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翠萌＝‑‑口、

第50回校内生活体験発表会実施要項
〃

今

ザ

1

A4 .".画も

人には､それぞれのドラマがあります。

それを語ってみませんか？じっくり耳を傾けてみませんか？
■日時

日(B)
7月19B(B)

[Y4]

（7限LT時に実施15:40〜16:30)
実施15:40〜16:30）
■会場

館※検討中
※体育館※検討中

■特活時数1時間
■発表者

2〜3名程度
i程度

■審査員

呂(教頭､各学年1名）
職員5名(教頭季各学年1名）
生徒5名(各学年･執行部各1名）
i(各学年･執行部各1名）

■運営および会場準備
鳶

生徒会執行部

■表彰および選考
発表者全員を表彰し､その中から中部地区大会・
し､その中から中部地区大会・
県定通大会への代表を選考する｡選考人数は2名程

を選考する｡選考人数は2名程

度とする。
■発表規程
ノ

＊*****プログラム*****＊

寧

開会宣言

司

会

挨

校

長

審査員紹介

司

会

大会諸注意

生徒会顧問

発

表

発表者

表

彰

同窓会代表

講

評

教

拶

閉会挨拶

頭

生徒会代表

■備考
ア発表者には賞品･表彰状を授与する。

（6〜7分）
分）

イ発表者の原稿は校誌｢旭陵｣に掲載する。

6分(予鈴､カネ1打)、
く1打)、

ウ各大会への派遣費は生徒会費で負担す

7分(カネ2打)､8分(カネ連打)。
8分(カネ連打)。

る。

注)時間の過不足の場合は､減点の対象とする。
の場合は､減点の対象とする。
■審査基準

・9月中旬中部地区大会
・10月上旬愛知県大会

100点満点(内容=60点､方法=40点)で採点し､上

◎発表希望者は各クラス担任ま

位入賞者を決定する。

拳
写真は､昨年の発表の様子

蕊簔捌
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鞠謎識鐸鐸噸轆轤鞠蕊織域璽愈織嘘
旭陵高校Webページのお知らせ

−「教科の窓」 「Web版月報」 「Web版HR伝達」−

鍛蕊罎聴蕊竈螂轤薙箪蕊鍛轤鍛驚調鰄霞§識雲灘
教務課

本校生徒の皆さんの自宅での学習を支援するため、Web版「教科の窓」を作成していま
す。まだ試行の段階のため、一部の教科・科目に限られますが、利用してみてください。
旭陵高校ホームページの「在校生向」のトップページから「旭陵高生の窓」へ入り、 「教
科の窓」をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力を要求する画面（下図）があ
らわれます。要求にしたがって、下記のユーザー名とパスワードを入力し、OKボタンを押

せば、 「教科の窓」のページに進むことができます。なお、今後パスワードを変更する場合
は、 「HR伝達」に掲載します。

また、月報、HR伝達、および、生徒便覧のWeb版をWebページで閲覧できます。ただ
し、Webページでは一部の記事が省略されることがありますから、印刷版も必ず読むよう
にしてください。閲覧する場合は、 「旭陵高生の窓」の「Web版・月報｣、 「Web版・HR伝
達｣、 「Web版・生徒便覧｣、などをクリックしてください。

User‑rUarneと門SSWO『制 をメーカして一Fさい
Usernarne<ID)

＃

PasshA心rcl

I

』

ＯＯ

ｊｊ

畑畑

は、

町Ｍ

(Username)
(Password)

ｒｒ

ーー

名ド

ザワ

ース
ユパ

令

足晶召晶３６通２

C萄両唾這I

は、

クリックしてください
■生徒便覧

■年間計画

！■教育課程

■時間割

園講師番号

■科目紹介

■校歌

"IAbb版･月報

瀬1A蛤b版･HR伝達

■教科の窓(要パスワード)!■学習ﾘﾝｸ集
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総§診継幟鑑･渕職維総ｼ斜》職載1幡糾》蝋継織糾

〃〃K教育番組視聴のすすめ
−3総純幟鱗･;錨紳●蕊ｼ鱗･》蝿撫幟象‑；総拳灘嘘う鵜
〃〃バラジオ第2放送とEテレ(教育テレビ）では、〃〃だ高校講座が放送されています。
〃〃だ高校講座は通信制高校で学ぶ通信教育生の皆さんの自宅での「自学自習jを支援するため
に放送されている番組です。おおいに活用して、 日常の学習に役立ててください。教科書・学習書だ
けではわかりにくい内容も、ラジオ・テレビを利用して学習すれば、新鮮な気持ちで学習に取り組め
るかもしれません。

