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以下に挙げることを必ず実行・確認してください

１ 全てのレポートを提出しているか。

学習進度表を参照。提出したつもりでも、机やカバンの中に残っている

ことがあります。十分に確認してください。

２ 返却されたレポートはすべて開封してあるか、全て評価がついているか。

「再提出」や「提出と認めず」になっているのを見逃してないかを確認して

ください。

３ 必要面接時間数を満たしているか。

満たしていない場合は補充が必要です。視聴記録による補充は 12月20日（火）

必着です。科目によっては番組が終了する場合もありますので注意してくださ

い。（ 11 月 30 日に発送された学習進度表を参照。不明な点があれば大至急
教科担当の先生に問い合わせをすること。）

※なおレポート及び視聴記録は、学習内容が十分であり、合格基準に達してい

ることが必要です。達していない場合、提出期限が過ぎれば、最終的には

「提出と認めず」になりますので注意してください。

今までの努力が無にならないように、細心の注意を払ってください。

教務課からの諸注意

＜高認による単位認定申請・技能審査による単位認定申請の締切＞

便覧 p16・ 17 を読み、必要書類を１月 24 日（火）必着でＨＲ担任へ提出してくだ

さい。提出期限を過ぎると、申請できません。
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試 験 を 受 け る た め に
教務課

＊再試験を受験する場合の注意＊
再試験を受験すると、追試験のチャンスを失います。この場合、その科目の

単位修得がきわめて困難になることがあります。ですから、できるかぎり

X・Yの定期試験を受験するようにしてください。

レポートを全部提出する。
再提出になったレポートは、すぐに

提出期限 １２月 ６日（火） やって 提出しなおすこと。
（既に締切を過ぎています） 再提出レポートの提出期限は

（１通でも提出されないものがあると １２月２０日（火）です。
その科目は受験できません。）

レポート提出 やむを得ない理由で定期試験を受けられない場合
ＯＫ

定期試験 再試験

X試験 １月 ８日（日）
「再試験連絡票」を２月１日に

Y試験 １月 ２２日（日） 定期試験の未受験者に郵送します。

受験科目は 12月 22日に発送される X試験・Y試験の再試験
受験カードで必ず確認すること。

２月 １２日（日）
受験資格のない科目は書いてあり １科目 30分、80点満点で実施。
ません。

〈受験上の注意〉

１２月２２日に各自宛に発送される受験カードを確認して下さい。カード

に示された受験科目を、指定された教室で受験すること。

指定外の時間や教室で受験した場合は無効になりますので十分に注意する

こと。
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音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、社会と情報、総合的な探究の時間は試験を実施しません。

