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未来に向けた種を蒔こう

～心の土壌を豊かにする 3年間～

美しい四季に輝く大地　風に吹かれる稲穂のさざ波　奥出雲ですごす 3年間

そこで一生ものの　心の土を耕す

いつ蒔くか　何を蒔くか　まだわからなくて良い

大切なのは　たくさんの歓喜と汗と涙を栄養にして　濃い豊かな土壌をつくること

綺麗な実、 美味しい実が良いと皆が言う

だけどそんな事　どうでもいいじゃないか

良いか悪いかを決められるのはきみだけだ

そう　きみだけだ

ここはあなたの未来を　じっくり考えることのできる場所

さあ　楽しもう
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校 訓

教育目標凜凜
り り たくま

心の田を耕し、学徳を培う

つよ

しく
つよよ

毅く
たくまたくま

逞しく 心の田を耕し、学徳を培う心の田を耕し 学徳を培う
耕心培学

自分に自信を持ち、 
自己の可能性と
未来を信じる。

高校３年間で、自分への自信と未来への希望を兼ね備えた生徒の育成を目指します。

「四方よし」の心を持ち、未来を描ける人材

自己を理解し、他者
への思いやりを持ち、
互いを高め合う。

郷土と日本、そして、
世界を知り、社会の
多様性を受容する。

未来への責任と創造
する力を持ち、新しい
ことへ挑戦する。
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《参考》　島根県立横田高等学校教育課程表（令和４年度運用）

R4年度 入学生
〈R4年度運用〉

R3年度
入学生

〈R4年度運用〉

R2年度
入学生

〈R4年度運用〉

1年

2年

3年

総合コース

総合コース

進学
コース

文系

文系

理系

理系1
理系2

進
学
コ
ー
ス

現代の国語

現代文Ｂ

現代文Ｂ

現代文Ｂ

国語表現

現代文Ｂ

現代文Ｂ

現代文Ｂ

古典Ｂ

古典Ｂ

古典Ｂ

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ 数学演習β 理科基礎探求α 理科基礎探求β

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ ▲◆　数学演習α ●　数学演習β

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ ◆●　数学Ⅲ ▲　数学演習α

地A 世Ａ 数学演習α 科学と人間生活 体育

古典Ｂ

古典Ｂ

世Ａ/地Ａ

世Ａ/地Ａ

数学Ｂ

数学Ｂ

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ

数学Ⅱ

数学Ⅱ※次年度に理系2を選択する者は3学期途中より数Ⅲを履修。

日Ａ 数学Ⅱ 生物基礎 体育
音Ⅱ
美Ⅱ
書Ⅱ

保健

言語文化 地理総合 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ａ 物理基礎

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15１

1年次は共通カリキュラムでスタート。
2年次からは、
進学コースか総合コースを選択。
少人数クラスできめ細かな
進路指導を行っています。

国公立大学、私立大学、短期大学、医療系・各種専門学
校や、民間就職、公務員など、生徒の進路希望が幅広
いのが横田高校の特徴です。１年生では、基礎・基本の
定着と職業について学び視野を広げます。２年生で
は、コース別に基礎学力を充実させ、得意科目の伸長
と苦手科目の克服に努めるとともに、学問への探究心
を深め、進路目標を明確にします。そして３年生では、
進路実現に向けた実践的な学力を身につけます。
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体育 コミュニケーション英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 現代文Ｂ/数演α HR活動 総探
現代文Ｂ/数演α

日Ｂ/世Ｂ/地Ｂ

現代社会

化学

化学

物理生物

物理生物

体育

体育

コミュニケーション英語Ⅲ

コミュニケーション英語Ⅲ

英語表現Ⅱ

英語表現Ⅱ

HR活動

HR活動

  　●▲◆…同時展開の授業　ア～キは教科選択を表す

総探

総探

コミュニケーション英語Ⅱ 英語表現Ⅱ 情報処理 HR活動 総探

化学基礎 生物基礎 体育

化学基礎 化学 生物基礎 体育

保健

保健

コミュニケーション英語Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

英語表現Ⅱ

HR活動

HR活動

総探

総探物／生

マーケティング英語表現Ⅱ 簿記 子どもの発達と保育 HR活動 総探コミュニケーション英語Ⅱ

体育 保健 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ 英語コミュニケーションⅠ 論理・表現Ⅰ 家庭基礎 情報Ⅰ HR活動 総探