今年度の番組時刻表は、『生徒便覧』22ページに掲載してあります6ただし、夏期・冬期・春期は
特別編成で集中的に放送されるため、通常の放送時間が変更されます。この他に、〃〃K高校講座

ライブラリーとして半年遅れでの再放送もあります。夏期・冬期・春期の特別編成や再放送の放送予
定は､}〃〃尺高校講座のホームページで調べてください。アドレスは「www.nhk.or.jp/kokokoza/」
です。旭陵高校ホームページ（トップページ）にも、〃〃K高校講座のホームページヘのリンクが
設置してあります。

〃〃だ高校講座のホームページには、科目別の放送計画表や番組の予習・復習ができるページも

用意されています。また、ラジオ・テレビで放送済みの番組は、インターネット放送でも視聴できる
ようになっています。〃〃K高校講座のホームページから、各科目のページへ進むリンクをクリッ
クしてみてください。

なお全部の科目ではありませんが一部の科目では、〃〃だ高校講座の番組を視聴して「視聴記録」
を提出すれば面接指導の出席時数の補充ができる場合があります。放送番組60分以上の視聴で1時

間の補充として計算します。例えば30分番組なら2番組、20分番組なら3番組の視聴で1,時間の
補充として計算します。 「視聴記録」を提出するには、事前にそれぞれの科目の担当者の指導を受け
ることが必要です。詳しいことは、『生徒便覧』 25ページと29ページに説明してあります。面接指
導にあまり出席することができない事情がある人は、早めに準備し計画的に番組を視聴して「視聴記
録」を提出しましょう。

「視聴記録」の提出締切日は1月6日(水)泌着]です。

〃〃尺高校講座のホームページ:www.nhk.orjp/kokokoza/
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図書館からのインフォメーション
ちょっと見は狭くて本も少なそうな図書館ですが、それでも椅子は40脚、本も1万冊以上あり、
通信制の高校としては、充実した立派な図書館です。
利用できるのは、X･Y･ zの面接指導日の午前9時00分から午後4時0O分まで。昼休み中も
利用できます。レポート作成のための学習や読書など、おおいに活用してください。ただし、おし

ゃべりのための入室はお断りします。携帯電話をかけることも論外です。かかってきた時でも退室
してから話をしてください。 （図書館の利用方法について詳しいことは、生徒便覧56〜58ページ
を参照してください｡）
図書館をよく利用している人は御存知でしょうが、あまりなじみのない方向けに、雑誌コーナー
(入口右棚)の紹介をします。雑誌は16種類です。貸出はできません。
■蛍雪時代

主として大学進学の情報誌です。 「蛍の
光・窓の雪」の誌名が伝統を感じさせま
す。
■NHKラジオ英会話
■NHK英会話タイムトライアル
英会話の学習にぜひ役立ててください。
■プレジデント

複雑化する経済環境のなかで、理解不
能なこと・経験則が通用しないことが増
えています。経済…経営･ ･F管理などにつ
いて視野を広げてくれる総合経済誌です。
■日本カメラ
一眼レフカメラ、インスタントカメラ

からデジタルカメラまで情報満載。プロ
の写真･テクニックが参考になります。
■Newton

科学誌の老舗であり、総合科学雑誌の
パイオニア的存在です。科学愛好家にと
っては興味深い最新情報が毎号満載です。
■ダ・ヴインチ
若い人向けの新刊本の紹介が充実して

おり、コラムや話題本の記事も豊富です。
■サライ

くつろいだ気分で、様々な分野の趣味
の世界に浸ることのできる一冊です。
■きょうの料理
毎日の食事づくりを応援してくれる、
よきアドバイザーです。
■きようの健康
「心と体、すこやかに」をテーマに、健
康を守るための頼もしいパートナーです。

■すてきにハンドメイド

手づくりが見直されています。洋和裁、小物づ

くり、おしゃれな生活づくりに。
■暮らしの手帖
「広告を一切載せない」ポリシーのある
生活誌。充実した内容がお勧めです。
■BE‑PAL

野外生活愛好家にとっては必携のアウ
トドア情報誌です。インドア派を自認し
ておられる方もぜひ御覧ください。新し
い世界を発見することが出来るかもしれ
ません。
■グッズ・プレス

・生活必需品や各種娯楽用品はもちろん
のこと、ジャンルを問わずあらゆる商品
を紹介している総合物品購入参考誌です。
見ているだけでも楽しくなります。
■芸術新潮

あらゆるジャンルの芸術を取り上げ、
わかりやすく紹介しています。
■キネマ旬報
老舗の映画評論誌。映画を普段あまり観な
い人も、ぜひ一度手にとってみてください。
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旭陵高校LINE公式アカウントによる質問の受付について

