）３修３年次土曜科目T 

１月23日（土）４年次・３修３年次後期T2、３修２年次土曜科目T 

１月24日（日）後期T1／横手高校個人併修T 

２月 ７日（日）後期T2  ※卒業式予行（卒業予定者のみ）・表彰式・卒業生を送る会 

◆追試験日 1 月 9 日・10 日実施分→1 月 15 日（金） 

1 月 23 日・24 日実施分→1 月 29 日（金） 

2 月 7 日実施分→2 月 12 日（金）   

 

  

 

【受験資格】 

①全てのリポートについて有効期限までに評価を受け、かつリポート点が平均20点以上であること。 

②その科目の単位修得必要時数を満たしていること。 

※「受験上の心得」など、『生徒必携』p.8で確認しておいてください。 

●その他の注意事項● 

１）10分以上遅刻した場合は受験できません。（追試験・再試験も同様！） 

２）他年次科目は、各自の時間割に従って指定の教室で受験してください。 

３）正当な理由があって本試験を受験できない場合は、「追試験受験願」を前もって提出し、指定された時間割で追試験を

受験してください。 

４）20点未満の場合は再試験になります。 5）本人確認のため「身分証明書」を机上において受験してください。 

６）試験中は携帯電話の電源を切ってカバンの中にしまってください。 

昼食
時 間 12:40～１3:１0

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目　 教室 科　　目 教室 科  目 教室 科　目 教室 科　目 教室

３修３年次
(６４)
４ Ａ
(６１)
４ Ｂ
(６２)
４ Ｃ
(６３)

他年次科目
（多目的教室）

数学Ⅰ、化学基礎、数学Ⅱ（１）(旧)、生物基礎、物理基礎、体育２、体育３、音楽Ⅰ、コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ（１）、情報処理
  (時間割は個人によって異なりますので、後日、試験科目一覧表にて、確認してください。)
体育２、体育３は第１体育館に集合です。

ＨＲ 63 体育４
1体
2体

倫理 63
国語表現
古典Ｂ

63
英語表現Ⅰ
簿記（２）

63

62 体育４
1体
2体

62 ＨＲ倫理 62
国語表現
古典Ｂ

62
英語表現Ⅰ
簿記（２）

英語表現Ⅰ
簿記（２）

61 ＨＲ 61 体育４
1体
2体

倫理 61
国語表現
古典Ｂ

61

64 ＨＲ 64 情報処理 64数学Ⅱ（２） 64 体育３ １体 コミュ英Ⅱ（１）

8

 9:00 ～ 9:45 10:00 ～ 10:45 11:00  ～ 11:45 11:55 ～12:40 13:10 ～13:55 14:10～14:55 15:10～15:55 16:10～16:55

１月９日（土） 令和２年度　　試験時間割　〈後期４年次・３修３年次Ｔ１〉  
1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆再試験日1月9日・10日実施分  → 1月19日（火） 

1月23日・24日実施分 → 2月 2日（火） 

2月7日実施分      → 2月16日（火） 

 

 

 

 

（2） 



昼食 7 8

時 間
12:40～
　　１3:10

15:10
～15:55

16:10
～16:55

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目　 教室 科　　目 教室 科　　目 教室

３修２年次
(66)

３修３年次
(64)
４ Ａ
(6１)
４ Ｂ
(62)
４ Ｃ
(63)