教務課

後期試験受験当日の注意

後期試験を実施しない科目

◆受験教室について

受験カードで指定された受験教室で受験してく

ださい。不明な点があれば、至急ＨＲ担任に申し

出てください。

◆遅刻について

１限目（ 9:00～）→ 15分まで

２限目 以降 → 10分まで

は認められます。

（この時間になるとチャイムで知らせます）

◆途中退出は認められません

緊急の場合は監督の先生の指示をあおぐこと。

◆机と机の間をあける

◆身分証明書・受験カードを机上に置く

身分証明書がないと受験できません。

身分証明書を忘れた場合は至急担任に申し出、

当日のみ有効の臨時身分証明書を発行してもらう

こと。

◆机上には身分証明書・受験カード・筆記用具・

水分補給用の飲み物以外は置かない。

（筆入れ、メガネケースもしまう）

・携帯電話やスマートフォンは、時計・電卓の

代用としては認めません。

１ 必ず電源を切ってカバンにしまうこと。

２ 机の中には入れないこと。

◆不正行為はしない

不正行為を行った場合、その時の科目は学習

中断となり、単位はとれなくなります。

◆終了時

監督の先生の指示に従い、退室の許可がでる

までは、席を立たないこと。



2022年(令和４年）12月 18日 旭 陵 第 457号（5）

後期試験範囲と学習のポイント

します。古語の意味、主語、指示内容、現代語訳、

人物の心の動き、平安日記の文学史事項、作品につ

いての知識、読み、書き下し文（「ひらがなのみ」

の指示含む）、訓点、故事成語の意味、指示内容、

内容理解と具体的説明などを問います。教科書本文

を繰り返し読み、学習書・「学習の手引き」をたよ

りにレポートと面接指導の内容を中心に復習しまし

ょう。範囲を絞りました(レポート⑦⑨⑩⑫は範囲

外)。正確に答えられるよう万全の準備で臨むこと。

公共

【試験範囲】

レポート第４回～第６回

【出題のポイント】

第６回レポート返送の封筒に同封している

プリント「公共の後期 定期試験について」を

よく読んで学習しておきましょう。

歴史総合

○試験範囲

・レポート：後期分より第４～６回目

・教科書：p112～ p241

・資料集：p134～ p197

○出題のポイント（詳しくは、第６回の解答の

ありかの裏面を参照してください。）

レポートの復習をしっかりやってきてくださ

い。教科書の関連するところをよく読み、歴史の流

れをつかんでください。出題形式は前期と同様です。

現代の国語

【試験範囲】

・レポ－ト④「鍋洗いの日々」漢字の読み書き

・レポート⑤「美しさの発見」内容読解

・レポート⑥「不思議な拍手」内容読解

以上と関連する教科書・学習書・新国語便覧・

「授業プリント」等をよく復習してください。

教科書が出題の中心です。

言語文化

【試験範囲】

・レポート④漢文「漢詩」

・レポート⑤古文「芥川」

・レポート⑥現代文「羅生門」

以上と関連する教科書・学習書・新国語便覧・

「授業プリント」等をよく復習してください。

教科書が出題の中心です。

現代文Ｂ

レポート⑧⑨⑪⑫と、関連部分の教科書・学習書

を試験範囲とします。本文をしっかり読み、学習書

と解答例のプリントを参考にして、レポートの復習

をしましょう。

古典Ｂ

レポート⑧「平家物語 忠度の都落ち」、⑩「史

記 四面楚歌 時利あらず」に関連した教科書・学

習書・面接指導プリント・｢学習の手引き｣を範囲と

いよいよ 1月の後期試験を迎えます。今から準備を心がけて悔いのない学習をしましょう。試験
範囲、学習のポイントを教科の担当者に書いてもらいましたので、よく読んで準備をしましょう。
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数学Ⅰ

