
単位制による通信制の課程

「教育活動の特徴」

○横浜修悠館高校は、「通信制課程」の高校です。学び方が「全日制」や「定時制」と大きく異なります。

○通信制の課程では、スクーリングを受講し、レポートを作成することが学習の中心になります。

スクーリングの受け方によって、「平日講座」と「日曜講座」と「ＩＴ講座」を、科目ごとに選択します。

平日講座

平日の月曜日から木曜日に時間割を組んで登校し

ます。通信制ですが、毎日登校し、スクーリングを

受けながらレポートを仕上げていきます。

コツコツじっくり学びたい人に向いています。

日曜講座とＩＴ講座

日曜講座、ＩＴ講座ともスクーリングは日曜日に

登校し受けます。レポートは学校と自宅で仕上げま

す。ＩＴ講座はインターネットを利用してレポート

を提出します。

平日に登校 日曜に登校

スクーリング

面接指導

スクーリング

面接指導

自宅

自宅

横浜修悠館高校

横浜修悠館高校

スクーリングを受け

ながらレポートを

学校で仕上げます。

スクーリングやＩＴ

を活用してレポート

を自宅で仕上げま

す。

添削指導

レポートは郵便で

やりとりします。

ＩＴ講座

添削指導
レポートを日曜講座

は郵便、ＩＴ講座は

主にインターネットで

やりとりします。

所在地：横浜市泉区和泉町2563番地 〒245-0016

電 話：045(800)3711

ＦＡＸ：045(802)3773

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-shuyukan-h/

創 立：平成20年４月

設置学科・生徒数・学級数

計

普 通 科 1931

学 級 数 32

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 横浜
よこ は ま

修悠館
しゅうゆうかん

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●相鉄線いずみ中央駅（南口）より徒歩12分
●横浜市営地下鉄下飯田駅より徒歩15分

<�����の����Web���> 

生徒の活動��

���活動

���、��ン������、������の活�

は�んです。���は、����の学校��を中心

になって��したり、��の����と��したり

しています。また、��ン������は、通学�

の��を�ったり、���の�������したり

す�な���に��し

ています。

�活動

通信制なので、��が  

�じ時間に�まりにくい��で  

すが、��に活�しています。

��との��を�提にし��、

��した学校�活を�ごしてい

ます。     

学校�� ����・����る��

月 � �

�月
�学� 受講��き、����、��面�月

間���月�、��� LHR

�月 ��スクーリング��、�����

�月
�����学習���������

�人面�月間、����学校�������

��月 インターン�ッ� ��月�����

�月 中間��

�月 ��スクーリング��、�通�スト���

10月 �修�イ�ンス、���、�人面�月間

11月
��(���)、�修�������、���

��ー、��������によ�出���

12月 ��ンターコン�ート、�ックトーク

�月 ����

�月 �校��修登�

�月 ����修登�、���

��修��は��で��しています。

�������、���用�����も�ります。

���や�����の���には「��活�の時

間」が��ント��ます。

����定は��す���も�ります。

このよ��生徒を��し�す�

��を��す�た�に通信制のしく�を活用したい。

���っと時間がかかっても�きら��に��りた

い。

��まで学校に�けなかったけ��いっきり学びた

い。

���い�学���を�る��、��

を�ることを�し���し�す�

「��り�のこと���り�に��るよ�に�」

「�������いことは学校������い�」

○���ー�を��

�スクーリングの�ー�

   レポート、�科�、��用�を��しない

��は出�できま�ん。

��人に��をかけない。

����上の��は出�とは��ま�ん。

○時間��日を��

�����きやスクーリング�の��時間   

�����きの日や提出�の��日

������グ���

�レポート��講座�レポートの�からないと��を��に

��りながら��を目指す講座

�ト�イ��   �学習が��が�な人のた�の�

�悠�ー�     ��人で�し��たい人のた�の���

��け���   ���に�ながりの����のた�の�

         �

�を���に������

����学ごとの���に��の���イ�ーが�

�し、�なたの����の��を�ポートします。

大学�30� �����大学、上�大学、��学�大学、

���大学、��大学 �  

��大学��� ����大学 �

��学校�:62� ��������学校 �

����校:��  ���30�  �の��133�  

��������� 274�、�����月�日���

学��所は学校��に��る�

�校には�くの���が�り、大学や��学校で

「�講�」として学��ともできます。「学校�の

講座」を受講したり、「��ン���」や「インタ

ーン�ッ�」の活�をしたりした��、�校の��

を�た����が�定��ます。
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�月 ��スクーリング��、�通�スト���

10月 �修�イ�ンス、���、�人面�月間

11月
��(���)、�修�������、���

��ー、��������によ�出���

12月 ��ンターコン�ート、�ックトーク

�月 ����

�月 �校��修登�

�月 ����修登�、���

��修��は��で��しています。

�������、���用�����も�ります。

���や�����の���には「��活�の時

間」が��ント��ます。

����定は��す���も�ります。

このよ��生徒を��し�す�

��を��す�た�に通信制のしく�を活用したい。

���っと時間がかかっても�きら��に��りた

い。

��まで学校に�けなかったけ��いっきり学びた

い。

���い�学���を�る��、��

を�ることを�し���し�す�

「��り�のこと���り�に��るよ�に�」

「�������いことは学校������い�」

○���ー�を��

�スクーリングの�ー�

   レポート、�科�、��用�を��しない

��は出�できま�ん。

��人に��をかけない。

����上の��は出�とは��ま�ん。

○時間��日を��

�����きやスクーリング�の��時間   

�����きの日や提出�の��日

������グ���

�レポート��講座�レポートの�からないと��を��に

��りながら��を目指す講座

�ト�イ��   �学習が��が�な人のた�の�

�悠�ー� ��人で�し��たい人のた�の���

��け���   ���に�ながりの����のた�の�

         �

�を���に������

����学ごとの���に��の���イ�ーが�

�し、�なたの����の��を�ポートします。

大学�30� �����大学、上�大学、��学�大学、

���大学、��大学 �

��大学��� ����大学 �

��学校�:62� ��������学校 �

����校:�� ���30� �の��133�

��������� 274�、�����月�日���

学��所は学校��に��る�

�校には�くの���が�り、大学や��学校で

「�講�」として学��ともできます。「学校�の

講座」を受講したり、「��ン���」や「インタ

ーン�ッ�」の活�をしたりした��、�校の��

を�た����が�定��ます。
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単位制による通信制の課程

通信制での学びとは

  自宅での自学自習が基本です。科目ごとにレポート、スクー

リング、試験を行い、単位を修得していきます。

全日制課程と同様に、３年以上高等学校に在籍し、必履修科

目・「総合的な探究の時間」を含め、74単位以上の単位を修得

することで卒業となります。

通信制での学びの基本

★レポート（報告課題）

決められたレポート（報告課題）を教

科書・学習書を活用し、自学自習で

仕上げ、学校に提出して添削指導

を受けます。

★スクーリング（面接指導）

スクーリングは、月３回

ほどの日曜スクーリング

（一斉講義型）、火曜の

教科スクーリング（個別

指導型）、年間７回の夜

間スクーリングなど、多

様な生徒のために様々な

スクーリングがあります。

★試験

前期、後期に実施される試

験は、様々な生活スタイルの生

徒に配慮し、日曜や平日に年間 14

日設定されています。

教育活動の特徴

  ★多彩で充実した学習内容

本校の教育課程は、必履修科目・選択必履修科目と基礎的な

内容や発展的な内容からなる自由選択科目の２つの科目群から

構成されています。

★自分でつくる履修科目

豊富な学習内容の中から、一人ひとりが学習する教科・科目を

自分で選択します。各自が興味・関心や進路希望をもとに卒業ま

での履修計画を立てますが、そのためのガイダンスや個別の相談

も実施します。また、希望により、全日制や定時制の科目を一部

取ることもできます。

★きめ細やかな学習支援

個別指導中心の教科スクーリングに加え、国数英の基礎学力

が不足している新入生を主な対象にして、４月に４回実施され

る春季基礎スクーリングや、木曜日には個別指導が受けられる

「学習相談の日」を用意しています。

★多彩な学校外活動

高専連携校である岩谷学園、町田・デザイン専門学校、かなテ

クカレッジ西部の講座への出席、ボランティア活動や就業体験活

動への参加を通して、単位を取得することができます。

学びへの支援

★��������

有職者（パートやアルバイトの場合は 90

日間以上の勤務）等には教科書代金

が後日還付される制度があります。

この制度の活用により有職者の

方は少ない負担で学習を続け

ることができます。

★������

（令和 4 年度の実施は未定）

１歳から小学校入学前

の幼児を持つ方の日曜ス

クーリングを支援するサ

ービスです。

主な学校行事

＜４月＞入学式

＜５月＞進路説明会

＜６月＞生徒総会・遠足

＜７月＞「先輩の話を聞こう」講演会

＜８月＞夏季スクーリング

＜９月＞前期卒業式

＜10月＞生活体験発表会・文化祭・ハイキング

＜11月＞遠足・研修旅行（修学旅行）

＜12月＞生徒総会・生徒会行事

＜３月＞卒業式・卒業生を送る会

���    

★部…(運動部) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊｲｷﾝｸﾞ、卓球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