1月23日（土）    令和２年度　試験時間割　〈後期４年次・３修３年次Ｔ２及び３修２年次土曜科目Ｔ〉　
1 2 3 4 5 6

 9:00～ 9:45 10:00 ～ 10:45 11:00 ～ 11:45 11:55～ 12:40 13:10 ～13:55 14:10 ～14:55

数学Ⅱ（２） 66 体育４ １体 倫理 66 ＨＲ 66 地学基礎 66

書道Ⅰ 書道室 簿記（１） 64 地理Ｂ 64 ＨＲ 64 現代文Ｂ 64
家庭総合（１）
３年 64

家庭総合（２） 61
音楽Ⅱ
書道Ⅱ

61
書道室

コミュ英Ⅱ（２） 61 ＨＲ 61 地学基礎 61

家庭総合（２） 62
音楽Ⅱ
書道Ⅱ

61
書道室

コミュ英Ⅱ（２） 62 ＨＲ 62 地学基礎 62

家庭総合（２） 63
音楽Ⅱ
書道Ⅱ

61
書道室

コミュ英Ⅱ（２） 63 ＨＲ 63 地学基礎 63

他年次科目
（多目的教室）

現代社会、科学と人間生活、国語総合（２）、世界史Ｂ、数学Ａ、現代文Ｂ、地理Ｂ、数学Ⅱ（２）、書道Ⅰ、家庭総合（１）２年、家庭総合（１）３年、簿
記（１）　　（時間割は個人によって異なりますので、試験科目一覧表にて、確認してください。）
書道Ⅰ・Ⅱは書道室で行います。

昼食

時 間
12:40～
　　１3:10

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 　科　　目　 教室 科　　目 教室 科　　目 教室

１ Ａ
(61)
１ Ｂ
(6２)
１C
(6３)
２ Ａ
(64)
２ Ｂ
(65)
２ C
(66)
３ Ａ
(５1)
３ Ｂ
(５2)
３Ｃ
(５3)

他年次科目
（多目的教室）

国語総合（１）、現代社会、科学と人間生活、体育１、社会と情報、国語総合（２）、世界史Ｂ、数学Ａ、家庭総合（１）２年
（時間割は個人によって異なりますので、後日、試験科目一覧表にて、確認してください。）
体育１は第１体育館に集合です。

体育１
１体
２体

現代社会

現代社会

61

62

現代社会

卒業予定者
(41,42,43,44)

ＨＲ（４階教室）、歌唱練習・卒業式予行（７階第１体育館）

53 地理Ｂ 53 簿記（１） 53
家庭総合（１）
３年

53 現代文Ｂ 53 数学Ⅱ（２）

地理Ｂ 52 簿記（１） 52

簿記（１） 51

家庭総合（１）
３年

52 現代文Ｂ 52 数学Ⅱ（２） 52

家庭総合（１）
３年

51 現代文Ｂ 51 数学Ⅱ（２） 51 地理Ｂ 51

66 数学Ａ 66
家庭総合（１）
２年

66 世界史Ｂ 66 国語総合（２）

数学Ａ 65
家庭総合（１）
２年

65 世界史Ｂ 65 国語総合（２） 65

世界史Ｂ 64 国語総合（２） 64 数学Ａ 64

61

表彰式、
卒業生を送る会
（７階第１体育館）

ＨＲ
（各教室）

国語総合（１） 63
科学と人間
生活

63

家庭総合（１）
２年

64

63

 9:00～ 9:45

社会と情報 63

国語総合（１） 62
科学と人間
生活

62 社会と情報 62

国語総合（１） 61
科学と人間
生活

61 社会と情報

 ２月７日（日）   令和２年度　　試験時間割　〈後期Ｔ２〉  　
※歌唱練習・卒業式予行（卒業予定者）、表彰式・卒業生を送る会（全校生徒）

1 2

15:10～15:55

3 4 5 6 7

10:00 ～ 10:45 11:00～ 11:45 11:55～ 12:40 13:10～13:55 14:10～14:55

昼食
時 間 12:40～１3:10

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目　 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室

１ Ａ
(61)
１ Ｂ
(6２)
１C
(6３)
２ Ａ
(64)
２ Ｂ
(65)
２ C
(66)
３ Ａ
(５1)
３ Ｂ
(52)
３Ｃ
(53)

横手高校個人併修

(57)