第５～９回レポートを試験範囲とします。z ８後

に郵送する「試験対策教材」を中心に、学習書や学

習サイト（動画）を活用して、試験対策に取り組ん

でみてください。

数学Ⅱ

第７～ 12 回レポートを試験範囲とします。レポ

ート内容をしっかり復習して、試験対策に取り組ん

でみてください。

数学Ａ

第５～９回レポートを試験範囲とします。レポー

ト内容をしっかり復習して、試験対策に取り組んで

みてください。

数学入門講座

第５～９回レポートを試験範囲とします。レポー

ト内容、教科書や学習サイト（動画）を活用して、

試験対策に取り組んでみてください。

物理基礎 【電卓持込可能です】

後期試験範囲は、報告課題の第５回～第８回です。

試験問題は、前期と同様の形式で出題します。電卓

の持ち込みは可能です。公式や法則は問題用紙に書

いてありませんので、しっかりと覚えておいて下さ

い。計算問題では、有効数字や単位に注意して答え

ましょう。また、定規類の持ち込みは不可ですので、

作図の問題が出た場合は、丁寧にフリーハンドにて

作図できるようにしておいてください。

化学基礎

後期の試験範囲は報告課題（レポート）５、６、

７、８の中から主に出題します。報告課題を復習し、

内容を理解したうえで試験に臨んでください。計算

問題も出す予定です。計算式の意味をきちんと理解

しましょう。

世界史Ｂ

※ 試験範囲 … レポート第７～９回

第 12回レポート返却時のプリントを参考

ヨーロッパ史の近代から、19 世紀の自由主義・

国民主義の時代までです。復習してください。

出題の形式は、前期試験と同様です。語句の意

味をしっかり理解して学習してきてください。

日本史Ｂ

（１） 出題の範囲

教科書 p.132～ p.330

レポート 第 6回～ 12回

（２） 出題のポイント

報告課題（レポート）の問題から、スクーリン

グで扱った事柄を中心に出題します。

後期の 7 回分の報告課題（レポート）をしっか

り見直すとともに、教科書で関連する部分を確認

しておいてください。空欄を丸暗記するのではな

く、歴史用語の意味をふまえて、歴史の枠組みや

文脈を捉えるようにしましょう。

第 12 回の「解答のありか」の裏面に「後期試験

にむけて」をのせますので、参考にしてください。

地理Ｂ

◎試験範囲 レポート：第 6回～ 12回

教科書： Ｐ．160～ 324

第 12 回のレポートの返送時に同封する「後期試

験にむけて」を参照してください。

政治・経済

○試験範囲；レポート第５回～第９回

○学習のポイント：レポートの内容から出題しま

す。レポートの復習に重点を置いてください。
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生物基礎

報告課題 No.５～８

報告課題を中心に出題をします。レポートの解

答欄を隠して、繰り返し問題を解いてください。

準備なしで合格することは極めて難しいので、十

分な対策をしてきてください。

地学基礎

教科書 Ｐ 109～ 225

報告課題 No.5～ 8

報告課題の内容をしっかり復習し、理解したう

えで、試験に臨んでください.