古典Ａ/生活と福祉
スポーツ概論
ソルフェージュ

ア

コミュニケーション英語Ⅲ
フードデザイン

スポーツⅠ/スポーツⅡ/スポーツⅢ

イ
政治・経済
数学Ⅱ

書道Ⅲ/器楽/素描

ウ

オ ▲ エ ▲

エカ

カ

現代文Ｂ
簿記

ファッション造形基礎
演奏研究

キ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

資格取得

個別指導

「簿記」や「リテール・マーケティング
検定」「ビジネス計算実務検定」など商
業系の検定や、家庭科保育技術検定、英
語検定、日本語検定など様々な資格の
取得を目指します。

２年生では志望校を絞り込み、得意科
目の伸長や苦手科目の克服などの個
別指導を実施します。また、個別の進路
目標に応じて、添削指導や放課後の時
間を活用した個別指導をしています。

取得可能な資格
全商ビジネス文書実務検定／全商ビジネス計算実務
検定／全商簿記実務検定／日商リテール・マーケ
ティング検定／実用英語技能検定／家庭科保育技能
検定／家庭科食物調理技能検定／日本語検定／
漢字検定
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１年生では、「探究学習」を進めていくうえで必要となる事柄について学習をします。また、外部講師等を招いて奥出雲町

や地域についての学習を行います。そして、「ミニ探究学習」を行い今後の「探究学習」につなげていきます。２年生では、

「探究学習」の実践として、地域課題研究などに取り組みます。校外での調査活動や体験活動、奥出雲町で活躍されている

方へのインタビュー、大学と連携した中間発表などを通して、研究内容を深めていきます。３年生では、２年生で行った活

動を中心に「まとめ」を行い成果を校内で共有し、大学主催のコンクールに応募したり奥出雲町に提言したりします。

このように３年間を通した「奥出雲学」の活動を通して「進路実現」に向けての取り組みを行っていきます。

社会で活躍する先輩社会人を招き、進路選択や、高校生
活を有意義に過ごすためのアドバイスを座談会形式で
実施します。

地元企業だけでなくさまざまな業界から企業の担当者を
招いて、進路選択の参考にするための最新情報を提供
していただきます。

藤原二朗さん
奥出雲町役場職員
小さな拠点づくりの取組として、地
域の課題解決を地域の皆さんと実践
していく仕事をしています。横高生
にも一緒に考え、実践してくれる仲
間として期待しています。

●自己理解
●他者理解
●地域理解
●探究学習スキルの習得
●進路実現探究

●探究学習の実践
●地域課題研究
　・フィールドワーク
　・高校と大学の連携
●進路実現探究

●探究学習の実践
●地域課題研究
　・まとめ
　・最終成果発表
●進路実現探究

３年間を通した探究学習の充実
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令和元年度にスタートした「奥出雲町を舞台に生徒一人ひとりが、やりたいことにチャレンジする機会を提供する」ことを

目的とした有志サークルです。所属する生徒を中心に、約70のイベント等にのべ300人を超える生徒が参加しています。

本校では、「全校生徒、地域活動ＣＬＵＢ」として、社会を生き抜く力を養う機会を地域の方々と創出することに努めて

います。

地域を知り地域資源への理解を深めるために、奥出雲町の特産品で

あるお米（仁多米）の田植えとハデ干しの体験を行っています。地域

の方に指導をしていただき、協力しながら取り組んでいます。

異文化を受け入れ、新しい価値観と広い視野で物事

を考える力を身につけるために、海外で地元高校生

との交流を経験できます（2018年度は米国・シカゴ、

2019年度以降は新型コロナ感染症のため休止中）。

地域活動FUN ! C LUB

田植え体験学習とハデ干し体験 海外派遣（希望者選抜）

田中靖子さん
安養寺サタデースクール代表
ボランティアで来てくれる「高校生の先
生」に、子ども達は毎週大喜び。勉強・遊
び・修養の３本柱で奥出雲に育つ子ども達
の人間力育成を応援してくれる横高生に感
謝しています。