１月２４日（日）  令和２年度　　試験時間割　〈後期Ｔ１〉  　

1 2 3 4 5 6 7

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

化学基礎 61 コミュ
英語基礎 61 保健 61 ＨＲ 61 数学Ⅰ 61

化学基礎 62 コミュ
英語基礎 62 保健 62 ＨＲ 62 数学Ⅰ 62

化学基礎 63 コミュ
英語基礎 63 保健 63 ＨＲ 63 数学Ⅰ 63

コミュ英語Ⅰ 64

体育２
１体
２体

物理基礎
生物基礎

64 ＨＲ 64 音楽Ⅰ 64

コミュ英語Ⅰ 65
物理基礎
生物基礎

65 ＨＲ 65 音楽Ⅰ 65

コミュ英語Ⅰ 66
物理基礎
生物基礎

66 ＨＲ 66 音楽Ⅰ 66

コミュ英語Ⅱ（１） 51 書道Ⅰ 書道室 情報処理 51 ＨＲ 51

体育３
１体
２体

書道Ⅰ 書道室 コミュ英語Ⅱ（１） 52 情報処理 52 ＨＲ 52

コミュ英語Ⅱ（１） 53 情報処理 53 書道Ⅰ 書道室 ＨＲ 53

他年次科目
（多目的教室）

数学Ⅰ、化学基礎、保健、コミュ英語基礎、数学Ⅱ（１）旧、物理基礎、生物基礎、体育２、音楽Ⅰ、コミュ英語Ⅰ
　（時間割は個人によって異なりますので、試験科目一覧表にて、確認してください。　）
体育２は第１体育館に集合です。

57古典B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 



 

 
 

１年次科目                              

 

国語総合(1)  

教科書 ○「児のそら寝」「用光と白波」「絵仏師良秀」 

「羅生門」「故事 三編」「待つということ」 

学習書及び学習プリント 上の教材の解説部分 

リポート 第６回～第９回 

リポートを中心に出題します。学習書とプリントを活用し

て試験範囲をよく復習し、リポートを解き直してください。

分量は多くとも、しっかり準備すれば大丈夫。 

 

 

現代社会      教科書  P92～192  

学習書  P76～184  

リポート  No.４～６ 

 リポートとスクーリングプリントの内容を中心に出 

題します。復習を繰り返し行い、基本用語をしっかり 

覚えてきてください。 

 

 

数学Ⅰ        教科書  P62～131 

学習書  P47～100 

リポート No.５～９ 

リポート内容を中心に出題します。特に30°，45°，60°

の三角比、集合（共通部分と和集合）の用語の意味を確認す

ることが大切です。リポートを復習してわからない問題は、

スクーリングプリントで学習すること。疑問が解決しなけれ

ば教科書・学習書で勉強しましょう。 

 

 

科学と人間生活  教科書  P134～171 

学習書  P78～114 

リポート 第４回～第６回 

リポートを中心に、スクーリングＳ11、12、13、14、15の

内容で出題します。リポートとスクーリングで配付したプリ

ントをよく復習してテストに備えてください。 

 

 

化学基礎      教科書  P88～145  

学習書  P74～134 

        リポート  第４回～第６回 

 主にリポートや教科書から出題します。特に、①原子量/分

子量/式量、モル質量の計算（単位の有無）②物質量[mol]を

用いた計算（個数/質量/体積の算出）③濃度の計算（2種類）

④中和反応の計算⑤酸化数の計算については、よく復習して

おきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育１  実技試験のみ実施 

 試験の内容は、バスケットボール、卓球、バドミントンの選択して

いる種目ごとに分かれ、種目ごとに１～２の技術試験を行います。ス

クーリングの体育を通して試験内容は発表されます。 

 実技試験の時も授業同様、内履き（運動用）、運動着上下を忘れな

いように。忘れ物がある、または服装が良くなければ試験を受けるこ

とはできません。 

 

 

保 健          教科書  P4～114 

学習書  P62～103 

リポート No.４～６ 

以上範囲で出題します。リポートの問題では問題形式を変

えて出題します。 

 

 

コミュニケーション英語基礎  教科書  P49～66  

Lesson６～８ 

                   リポート No.４～６ 

主にリポート３枚と教科書の本文から出題します。リポー

ト３枚と教科書を繰り返し学習してください。 

 

 

社会と情報        教科書  前見返し③～Ｐ１ 

P34～78 

           学習書  P30～63 

リポート No.４～６ 

筆記試験のみ行います。リポートの内容を中心に出題しま

すので、しっかりと見直しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■◇□◆ 試験範囲と学習のポイント ■◇□◆ 

 

（4） 



 

２年次科目 

国語総合（２） リポート№５～９ 

○現代文「里山物語」「鍋洗いの日々」「夢十夜」 

○古文 『徒然草』「亀山殿の御池に」「奥山に、猫またと 

いふものありて」、『伊勢物語』「芥川」「筒井筒」 

○漢文 『論語』「論語八章」 

○学習法 授業で扱ったプリントやリポートを中心に出題します。

２、３回解き直してくること。 

 

