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                                             大分県立爽風館高等学校 通信制課程 

                                                    

「Monthly Letter」は学校からの連絡事項をまとめて、学習状況通知票等と一緒に定期的に自宅に郵送されます。大事な連

絡事項を見落とさないように、よく読んでください。生徒の皆さんと学校をつなぐ大切なパイプ「Monthly Letter」が間違い

なくあなたの手元に届くよう、住所が変わった場合は必ずホームルーム担任に知らせてください。 

爽風館高校HP  http//kou.oita-ed.jp/sofukan-tusin/ 

連絡用携帯サイトURL  http//kou.oita-ed.jp/sofukan-tusin/mobile/ 

 

  

＜特に注意すること＞ 

①氏名や住所・電話番号等が変更になりましたら、すぐに学校（ホームルーム担任）まで連絡してください。ハンドブック

の様式17-１「住所氏名等変更届」も必ず提出してください。 

②今年度卒業予定の皆さんへ 

 今年度秋季（前期末：平成 28年９月）および春季（平成 29年３月）卒業予定者は、学習活動（各科目の単位の修得等）

に十分に留意してください。卒業要件のひとつでも満たさないと、卒業ができなくなります。 

③前期末（秋季）卒業を希望する場合について 

 前期で卒業要件のすべてを満たすとともに、「前期末卒業願」の提出が必要です。前期末卒業願は、このマンスリーレタ

ー５月号に同封しています。提出しない場合は、卒業要件を満たしていても平成29年３月の卒業となります。 

 

＜連絡事項＞ 

１ 「学習状況通知票（第１回）」を同封しています。 

レポートの提出状況と評価や、スクーリング・特別活動への出席状況が記載されています。また、レポートの評価は

５月18日（水）受付分まで、スクーリング時間数・特別活動時間数は５月22日（日）地区面２までが入力されていま

す。（科目によってはそれ以降の評価や出席時数が入力されている場合もあります。）もしも間違いや疑問点があった

ら、ただちにホームルーム担任に知らせてください。 

※ホームルーム担任への連絡があまりにも遅いと、訂正するのに時間がかかったり、訂正そのものができなかったり

する場合もあります。 

２ レポートは計画的に提出しましょう。 

①提出期限１ヶ月前が受付開始です。この日以前に提出されたレポートは再提出となり、いったん返却します。 

（例） ７月13日が提出期限のレポートの場合、受付は６月13日からとなります。 

②提出期限を過ぎると「Ｅ評価」となります。Ｅ評価が規定の枚数になると、その科目は単位修得ができなくなりま

す。（「体育１～４」と「総合学習Ⅰ～Ⅲ」は、Ｅ評価が１枚で単位修得不可になります。） 

３ 合格したレポート（評価がＡ～Ｄ）は、提出期限以降の返却になります。 

   ただし、再提出のレポートは添削処理後ただちに返却します。 

４ 返ってきたレポートは必ず見直しましょう。 

  特に「Ｆ評価（再提出）」で戻ってきたレポートは、すぐに開けてやり直し、再度提出しましょう。 

※Ｆ評価（再提出）のレポートは不合格なので、このままでは提出したことにはなりません。 



５ レポート提出時に確認してください。 

 ①「返送用の切手」(自分行き おもての欄に貼る切手)を必ず貼ってください。 

 ②バーコードシールを必ず貼ってください。 

 ③住所・氏名・組・番・学籍番号等を必ず記入してください。 

 ④レポートは、折り目１（山折り）→折り目２（山折り）の順番で正しく折り、ホッチキス（またはステープラー）で２

ヶ所をとめてください。                

※糊やテープ、針無しホッチキスではとめないでください。 

６ 学校からの郵便物は必ず開けて中を確認する習慣をつけてください。（できるだけ速やかに！） 

大切な連絡を見落とさないように注意しましょう。また、郵便物が確実に届くように、住所や電話番号が変わったと

きはただちにホームルーム担任に知らせてください。あわせて最寄りの郵便局に連絡することも推奨しています。 

☆前期での卒業を希望する皆さんへ 

 同封の「前期卒業願い」を提出してください。提出期限は７月18日(月)必着です。 

※遅れると卒業できなくなるので、なるべく７月４日（月）までに提出してください。 

卒業要件は以下の通りです。『ハンドブック』P.7の(4)で確認してください。 

①在籍期間 高等学校に３年間以上在籍すること。   ②必履修科目をすべて履修または修得していること。 

③修得した単位数が 74単位以上であること。     ④特別活動に30時間以上出席すること。 

☆応用科目のスクーリングについて   

応用科目(数学応用・英語応用・国語応用)の面接実施日は『ハンドブック』P. 2～P. 3の「平成28年度行事予定表」を

見てください。前・後期とも行事予定表中の木曜日、「応用面①」から「応用面⑥」です。 

※P. 2の７月21日（木）に「応用面⑥」と書いていますが、正しくは「木面⑥」です。 

時間割は以下の通りです。                                  

 

１）90分間で２時間分の出席になります。 

２）応用科目は毎回出席することが基本です。 

 

 

☆ハンドブックの誤りについて 

 ハンドブックに下記の誤りがあります。訂正をお願いします。 

項目 誤 正 

P. 2  ７月21日（木） 応用面⑥ 木面⑥ 

P.21  上の表 フードデザイン後期 実施時間数 地区 ／ ６ 

P.58  地区面６ 教室１ ６限 漢国語表現 国語表現 

 

 
１ 定時制通信制体育大会について 

 

 

 

 