(文化部) ﾊﾌﾞｰﾙ園芸、詩吟、芸術、音楽、調理

★同好会…ﾀﾞﾝｽ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、写真、海外文化研究

入学者選抜について

共通選抜・定通分割選抜とも、作文(40分)を行います。

自学自習を基本とする

通信制の学び
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��������������

�������������������

�������������

������

�  �

�������

所在地：厚木市岡田１丁目12番１号 〒243-0021

電 話：046(228)5346・5385

ＦＡＸ：046(229)2674

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugiseinan-h/

創 立：平成16年11月(平成17年４月開校)

設置学科・生徒数・学級数

計

普 通 科 838

学 級 数 17

（生徒、学級数については令和４年４月現在）

※1 新型コロナ感染拡大

防止のため予定を変更す

ることがあります。

単位制による通信制の課程

通信制での学びとは

  自宅での自学自習が基本です。科目ごとにレポート、スクー

リング、試験を行い、単位を修得していきます。

全日制課程と同様に、３年以上高等学校に在籍し、必履修科

目・「総合的な探究の時間」を含め、74単位以上の単位を修得

することで卒業となります。

通信制での学びの基本

★レポート（報告課題）

決められたレポート（報告課題）を教

科書・学習書を活用し、自学自習で

仕上げ、学校に提出して添削指導

を受けます。

★スクーリング（面接指導）

スクーリングは、月３回

ほどの日曜スクーリング

（一斉講義型）、火曜の

教科スクーリング（個別

指導型）、年間７回の夜

間スクーリングなど、多

様な生徒のために様々な

スクーリングがあります。

★試験

前期、後期に実施される試

験は、様々な生活スタイルの生

徒に配慮し、日曜や平日に年間 14

日設定されています。

教育活動の特徴

  ★多彩で充実した学習内容

本校の教育課程は、必履修科目・選択必履修科目と基礎的な

内容や発展的な内容からなる自由選択科目の２つの科目群から

構成されています。

★自分でつくる履修科目

豊富な学習内容の中から、一人ひとりが学習する教科・科目を

自分で選択します。各自が興味・関心や進路希望をもとに卒業ま

での履修計画を立てますが、そのためのガイダンスや個別の相談

も実施します。また、希望により、全日制や定時制の科目を一部

取ることもできます。

★きめ細やかな学習支援

個別指導中心の教科スクーリングに加え、国数英の基礎学力

が不足している新入生を主な対象にして、４月に４回実施され

る春季基礎スクーリングや、木曜日には個別指導が受けられる

「学習相談の日」を用意しています。

★多彩な学校外活動

高専連携校である岩谷学園、町田・デザイン専門学校、かなテ

クカレッジ西部の講座への出席、ボランティア活動や就業体験活

動への参加を通して、単位を取得することができます。

学びへの支援援

★����������������

有職者（パートやアルバイトの場合は 90

日間以上の勤務）等には教科書代金

が後日還付される制度があります。

この制度の活用により有職者の

方は少ない負担で学習を続け

ることができます。

★������������

（令和 4 年度の実施は未定）

１歳から小学校入学前

の幼児を持つ方の日曜ス

クーリングを支援するサ

ービスです。

主な学校行事

＜４月＞入学式  

＜５月＞進路説明会  

＜６月＞生徒総会・遠足  

＜７月＞「先輩の話を聞こう」講演会  

＜８月＞夏季スクーリング  

＜９月＞前期卒業式  

＜10月＞生活体験発表会・文化祭・ハイキング

＜11月＞遠足・研修旅行（修学旅行）

＜12月＞生徒総会・生徒会行事   

＜３月＞卒業式・卒業生を送る会

���    

★部…(運動部) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊｲｷﾝｸﾞ、卓球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

(文化部) ﾊﾌﾞｰﾙ園芸、詩吟、芸術、音楽、調理

★同好会…ﾀﾞﾝｽ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、写真、海外文化研究

入学者選抜について

共通選抜・定通分割選抜とも、作文(40分)を行います。

自学自習を基本とする

通信制の学び
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所在地：厚木市岡田１丁目12番１号 〒243-0021

電 話：046(228)5346・5385

ＦＡＸ：046(229)2674

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/atsugiseinan-h/

創 立：平成16年11月(平成17年４月開校) 

設置学科・生徒数・学級数

計

普 通 科 838

学 級 数 17

（生徒、学級数については令和４年４月現在）

※1 新型コロナ感染拡大

防止のため予定を変更す

ることがあります。
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