世界史Ｂ      教科書  P128～253 

          学習書  P83～175 

          リポート №７～１２ 

 リポートとＳ16までの授業プリントと授業内容を中心に出題しま

す。地図問題と１、２問の論述問題も出題します。また、以下に指定

したリポートの大問はとくに重要視して出題しますが、当然他の大

問からも出題するので注意すること。他科目より量が多いので計画

的に学習すること。また、４年次生は、最後の授業に出席することが

できないため、１２回目の内容は含まれません。 

 指定リポート７－Ⅲ、８－Ⅲ、９－Ⅲ、１０－Ⅲ、１１－Ⅳ、１２

－Ⅱ 

 

数学Ａ       教科書 P44～65、78～82 

学習書 Ｐ32～53、 66～71 

リポート№４～６ 

リポート内容を中心に出題しますので、３枚のリポートを何回も

復習してください。分からない問題についてはスクーリングプリン

トや教科書・学習書で復習すること。図形では様々な定理を利用し、

辺の長さや角度の大きさを求めることが出来るように繰り返し問題

を解いて対策しましょう。 

 

数学Ⅱ(1)旧       教科書  P53～65、P78～87 

学習書  P40～49、P58～67  

リポート No.４～６ 

リポートの内容・問題を中心に出題します。直線の方程式、円の中

心や半径を求めるための式変形、三角関数の値の求め方などを復習

してください。スクーリングプリントやリポートを中心に何回も問

題を解いて学習し、試験に臨みましょう。 

 

物理基礎        教科書  P96～151 

学習書   P80～132 

リポート 第４回～第６回 

 リポートを復習してください。リポートと少し値や言葉を変えて

出題する場合もありますので、解き方が身につくように勉強をして

きてください。 

 

生物基礎       教科書  P80～95、P98～125 

P134～136 

学習書  P62～97 

リポート 第４回～第６回 

リポートを中心に、スクーリングS10、11、12、14、15の内容で出

題します。リポートとスクーリングで配付したプリントをよく復習

してテストに備えてください。 

 

 

 

 

 

体育２  実技試験のみ実施 

試験の内容は、バスケットボール、卓球、バドミントンの選択し

ている種目ごとに分かれ、種目ごとに２～３の技術試験を行います。

スクーリングの体育を通して試験内容は発表されます。  

実技試験の時も授業同様、内履き（運動用）、運動着上下を忘れ

ないように。忘れ物がある、または服装が良くなければ試験を受ける

ことはできません。 

 

音楽Ⅰ          教科書・学習書 リポートの参照部分 

リポート    No.４～No.６ 

Ｓプリント  No.５～７ 

主にリポートから出題します。丸暗記ではなく内容を理解した上

で解き直し、しっかり覚えてきて下さい。 

 

コミュニケーション英語Ⅰ  

教科書 P53 ～95、Reading １ 文法のまとめ2,3 

    Lesson ６ ～ Lesson 10 

学習書 P57～109   Lesson６ ～ Lesson 10 

リポートNo. ５～９  

主にリポートと教科書の本文から出題します。英単語や英文理解

のため、リポート、教科書、学習書を用いて繰り返し復習しましょう。 

 

家庭総合(1)２年   教科書 P130～181、184～219 
学習書 P90～110、126～142 
リポート No.３～４ 

 リポート・スクーリングで使用したプリントから出題します。用語

やその意味を理解し正確に記入できるように学習してください。 

 

３修倫理            教科書  P105～218   

学習書  P74 ～168  

リポート  No.４～６ 

リポート・スクーリングプリントの内容を中心に出題します。問題

を繰り返し解いてきてください。 

 

３修地学基礎     教科書  P6～33、110～145 

学習書  P8～29、81～106 

リポート 第４回～第６回 

 リポートを復習してください。語句は漢字の間違いがないよう、

正しく復習してきてください。また、語句の暗記に終始するのではな

く、教科書・学習書をよく読んで内容を理解するようにしましょう。 

 