体育

レポート№ 3,4から出題します。レポートそのま

まの出題ではありませんので、よく理解しておい

てください。また、スポーツに関する時事問題も

あります。消しゴム、2B 以上の鉛筆２本を用意し

てください。

保 健

教科書 単元「生涯を通じる健康」～「健康を支

える環境づくり」。報告課題レポート№４～６。教

科書、レポートの内容についてしっかりと復習・

理解をしておいてください。また、保健･健康に関

する時事問題も出題します。なお、消しゴム、2B

以上の鉛筆２本を用意してください。

英語会話

教科書 Lesson ５～９とレポート No.５～９から

出題します。熟語や慣用表現などはしっかり覚え、

自分のことを英語で表現できるよう準備をしてく

ださい。リスニングテストは実施しません。

英語コミュニケーションⅠ

教科書 Lesson６～１０と、レポート No.５～９

の５枚から出題します。レポートの問題はすべて

解答できること。またレポートに出てくる単語の

意味・つづりはすべて覚えておいてください。

コミュニケーション英語Ⅱ

教科書 Lesson６～１０と、レポート No.７～ 12

の６枚から出題します。レポートを中心に出題し

ますので、何度も解いて練習してください。

英語入門講座

レポート No.５～９の５枚から出題します。レ

ポートを中心に出題しますので、何度も復習して

覚えてください。

家庭総合

レポート 7 回～ 12 回。レポートを中心に出題

します。教科書ｐ 130～ 253、学習書ｐ 90～ 161、

各分野(食・衣・住、生活設計)の基本的な事柄に

ついての理解をしておきましょう。

消費生活

レポ－ト 6回～ 9回。レポートを中心に出題し

ます。教科書ｐ 78 ～ 152、学習書のレポ－ト該

当部分と巻頭 14 を見直して、理解しておきま

しょう。

フードデザイン

○ 試験範囲 レポート第 7回～第 12回

教科書 口絵 3・4・7・8・12

教科書 P.40～ 84、127～ 251

○ 学習のポイント レポートの復習に重点を

置き、教科書はレポートと重複する部分を

復習し、理解を深めてください。
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ビジネス基礎

範囲は教科書P90～168、P172～P199、学習書

P41～98 、レポート5～9回までとします。

(1) まずはレポートの復習が大切です。

(2) 用語の読み書き・意味をしっかりと覚えてお

きましょう。学習書である青色の問題集で学習す

るとよいでしょう。

(3) 上記(1)(2)ができた人は、教科書の各章末に

ある確認問題を解いてみるとより練習になるでし

ょう。出題範囲に計算問題が含まれていますので

電卓を必ず持参してください。

ただし、携帯電話を電卓として使用することは

不正行為です。また試験中の生徒同士の電卓の貸

借は不正行為です。自分で準備してください。

経済活動と法

範囲は教科書P82～130、P201～249まで、レポー

ト５～９回までとします。

(1) 教科書をまず通して読みましょう。レポート

の復習が大切です。

(2) 用語が正しく読み書きできるように、また用

語の法律上の意味を理解しましょう。

(3)スクーリング時に配布している

「まとめプリント」をしっかり学習してください。

電卓等計算用具の持ち込みは不可です。

簿 記

範囲はレポート７～12回までとします。

(1)プリントとレポートを復習しましょう。

(2)計算問題、仕訳の問題も再度確認しましょう。

(3) 上記(1)(2)が充分復習できたら、精算表に

取り組みましょう。基本的な問題が中心です。

電卓を必ず持参してください。

社会と情報

後期は試験をおこないません。後期の成績は面

接指導および添削指導で実施した実習の成果を評

価して、60点分を前期試験の得点に加算します。

音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ

後期は試験をおこないません。

総合的な探究の時間

レポートだけで評価されます。前期と同様に、後

期も試験はありません。
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11月13日（日）第22回学校祭を行いました。当日は予想を上回る程たくさんの方にお越しいただき、とても

楽しんでいただけました。一部をご紹介します。

S棟では手芸部による「enjoy life」と題した手作り作品の展示・販売、美術部による「わっしょい 何でもア

リの展示会」と題した作品の展示や部誌の販売、書道部の「いろいろな書」の作品発表が行われました。

武道場では茶華道部による「季節の花を活ける」と題した花の展示、有志「お茶の会」による茶席「旭亭」、写真

部による「Transcend～写真の限界を超えて～写真展」の発表が行われ、じっくり鑑賞することができました。

ピロティでは生徒会執行部が準備したゲームコーナーが大盛況。有志のお手伝いの方々にもご協力いただき、盛

り上がりをみせていました。

小体育館ではバドミントン部の企画した「バドミントンをやってみよう！」が行われていて、来場者が途絶える

ことがありませんでした。雨天のためお邪魔した出張ゲームコーナー「ストラックアウト」もたいへん盛り上がって

いました。

旭丘校舎中庭にはキッチンカーが４台、学校祭を盛り上げるためにお越しいただき、おいしいスイーツや定番

の唐揚げ・ポテトなどを販売していただきました。格安ドリンクコーナーも大盛況。旭丘校舎１Ｆ多目的室（なご

み）を飲食スペースとして開放し、保護者会有志のみなさんが作成したペットボトルキャップアートの展示やイラ

イラ棒の体験、保護者会主催のバザーも大盛況でした。

今年度もスタンプラリーを開催し、各発表を回ってスタンプを集めながら発表を楽しむことができました。この

学校祭のスタンプラリーのために作っていただいた、有志の方による手作りスタンプでした。

今年度は全体会を午後のみ開催し、芸人ステージと旭陵ステージ、閉会式で各種表彰発表と内容盛りだくさん

でした。吉本興業より「侍スライス」さんにお越しいただき、大いに盛り上がりました。今売

り出し中の芸人さんです。今後の活躍に期待したいですね。旭陵ステージでは映像発表と

本人出演のハイブリッド形式。フルート、ギター、歌唱、ダンス等至極の発表が勢ぞろいし、

参加者を楽しませてくれました。みんなたくさん笑って、いい思い出の1ページになったか

と思います。

準備に携わってくださった方々、来校してくれた方々、本当にありがとうございました。

来年度もぜひ参加してくださいね。

第22回学校祭
無事開催！ご協力ありがとうございました♪
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今年度の東海四県交歓会は、三重県立北星高校の主催で開催されました。開催直前