旭陵高校LINE公式アカウントを開設しました。
ID:@bpcl952w
霧雷謬議蕊灘蕊灘鍵鍾
■二㎡

︾雲

友達追加用

ふ

QRコード

鐸

:顛童

蕊

雛

■

一

ー

以下の注意事項を理解した上で，活用をしてください。

①LINE@によるメッセージの受信は、即時には応答できない場合があります。
■

争

緊急の場合には、電話で連絡してください。

②教科（科目）に関する質問をする際には， 「学年・組」 「生徒番号」 「氏名」 「科目
名」 「講師番号」を明記してください。

③LINEで送信された質問であっても、回答は、LINE@でなく郵便または電
話での返信になる場合があります。

④レポート課題の内容についての質問は、生徒便覧5ページ「Q&A①」を読んで
から質問してください。

⑤LINE@による質問の方法は、これまでの郵便．電話による方法に加えて、新
たに試行として実施するものです｡予告なく運用を停止・中止することがあります。

i
I

0−口

「平日面接指導」申込書の提出締切日は、 6月9日 （火） 【必着】です。
『生徒便覧』30ページを参照してください。

■pq■､−−−−

■．−1■，口

｜

｡・‑−−．．−−−−−．．−−＝■一画−−．−−−−口．−．．口．．．‑−−−−．．−−．．‑−一一一一一一一．．−−−ロロー．D‑．．−−．．−−．，−−．．−．．−．、−−−−−面一一．．．■−−』
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鍵謬感雰

メールでの教科の質問について

海

教務課

趨鋒驚麺蕊猟溌鱗や鈴鑓隷篭癖蕊霧蝿辱好：
本校では現在、教科の内容についてメールで質問を受けつける試行をしています。生徒の皆さんは、教科
の内容について質問があるとき､郵便のほか下記のメールアドレスあてにメールでも質問することができます。
教科の内容についての質問をメールで送信するときは、学年・組、生徒番号、氏名（フルネーム)、科目名
（例えば「数学I｣などでは「I」まで）を文頭に明示してください。学年・組、生徒番号、氏名、科目名が
明示されていないメールには応答いたしません。

本校では現在のところ一部のパソコンしかインターネットに接続していないため、受信したメールは、情報

係の担当者が、まとめて紙面に印刷して教科担当者のもとに配達します。教科担当者から皆さんへの回答は、
メールではなく郵便（または電話）で回答する場合があります。緊急の用件の場合は、メールではなく電話で
質問してください。

【各教科のメールアドレス】

○国語科 0@b'okuryo.cdjp
○地理歴史・公民科sha@kyoEuryo.edjP
○数学科su@lq'okuryo･edjp
O理科rika@Iq'okulyQedjp

○保健体育科ta@b/okulyo.edjP

【メールの形式】

＜件名＞数学I質問
く内容＞
数学I

1年A組、 31001、旭陵太郎
質問内容

．．･ ･･･−．…･ ･ ･ ･

○芸術科ge@lWokuryo.edjp
○外国語科ga@1q'okuryo.edjp
O家庭科ka@bokuIyo.edjp

議謡灘寒雲蜜蕊蕊蕊癖篝雪壁艫霊

○商業科sho@b'okuryo.edjp
○情報科jo@19'okuryo.edjp
○総合的な探究の時間so@kyoku'yo.edjp

事務室からのお願い学割について
1乗車運賃の割引は、面接指導の日に事務室へ袈蔑認昊卿惑婆轟、その日の午後2時以降
4時までに取りに来て下さい。
（午後提出されたものは当日中の発行とならない場合があります｡）
2

割引証によって買い求めた割引乗車券を使用する時は、所定の身分証明書を携帯してくだ

さい。また、身分証明書は係員の請求があるときは提示しなければなりません。
3．旅行用の旅客運賃割引証については、ホームルーム担任の承認をうけた上で、交付願を事
務室へ提出してください。用紙は事務室にあります。
4．通学用の割引回数券は購入できる駅が限定されています。
名鉄・ ・ ・大曽根、金山、名古屋、上飯田、 日進

JR･ ･ ･大曽根、金山、名古屋
近鉄・ ・ ・名古屋、蟹江、桑名など
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令和2年度生徒会年間計画
月

内

委員会等

日

生徒総会について
予算案・決算案について
正副議長選出、選挙管理委員・会計監査委員選出

代議曼会

‑5÷壬e一目

r

I

前期生徒総会にむけて

5月31日

代議員会

6月

生徒総会

7日

生徒会会計（予算案・決算案）について

予算案・決算案について、年間行事について
生徒会執行委員会役員選挙

執行委員会

6月21日

生活体験発表会について、学校祭について
ーーー■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一−一一一一一一一＝＝一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一■■■一一一一一一一一一一一