３修体育４       実技試験のみ実施 

実技試験の内容は、サッカーの２～３の技術で試験を行います。

スクーリングの体育を通して試験内容は発表されます。 

 実技試験の時も授業同様、内履き（運動用）、運動着上下を忘れな

いように。忘れ物がある、または服装が良くなければ試験を受けるこ

とはできません。 

 

３修数学Ⅱ(2)     教科書 P137～154 

学習書 P104～116 

リポート No.4～6 

 テスト対策の最も力を入れるポイントはリポートの復習です。増 

減表と３次関数のグラフ、不定積分と定積分の計算がメインになり 

ます。積分をマスターするためにはまずは“微分の計算がしっかりと 

できること”が重要です。 
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３年次科目 
現代文Ｂ  教科書「そこにひとつの席が」「食と想像力」「経験の教え

について」 「山月記」③～⑥段落：漢詩は含まない  

学習書 上記教材の解説部分  

リポート ６～９回 

学習法 リポートを中心に出題する。教科書の本文／学習書の説明・ 

板書(ノート)の説明・学習プリント（スタディがいど）等をよく読み、 

もう一度リポートの設問を学習すること。単位修得まであと一歩、が 

んばろう。 

 

地理Ｂ     教科書  P201～323 

学習書  P106～196 

リポート No.7～12 

リポートとスクーリングワークシートから出題します。語句の意

味をつかみ、地図、グラフなどの内容や基本的な地名とその場所にも

注意しましょう。 

 

数学Ⅱ(2)        教科書   P137～154 

学習書   P104～116 

リポート No.4～6 

 テスト対策の最も力を入れるポイントはリポートの復習です。不 

定積分と定積分の計算がメインになります。積分をマスターするた 

めには、まずは“微分の計算がしっかりとできること”が重要です。 

第４回リポートの中の計算問題は特に復習しておきましょう。 

 

体育３     （２単位）実技試験のみ実施 

（３単位）実技試験のみ実施 

試験の内容は、バスケットボール、卓球、バドミントンの選択している種

目ごとに分かれ、種目ごとに２～３の技術試験を行います。スクーリングの体

育を通して試験内容は発表されます。 

 実技試験の時も授業同様、内履き（運動用）、運動着上下を忘れないように。

忘れ物がある、または服装が良くなければ試験を受けることはできません。 

 

書道Ⅰ  

 実技試験のみ実施します。（試験開始の5分前に書道室で準備を

完了してください。） 

教科書を含む書道用具一式を必ず持参してください。練習

用の半紙、墨液も不足していないか確認し、準備してきてくださ

い。忘れ物があると試験は受けられません。用具の貸し借りもでき

ません。じっくり練習してきてください。 

   【課題１】 P40 蘭亭序『蘭亭』 

   【課題２】 P52 乙瑛碑『稽首』 

 

コミュニケーション英語Ⅱ（１） 教科書 Lesson４～Reading１ 

学習書 Lesson４～Reading１ 

リポート No.４～６ 

主にリポートから出題します。リポートを暗記するくらい、繰り返

し学習してください。No.６のリポートはテスト勉強ができるように

提出期限より早く提出するようにしましょう。 

 

家庭総合(1)３年     教科書 P130～181、184～219 
学習書 P90～110、126～142 
リポート No.３～４ 

 リポート・スクーリングで使用したプリントから出題します。用

語やその意味を理解し正確に記入できるように学習してください。 

 

簿記(1)         教科書 P57～76 

         学習書 P35～41 

リポート No.3～4 

※リポート(主に 4 回目)とスクーリングの内容から出題します。特

に、スクーリングでやった内容を重点的に出題しますので復習して

おくこと。また、試験当日は電卓を持参するように。貸し出しは行い

ません。なお、携帯電話等の電卓機能の使用は認めません。使用した

場合はカンニングと見なします。 

 

情報処理           教科書 P92～113、176～181 

リポート No.3~４ 

※筆記試験のみ実施。リポート(主に 4 回目)とスクーリングの内容

から出題します。特に、スクーリングで学習した関数等を復習してお

くように。 

 

３修国語表現    

教科書 「原稿用紙の使い方、作文」「手紙」「電話とメモ」 

      「プレゼンテーション」 

リポート６～９ 

学習書 上記教材の解説部分 

リポートを中心に出題します。教科書、学習書、学習プリントをよ

く読んで、リポートは解き直してくること。       

 