松島昭夫さん
地域づくりフォーラム馬木事務局
高校生のみんなには毎月開催している「あ
おぞら市」へ自分たちで考えたお店を出店
してもらい、地域に元気を分けてもらって
います！地域に飛び出す横高生が増えるの
を楽しんでいます。

奥出雲町のカレンダーを企画・制作
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●入学式
●入寮式
●田植え体験学習（１年）
●防災避難訓練
●PTA総会・寮保護者会
●地域課題研究発表会（３年）
●生徒総会
●県高校総体 

●稲陵祭（文化祭・体育祭）
●防災避難訓練
●ハデ干し体験学習（２年）
●生徒会選挙
●就職試験
●校内球技大会
●研修旅行（２年・２泊３日）
●遠足（１年・３年）

●芸術鑑賞
●校内球技大会
●県吹奏楽コンクール
●オープンハイスクール

１学期 ２学期
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●生徒総会
●校内ロードレース大会
●キミチャレⅠ
　（１年・職業人から聞く）
●キミチャレⅡ
　（２年・企業ガイダンス）
●地域課題研究中間発表（２年）

●大学入学共通テスト
●防災避難訓練
●卒業式
●インターンシップ（２年）

月曜日と金曜日は６校時授業です

ＳＨＲ
１校時
２校時
３校時
４校時
昼休み
清　掃
５校時
６校時
７校時
ＳＨＲ

　８:３０～　８:４０
　８:４５～　９:３５
　９:４５～１０:３５
１０:４５～１１:３５
１１:４５～１２:３５
１２:３５～１３:１５
１３:１５～１３:２５
１３:３０～１４:２０
１４:３０～１５:２０
１５:３０～１６:２０
１６:２５～１６:３５

３学期
生活時程
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私たち男子ホッケー部は「常勝」を目標に日々練習をしています。部活動でも、私生活で
も日本一を目指し、どんなときでも楽しくチーム全体で盛り上げながら活動をしていま
す。

私たちは、明るく元気な男子14名で活動して
います。チームの目標である「中国大会出
場」と「かっこいいチームになること」を目
指して、日々熱心に練習しています。砂入り
の人工芝のコートで毎日練習ができ、恵まれ
た環境の中で力をつけることができます。

私たち男子バレーボール部は「みんなに
応援してもらえる部活」を目標としてOB
の方々にもご協力いただきながら日々の
練習に励んでいます。部員数は少ないで
すが、やれることに全力を注ぎ、頑張っ
ています。

私たち剣道部は、部員１人１人が「応援
される人間になる」をテーマに、競技力
向上とともに、社会で活躍できる人材の
育成を目指しています。明るく楽しい横
田剣道で全国と勝負します。

私たち弓道部は、「正射必中」を目指して日々練習
をしています。弓道は、主に自分との戦いであ
り、その自分に打ち勝つためにチームメイトとと
もに切磋琢磨をしていく必要があります。ぜひ
我々と一緒に稽古に打ち込み、美しく、そして奥
深い弓道の世界をともに学んでいきましょう。

私たち陸上競技部は、自分の記録を少し
でも更新するために、辛く厳しい練習に
取り組んでいます。部員全員で切磋琢磨
し、喜びや悔しさを共有しています。私
たちと一緒に、陸上競技を通して自分磨
きをしてみませんか？

私たち女子バレーボール部は、現在２年
生３人、１年生6人で活動しています。先
輩・後輩関係なく、明るい雰囲気で部活
に取り組んでいます。私たちは大会に向
けて、繋ぎのバレーで１勝できるように
一生懸命練習に励んでいます。

私たちは、『日本一　～勢いのあるチーム～』という目標を掲げ、日々の練習に取り組ん
でいます。練習では、みんなで目標を確認し、高い意識で取り組んでいます。私たちとと
もに高め合い、全国の舞台で戦いませんか。待っています。

若月薫さん
女子バレー部地域指導者

指導者として関わるだけ
でなく、様々な場面で高
校生活の応援をしたいで
すね。奥出雲は神話の故
郷なので、神楽などの独
自の伝統文化も伝えたい
と思っています。
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コンクールや様々な演奏会に向けて日々
頑張って活動しています。人数こそは少
ないですが、一人一人が音楽を楽しんで
日々の練習に取り組んでいます。皆さん
もぜひ一緒に音楽を楽しみませんか？