学校祭実行委員会

学校祭実施要項について

執行委員会
6月28日

一一一一■■ｰｰ一一一一一

発表会について、学校祭について
一一＝一−一一一ｰ一一一一一一一一一一一一一−−−−−一一一一一一一＝一一一一一一一一一一一一

一一ー一一

学校祭説明会
7月12日

容

｜

執行委員会

学校祭発表・展示への参加申込書配付
｜生活体験発表会について、学校祭について

執行委員会

学校祭について

7月19日

一一一一一‑一一一一一一−一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

校内生活体驍発表会
夏季休業中

学校祭について

10月11日

執行委員会

学校祭・東海四県交歓会について

10月18日

執行委員会

学校祭・東海四県交歓会について

東海皿県交歓会

10月25日
11月

1日

執行委員会

11月

8日

執行委員会

東海四県交歓会反省・学校祭準備
学校祭準備

学校祭

11月15日

11月22日

執行委員会

学校祭反省について

11月29日

執行委員会

｜来年度の行事について

12月13日

執行委員会

12月20日

執行委員会

毎

眉

︾

§

露

本年度の反省及び来年度の執行部役員について
l卒業式及び次年度当初の日程等について
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スクールカウンセラー来校のお知ら廿
肇幾戎"も驚奄･壁舞診ﾀ溌鐘蕊#'診 霊･難襲婁雷謬 ,舞慰熱鐸亀澆聖堪'24鰯篭轄熱鞍誇慰難奪溌溌
スクールカウンセラーの松岡です。今年度もよろしくお願いいたします。
みなさん、将来のこと、友達のこと、勉強のこと、性格のこと、身体のこと、
家族のこと、恋愛のことなど、いろいろな悩みをもつかもしれません。また、な
んとなく不安になったり、心がモヤモヤ、イライラするときもあります。もしも、

どうしよう困ったなあ、誰かに話を聞いてほしいなあということがあったら、相
談室に来てくださいね。上手く伝えなきやと気にしなくても大丈夫です。ゆっく
りとお話していくなかで、自分の考えが整理できたり、自分のことを再発見した
りすることがありますよ。

相談室では、安心して学校生活を送ることができるようにお手伝いします。保
護者の方からのご相談も応じております。どうぞお気軽にご利用ください。
(スクールカウンセラー松岡）

【本年度の来校予定】
ダ… ……"………？…"…〆"…？…､
§

； 】 '零

間

脾

9（最終カウンセリング開始時間14：
: 00 15 2 00

00）

? ：妻佼予篁ﾛ旭陵校舎3階化側ゞs教臺隣，
6／9 （火）

6／23 （火）

：

7／7 （火）

7／21 （火）

爵

8／25 （火）

潮

：

4

9／16

§

（水）

9／30 （水）

；

彫l制l暁剰

；
§

12／9 （水）
1／13（水）

§

2／17 （水）

1／27 （水）

や

※網掛けの日は時間短縮です
毒かＨ睡引邪

14: 00で終了となります

※注本年度日程については、途中、追加や変更があります
月報・HR伝達にて随時お知らせします。
4予約方法

生徒指導課・教育相談係の加藤修・松野．

．

"癖癖､…"患購臘,灘驚懸斯熟≦雪礎
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総ｼN｡

事務室からのお願い
令糊維椴鮒幡糠*慾鮒●翰紳妙紺@鋤無j蝿頓。

■返信用封筒には 15円分の切手を必ず貼ってくだ

【レポートの提出について】

皇k』｡切手が貼ってない場合には、学校に差し戻さ
れてしまいます。切手は重ねて貼らない、セロテー

■レポ−1､提出の際、講師番号を書いていな

プで貼らないよう.にしてください。

い人、まちがえている人がいます。

必ず正確な講師番号を書いて下さい。講師

■返信用封筒にも、郵便番号を記入してください。

番号が誤っている場合は、返送の遅れやレポ

郵便局では機械で読みとるため､郵便番号がないと、

ート自体の紛失事故につながることもありま

返送が遅れます。

すので、注意してください。

＊レポートは提出期限後3週間
ﾛ

をメドに返送します。

■レポート提出用封筒の科目柵が無記入であ
ったり、正確でない場合があります。
例えば単に「数学」と記入してあると、数
学の4科目のうちどの科目か判別できません。
正確に「数学I」、 「数学A｣、 「数学Ⅱ」、 −･ ･ ･
･…のように記入してください。

科目名｜

師番号は

は正確

正確に

C

征野＄恥中原β騨隼滋歩渦

藍ヨ 両器1着箸箭型

．

．好臘麓泓.

・ も

陣測n‑'理頚
F

1

い。