まで現地開催を模索してきましたが、新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン

開催となりました。愛知・岐阜・三重・静岡の通信制高校の生徒・教員が集まり、生徒

会役員を中心とした全体会・交流会が開かれました。

交流会は３つの小グループに分かれ、各校の学校生活の違いをテーマにして行われま

した。はじめのうちは緊張やタブレット上での交流に戸惑いも見られましたが、ほどな

くして機器の操作にも慣れ、学校ごとの様子の違いに驚き話が盛り上がる場面もありま

した。去年に引き続きオンライン開催となりましたが、北星高校さんの準備のおかげで

スムーズに進行され、他校の通信制の様子を聞く貴重な交流の機会となりました。来年

度は三重県立松阪高校の主催での開催となります。

東海四県交歓会

来年度の部活動についてのお知らせ

■現在活動中の部活動は次のとおりです。

文化部：手芸、美術、茶華道、映画研究、写真、書道

運動部：陸上競技、テニス、サッカー、バドミントン、卓球、ソフトボール

※来年度もこの部活動の予定です

注意! ① 特別活動の時間数にはカウントされません ② 希望者のみの参加です

在校生も４月の手続きの時に部活動の登録をします。部活動にも積極的に参加しましょう。

来年度の新入生、転入生、編入生に対してアピールの機会を持ちたいという部がありま

したら顧問の先生に相談して下さい。
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【令和４年度第５２回卒業証書授与式】

卒業式は３月１９日(日)に

中電ホールで実施します

中電ホールの周辺図

総 務 課

1 日時 2 023 年 3 月 19 日（日） 9：3 0 ～ 1 1：30（全日程）
2 場所 中電ホール（名古屋市東区東新町 1番地・中部電力本店ビル 2階）

[下図参照 地下鉄「栄」⑤出口から]

3 備考

(1) 卒業式は中電ホールで実施します。
（2）在校生は出席できません。
(3) 当日は旭陵校舎・旭丘校舎を閉鎖します。校内に立ち入らないでください。
(4) 当日の日程及び諸注意は、後日「ＨＲ伝達」で連絡します。



 

令和５年度 旭陵高校 生徒募集のお知らせ 

  

本校の生徒募集要項が決まりました。お知り合いの方などで、本校での学習を希望する方がいらっし

ゃいましたら、紹介してあげてください。 

 

【募集要項】 

 通信制高校は、報告課題の添削指導など、通信教育による自宅学習を中心として、高校卒業資格が得

られる高校です。通信制高校の基本は、「自学自習(自分で自主的に学習すること)」ですので、自分の

ペースで学習を進め卒業を目指します。出校日数は、面接指導・学校行事・試験など、１年間に２０日

程度です。学習が順調に進めば４年間で卒業することができます。さらに年間の学習科目を増やせば、

３年間で卒業することも可能です。過去に在籍した高校で修得した単位や、高等学校卒業程度認定試

験(高認)の合格科目を、対応する科目の修得済み単位として生かし、卒業までの年数を短縮することが

できる場合もあります。 
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 新入生 転入生 編入生 

募集定員 合計で 400名程度 

選抜検査 面接・書類審査 
                             前期  書類審査           

後期  書類審査・学力検査     

応募資格 

・中学校卒業見込者 

・中学校卒業者 

（高等学校の単位を全く修得していない者） 

高等学校に在学中の者 

・高等学校を退学した者 

（高等学校の単位を１単位以上修得している者） 

・高認（旧大検）の科目に合格している者 

願書配布 

前期 

 

1/1１（水）～１３（金）、1７（火）～２１（土）、2３（月）    ※ 時間は 9:00～16:00 

                        転入生・編入生は１８（水）まで 

後期 

 

3/３（金）、７（火）～1０（金）、１３（月）～１７（金）      ※ 時間は 9:00～16:00 

                        転入生・編入生は 14(火)まで 

出願期日 

前期 

 

1/１９（木）～2１（土）、2３日（月）    ※ 時間は 9:00～16:00 

 

後期 

 

3/１３ （月）～１７日（金）    ※ 時間は 9:00～16:00  

                                              １７（金）のみ１５：００まで 

検査日 
前期 １/29（日）                

後期                                                3/22（水）  

合格発表 
前期 ２/1（水） 

後期 3/24（金） 
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学習の窓