絵やデザインを“描く”、立体造形を“創る”
といった活動を日々楽しく行っていま
す！応募作品の制作、高校美術展への出
展、複数校合同での屋外スケッチ会など
のワクワクがたくさんあり、「成長」と
実感があるのがよい所です（ ・`ω・́ ）

私たち茶道部は、月曜・木曜に地域指導
員の石原先生のご指導の下、楽しくお稽
古をしています。自分で点てたお茶をお
いしくいただける上に、礼儀作法も身に
つけることもできます。一緒に茶道部で
お茶を楽しみませんか？

日頃より感性を磨くことを心がけ、コン
クールでの作品入賞を目指しています。

池坊講師の恩田由紀子先生のご指導のも
と、月に１～２回お稽古をしています。
季節の花を自分の感性を活かして自由に
生けることで、楽しみながら、技術と表
現力を磨くことができます。

目線を高く、いい顔で！心を動かす芝居
をつくろう！を合い言葉に、活動してい
ます。演劇大会・放送コンテストにも出
場して、演劇では県大会優秀賞を受賞し
ました。

2020～2021年度
部活動成績一覧

男子ホッケー部
・全国選抜大会…３位（'20）
・中国高校選手権大会…優勝（'21）
・全国高校総体…優勝（'21）
・全国選抜大会…ベスト16（'21）

女子ホッケー部
・全国選抜大会…出場（'20）
・中国高校選手権大会…準優勝（'21）
・全国高校総体…ベスト16（'21）

男子ソフトテニス部
・島根県高校総体…個人ベスト24、団体ベスト４（'21）
・中国高校選手権大会…個人戦、団体戦出場（'21）

陸上競技部
・中国新人大会…出場（'20）

剣道部
・島根県総体…男子個人ベスト８（'20）※代替え大会
・島根県選手権大会…男子個人準優勝（'20）
・島根県高校総体…男子団体３位（'21）
・中国高等学校選手権大会…男子個人ベスト32（'21）
                              　　…男子団体・女子個人出場（'21）

スキー部
・全国高校総体…男子ＳＬ出場（'20）
・全国高校総体…男子ＧＳＬ・ＳＬ出場（'21）
　　　　　　　…女子ＧＳＬ・ＳＬ出場（'21）

吹奏楽部
・全国吹奏楽コンクール島根県大会高校小編成の部…銀賞（'21）
・全日本アンサンブルコンテスト島根県大会…管打七重奏　銀賞（'21）

演劇・放送部
・中国地区高校演劇発表会…優秀賞・岡山県教育委員会教育長賞（'20）
・中国地区高校放送コンテスト…朗読部門出場（'20）
・春季全国高等学校演劇研究大会（フェスティバル2021）…参加（'20）
・島根県高文連演劇専門部出雲石見地区大会…優秀賞（'21）
・島根県高校演劇発表大会…優秀賞（'21）

美術部
・全国高等学校ＰＴＡ連合会大会ポスター・シンボルマーク原図審査…優秀賞（'20）
・読書感想画コンクール県審査会…学校賞、優秀賞（'20）
・島根県高校生選抜作品展…出展（'21）
・出雲地区絵画コンクール…入選５点（'21）

華道部
・池坊花の甲子園2020中・四国大会敢闘賞（'20）
・池坊学校華道インターネット花展…参加（'21）

写真部
・島根県高文連秋季写真コンクール…特選７点（'20）
・島根県高等学校写真展１・２年の部…第４席（'20）
・島根県高文連春季写真コンクール…特選３点（'21）
・全国高等学校総合文化祭写真部門…出展（'21）
・島根県高文連秋季写真コンクール…特選５点（'21）