古典Ｂ  リポート№６～９ 

○古文  『源氏物語』「光る君の誕生」 

○漢文  『不思議な世界』「新死鬼」 

『項羽と劉邦』「鴻門之会」「四面楚歌」 

○学習法 授業で扱ったプリントとリポートを中心に出題し

ます。２、３回解き直してくること。 

 

３修数学Ｂ     教科書 P42～70 

リポートNo.６～９ 

スクーリングで取り上げた教科書の問題とリポートの内容を中心

に出題します。ベクトルの作図、大きさ、成分の計算、内積について

スクーリングプリントを中心に復習して下さい。 

 

３修音楽Ⅱ       リポート：No.４～No.６ 

教科書・学習書：リポートの参照部分 

Ｓプリント：No.４～６ 

主にリポートから出題します。丸暗記ではなく内容を理解した上

で解き直し、しっかり覚えてきて下さい。 

 

３修コミュニケーション英語Ⅱ(2) 

  教科書   Lesson９、１０とReading2(Olivia) 

学習書   Lesson９、１０とReading2(Olivia) 

リポート No.４～６ 

主にリポートから出題します。教科書の本文とリポートを暗記す

るくらい、繰り返し学習してください。 

 

３修英語表現Ⅰ          

教科書  P55～P92 Lesson １１～１８ 

学習書   P57～P92  

リポート  No.４～６ 

教科書・学習書・リポートから出題します。リポート３枚と教科

書・学習書各LessonのTarget、Focus、Exercisesを中心に、繰り返

し学習してください。 
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４年次科目 

国語表現  教科書 「原稿用紙の使い方、作文」「手紙」 

「電話とメモ」「プレゼンテーション」 

リポート ６～９ 

学習書  上記教材の解説部分 

学習法 リポートを中心に出題します。教科書、学習書、

学習プリントをよく読んで、リポートは解き直してくること。  

 

古典Ｂ  リポート№６～９ 

○古文 『源氏物語』「光る君の誕生」 

○漢文 『不思議な世界』「新死鬼」、 

『項羽と劉邦』「鴻門之会」「四面楚歌」 

○学習法 授業で扱ったプリントとリポートを中心に出 

  題します。２、３回解き直してくること。 

 

数学Ｂ         教科書 P42～70 

リポートNo.６～９ 

スクーリングで取り上げた教科書の問題とリポートの内容

を中心に出題します。ベクトルの作図、大きさ、成分の計算、

内積についてスクーリングプリントを中心に復習して下さい。 

 

倫理       教科書  P105～218   

学習書  P74 ～168  

リポート  No.4～6 

リポート・スクーリングプリントの内容を中心に出題しま

す。リポートをよく復習し、日本・西洋の近現代思想に出て

くる人物、基本用語とその意味を覚えておきましょう。 

 

地学基礎     教科書 P6～33、110～145 

学習書 P8～29、81～106 

リポート 第４回～第６回 

リポートを中心に出題します。教科書、学習書、スクーリ

ングで配付したプリントをよく読み、復習しておきましょう。 

   

体育４      （２単位）実技試験のみ実施 

（３単位）実技試験のみ実施 

バスケットボール、卓球、バドミントンの選択している種

目ごとに２～３の技術試験を行います。スクーリングの体育

を通して試験内容は発表されます。 

 実技試験の時も授業同様、内履き（運動用）、運動着上下

を忘れないように。忘れ物がある、または服装が良くなけれ

ば試験を受けることはできません。 

 

音楽Ⅱ      リポート：No.４～No.６ 

教科書・学習書：リポートの参照部分 

Ｓプリント：No.４～６ 

主にリポートから出題します。丸暗記ではなく内容を理解

した上で解き直し、しっかり覚えてきて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書道Ⅱ 

 実技試験のみ実施します。（試験開始の5分前に書道室で

準備を完了してください。） 

 教科書を含む書道用具一式を必ず持参してください。練習

用の半紙、墨液も不足していないか確認し、準備してきてく

ださい。忘れ物があると試験は受けられません。用具の貸し

借りもできません。じっくり練習してきてください。 

    【課題１】 P5  『道 （徳川家康のことば）』 

           P19  賢愚経『我』 

 