運動部

文化部

※全国大会やそれに準ずる大会、顕著な成績を記載しています

「紀の国わかやま総文2021出品作品」
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進学
78％

県内管内
59％

一般企業
78％

県内管外
19％

公務員
22％

就職
19％

その他
３％

卒業後の進路【20 1 9・2 0 2 0・2 0 2 1年度】

国公立短大
2％

国公立大学
14％

私立大学
41％

私立短大
6％

医療系専門学校
14％

専門学校
19％

大学校等
4％

■主な就職先

■主な進学先

■企業等
ホシザキ株式会社島根工場、株式会社イワクラ、株式会社ベッセル島根、社会福祉法人仁多福祉会、ウィンテック株式会社、株式会社ガット、社会福祉法人よこ
た福祉会、社会福祉法人奥出雲町社会福祉協議会、東洋製鉄株式会社、アキレス島根株式会社、デルタ・シーアンド・エス雲南工場、株式会社サンエイト、株式
会社加地、三刀屋金属株式会社、有限会社松葉屋、株式会社出雲村田製作所、株式会社日立金属安来製作所、株式会社ジーンズ・カジュアル・ダン、株式会社玉
造グランドホテル長生閣、株式会社みしまや、共立メンテナンス、社会福祉法人太陽とみどりの里、有限会社玉造皆美

■公務員等
雲南広域連合雲南消防本部、自衛隊、奥出雲町役場、島根県警察官、鳥取県職、国家公務員税務職員

■国公立大・公立短大
島根大学、島根県立大学、九州大学、東北大学、奈良女子大学、岡山大学、鳥取大学、山口大学、高知県立大学、山口東京理科大学、愛媛大学、周南公立大学、
新潟大学、島根県立大学短期大学部、倉敷市立短期大学、山形県立米沢女子短期大学

■私立大学・私立短大
明治大学、立命館大学、慶応義塾大学、上智大学、桜美林大学、岡山理科大学、関西学院大学、帝京大学、鳥取看護大学、広島経済大学、広島修道大学、関西大
学、関西学院大学、広島工業大学、川崎医療福祉大学、京都外国語大学、中央大学、天理大学、東海大学、福井工業大学、山梨学院大学、朝日大学、福井工業大
学、東海学院大学、大阪芸術大学、環太平洋大学、相模女子大学、四天王寺大学、武庫川女子大学、大阪国際大学、大阪人間科学大学、追手門学院大学、京都女
子大学、倉敷芸術科学大学、産業能率大学、聖泉大学、福山大学、龍谷大学、神戸親和女子大学、就実大学、中京大学、広島文教大学、美作大学、武蔵野美術大
学、立正大学、中国短期大学、美作大学短期大学部、安田女子短期大学、鳥取短期大学、桐朋学園芸術短期大学、上智大学短期大学部、大阪成蹊短期大学、兵庫
大学短期大学部、高知学園短期大学、神戸女子短期大学、関西学院聖和短期大学、武庫川女子大学短期大学部
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卒業生の声

■医療系専門学校
島根リハビリテーション学院、出雲医療看護専門学校、松江総合医療専門学校、島根県立石見高等看護学院、浜田医療センター付属看護学校、広島県立三次看護
専門学校、広島高等歯科衛生士専門学校、岡山医療福祉専門学校、岡山済生会看護専門学校、倉敷リハビリテーション学院、岡山医療センター附属岡山看護助産
学校、福山市医師会看護専門学校、近畿高等看護専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校、藤沢市立看護専門学校、京都中央看護保健大学校、大阪医療センター
附属看護専門学校

■専門学校等
島根デザイン専門学校、トリニティカレッジ出雲、出雲コアカレッジ、松江総合ビジネスカレッジ、松江栄養調理製菓専門学校、松江調理製菓製パンカレッジ、
島根総合福祉専門学校、日本海情報ビジネス専門学校、岡山ビューティーモード専門学校、京都建築専門学校、穴吹デザイン専門学校、穴吹調理製菓専門学校、
広島コンピュータ専門学校、広島ビューティー＆ブライダル専門学校、広島外語専門学校、広島情報ビジネス専門学校、青二塾、大阪キャリナリー製菓調理専門
学校、大阪動植物海洋専門学校、福岡調理師専門学校、トヨタ神戸自動車大学校、横浜リゾート＆スポーツ専門学校、岡山情報ビジネス学院、広島自動車大学
校、広島酔心調理専門学校、小井出ファッションビューティー専門学校、ＥＣＣコンピュータ専門学校、京都製菓製パン技術専門学校、広島美容専門学校、大阪
こども専門学校、日本写真映像専門学校

■大学校等
島根県立東部高等技術校、島根職業能力開発短期大学校、島根県立農林大学校、MILNER International college of English

僕が真剣に受験に向き合ったのは
部活動を引退してからの五ヶ月ほ
どでした。周りの人に比べスター
トは遅くなってしまいましたが、
苦手分野を友達に聞いたり、日々
の授業の積み重ねによって、着実
に力をつけていくことができまし
た。特に二次対策では個別添削や

少人数での授業によって、一人一人の弱みをカバーし強
みはより一層伸ばしていただきました。先生方の熱心な
指導があったからこそ、本番でも自分の力を信じて精一
杯やりきることができたと思います。大学でもこれまで
の学びを活かしより成長していきたいと思います。

島根大学　法文学部（2021年度卒業）
僕は、三年生の初めの頃は進路に
ついて具体的なことは決まってお
らず、受験を意識した勉強をして
いませんでした。しかし、放課後
に稲陵会館を活用して勉強をして
いたので、本格的に受験勉強を始
めたときに基本的な内容で困らず
にすみました。横田高校は一クラ

スの人数が少ないため、受験前には授業や添削などで自
分の目指す大学にあった学習ができ、合格に向けて力を
つけることができました。大学受験は他の進路の人より
も進路決定が遅くなるため、つらいことも多かったけ
ど、周りの支えもあり最後まで頑張ることができまし
た。大学では高校での経験を活かして頑張りたいです。

岡山大学　理学部（2021年度卒業）

僕が本格的に就職のための勉強を
始めたのは、９月に入ってからで
した。それからは毎日時間を決め
て問題集などに取り組むようにし
ました。しかし、僕は部活動を一
番頑張っていたのでなかなか勉強
をする気持ちになれませんでし
た。就職試験直前には面接練習な

ど先生方に色々教えてもらいました。熱心に指導をして
いただいたので消防署に受かることができたと思いま
す。僕はホッケー部に所属していました。顧問の先生に
は、ホッケーの技術、チームワーク、生活面など色々な
面で指導していただき、とても感謝しています。これか
らは社会人として頑張りたいと思います。

雲南広域連合雲南消防本部（2021年度卒業）
高校入学当時、保育士を志してい
た私ですが、卒業後は介護施設で
介護職員として働きます。この選
択をするまで、先生や家族と何度
も話し合いました。ですが、高校
二年生の時に行われた、インター
ンシップでの経験もあり、私は介
護職員として働くことを決めまし

た。一番苦労したのは履歴書書きです。自分の思いをう
まく言葉にしてまとめることができず、とても苦労しま
した。それでも無事内定をいただけたときは、本当に嬉
しかったです。社会人になることへの不安は、決して小
さいものではありません。しかし、この横田高校で学ば
せていただいた三年間は、決して無駄ではなかったと振
り返ってみて思います。これから、高校での経験や思い
出を胸に新しい場所で頑張っていきたいと思います。

社会福祉法人仁多福祉会（2021年度卒業）
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寮の炊事員の皆さん

親元から離れ、毎日寮生活を頑張っている
生徒たちに、少しでも楽しい時間を過ごし
てもらえるよう、食事の面からサポートし
ていきたいと、炊事員一同思っています。

2022年度実績

5 ※入寮時に入寮費10,000円
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森長玉恵さん
寮の舎監さん

大勢で生活することって、楽しい事
や大変な事がたくさんあると思いま
す。でも、家では得られなかった自
分に出会える…。寮で得られる力
は、卒業後にも生きていくはずです。

島根、東京、大阪、広島など様々な地域で育った生

徒が暮らす寮。寮のルールを一緒に考えたり、寮生 

が仲良くなる企画を考えたり、寮生と地域との交流

活動を企画したり。寮生活を通じて、多くの出会い

や経験を積んで欲しいと願っています。
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〒699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原2178-1
TEL.0854 -52-1511　FAX.0854-52-1512　E-mail yokotakoko@pref.shimane.lg.jp 

横田高校ホームページ 横田高校公式ＦＢ 横田高校公式ＬＩＮＥ