コミュニケーション英語Ⅱ(2)  

教科書 Lesson９、１０とReading2(Olivia)  

学習書  Lesson９、１０とReading2(Olivia) 

リポート  No.４～６ 

主にリポートから出題します。リポート３枚と教科書の本

文とリポートを暗記するくらい、繰り返し学習してください。 

 

 

英語表現Ⅰ     教科書  P55～P92 Lesson11～18  

学習書  P57～P92  

リポート  No.４～６ 

教科書・学習書・リポートから出題します。リポート３枚

と教科書・学習書各LessonのTarget、Focus、Exercisesを

中心に、繰り返し学習してください。 

 

 

簿記(2)       教科書 P168～194 

        学習書 P72～79 

リポート No.3～4 

 

※リポートとスクーリングの内容から出題します。特に、ス

クーリングでやった内容を重点的に出題しますので復習して

おくこと。また、試験当日は電卓を持参するように。貸し出

しは行いません。なお、携帯電話等の電卓機能の使用は認め

ません。使用した場合はカンニングと見なします。 

 

家庭総合(2)     教科書  P72～99  

学習書  P46～66 

リポート No.３～４ 

リポート・スクーリングで使用したプリントを中心に出題

します。高齢社会、社会保障、共生社会、各分野の用語やそ

の意味を理解して正確に記入できるように学習してきて下さ

い。 
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――――――――――― ◆◇◆ 貴重品は自分で管理しましょう。◆◇◆ ――――――――――― 

清掃ボランティア活動を行いました

 １１月１２日（木）に本校周辺の清掃ボランティ

ア活動を行いました。３２名の生徒が「仲間と協力

し、清掃活動に取り組むことによってボランティア

精神の醸成を図る」ことを目的に参加してくれまし

た。５班に分かれて、アゴラ広場やエリアなかいち、

広小路、仲小路など、広い範囲にわたってゴミ拾い

をしました。参加した生徒からは、「空き缶やたばこ

の吸い殻などが多かったです。私たちの意識次第で

街のゴミは減らせると思います。」という意見があり

ました。来年度は１人でも多くの生徒が参加してく

れることを期待しています。 

ふるさとの元気な企業を知る 

 １１月１日（日）に１・２年生を対象とした

「ふるさと企業紹介事業」を行いました。本校

就職支援員の高橋明彦先生から秋田県の代表的

な企業やこれからの活躍が見込まれる職種につ

いて、スライドを交えながら紹介がありました。

参加した生徒からは、「県内企業について詳しく

知ることができた。興味深い職種が自分の身近

にあり、もっと仕事内容を知りたいと思った。」

という感想がありました。 

本校では「在校生のための進路講座」や卒年

次対象の「就職準備学習会」など各種ワークショップを開催し、皆さんが自信をもって就職、進学試験を

乗り越えられるように手厚くサポートしています。ぜひ積極的に参加し、自分自身の可能性を広げていき

ましょう。 

今後の予定 

12 月 17 日(木) Ｍ15 

  18 日(金) 11/1(S12)、11/15(S13)分リポート有効期限（16:00厳守） 

  24 日(木) 11/29(S14)分リポート提出期限(17:00 厳守) 

1 月 7 日(木) 11/29(S14)分リポート有効期限(16:00 厳守) 

   ９日(土) ４年Ｔ１、３修３年Ｔ１ 

  １０日(日) Ｓ１６、３修３年土曜科目Ｔ 

  ２３日(土) ４年Ｔ２、３修Ｔ(２、３年次) 

  ２４日(日) 後期Ｔ１、横手高校Ｔ 

２月 ７日(日) 後期Ｔ２、表彰式・卒業生を送る会 

卒業式予行 

３月 １日(月) 卒業式(秋田市文化会館) 

 １４日(日) 終業式・受講登録・身体測定など 

 卒年次のみなさんへ 

リポートの有効期限が 

１月７日(木)の科目で、 

１月９日(土)、１月１０日

(日)に後期試験が行われ

る科目があります。有効期

限に提出されたリポートは、

先生方がすぐに添削し、返

送しても後期試験に間に合

いませんので、１２月２４日

まで提出してください。 

（8） 