定時制通信制体育大会が開催されます。本校通信制はバスケットボール・卓球・バドミントンの３種目に参加予定で 

す。開会式から引き続き各会場で応援に参加した場合、特別活動及び体育のスクーリング時数各２時間分になります。

ただし、午前中で早退したり、直接競技会場に行ったりした場合(遅刻)は、時間数が少なくなります。 

   ご家族と一緒に観覧することもできます。多くの生徒さんが参加し、大会を盛り上げていきましょう。 

 

時限 科  目 開始時間   終了時間 

１限 数学応用 8:45 ～ 10:15 

２限 英語応用 10:30 ～ 12:00 

３限 国語応用 13:00 ～ 14:30 

６月12日(日) 定通体育大会  一般生徒 受付9：00  大分県立総合体育館 玄関前 

〒870－0908 大分市青葉町１番地 （補助員、選手の集合時間は係・部顧問から連絡します） 



【出席確認】 

①出席カードを受付（総合体育館玄関前）で配付します。 

9：00 配付予定。 名札で本人確認をします。黄色の腕章（定通体育大会 生徒指導）をつけている本校通信制職

員から受け取ってください。 

②出席カードの回収    12：00～13：00（県立総合体育館または大分商業高校体育館） 

必ず本校職員に手渡しをしてください。  ※午前中で早退の場合は、10:30から県立総合体育館で回収します。 

③名札・バーコードシール・筆記用具を持参してください。 

【服装や行動について】 

①大会は「スクーリングの時間」と同じです。爽風館高校の生徒として自覚ある行動をお願いします。 

②開会式や競技に参加する生徒は、顧問・係の先生と十分打ち合わせをしてください。 

【開会式・競技種目】  本校関係 

種   目 会      場 開始時間 

開 会 式 大分県立総合体育館   （住所：大分市青葉町１番地） 10：00 

卓   球 大分県立総合体育館・小体育室 11：00 

バドミントン 大分県立総合体育館・大体育室 11：00 

バスケットボール 大分商業高校体育館    （住所：大分市西浜４番２号） 11：00 

【会場周辺地図】 

 

【選手のみなさんへ】 

・部顧問の先生と集合時間、場所、準備物等の打合わせをしてください。 

・当日は余裕を持って行動をしてください。また水分補給や食中毒対策等、健康管理には十分気をつけてください。 

・全国大会の出場権を獲得できるよう頑張ってください。 

２ 生徒会より 

 

  第６回爽風祭（11月23日 水曜日〈勤労感謝の日〉）に向けて、 

個人作品・ステージ発表者の１ 次募集を行います。 

詳しくは同封の別紙参照。みなさん、ドシドシ申し込んでください。                      

                           

 

 

 ３ 人権教育課より 
ライブを行う生

徒さん 

神楽を舞う

生徒さん 

バスケットボール 

試合会場 

試合会場 

開会式会場 

卓球・バドミントン

試合会場 



  ⑴ 予約奨学生の募集について 

    日本学生支援機構貸与分 対象生徒：本校卒業が確実で、大学等へ進学する生徒    

   ＊借り入れを考えている生徒は、各自パソコンでの事前手続きなどが必要となります。早めに募集事項を受け取りに

来てください。（なお、貸与開始は大学等への進学後となり、卒業後に返還することになります。） 

                                      申し込み関係書類提出締め切り：７月25日(月) 担当：弓まで 

 ４ 健康教育課より 

⑴ スクールカウンセラー相談日について 

今年もスクールカウンセラーの矢頭先生が来校されます。相談日の予定は以下のとおりです。悩みや困りなどがあ

れば相談室に来てください。 

① 相談日  ６月19日、７月17日、10月９日、11月６日、12月４日、１月８日、３月４日・５日   

計８回                     ※３月４日のみ土曜日で、他はすべて日曜日です。 

② 時間帯  9：00～15：00                 ※予約TEL 097－547－7735（堤） 

(2) 健康カードについて 

    ４月の受講手続きの際に健康カードを提出しなかった生徒、または写真を貼っていなかった生徒は速やかに提出し

てください。 

５ 生徒指導課より 

⑴ 校内生活について 

４月に、本校前のアパートの階段や民家の敷地内で、たばこの吸い殻の放置など喫煙の形跡がありました。先生方

による学校周辺の巡回を行っていますが、指導の対象となる行為は絶対にしないようにしてください。また、学校近

隣の私有地内(宝戒寺など)で、ゴミの放置はしないようにしてください。 

第２回月面で、自家用車を校内駐車場に停めて受講した生徒がいます。地区では認めていますが、本校では自動車

の乗り入れを禁止していますから、気をつけてください。 

⑵ 防災学習について 

 次の日程で、防災学習をします。本面３では避難訓練も行います。４月に大分県も大地震に見舞われ、被害を受け

ました。万一に備えて、たくさんの方が参加されるのを期待しています。 

① 日  時    ５月29日(日)本面３ ６限  避難訓練  防災学習 

５月30日(月)月面３ ６限  ＤＶＤ視聴 防災学習 

  ② 特活時間    １時間 

 

 
１ 「進路希望調査及び進学・就職登録願」について 

  卒業予定者の方は同封した「進路希望調査及び進学・就職登録願」について、内容をよく読み、必ず提出・返送して下 

さい。  提出期限 ６月１０日（金）まで (卒業予定者以外の方には送付していません。) 

２ 県北・久大・県南地区の「進路説明会」について 

第１回｢進路説明会｣を地区スクーリング時に開きます。卒業予定者に限らず進路について考えている人は出席 

できますのでぜひ参加して下さい。また、第２回の日程も下記に示します。２回目は進学・就職に分かれて詳細にわたり

説明します。なお、｢進路説明会｣は前期にある２回のみです。 

第１回   ６月５日（日）６限  －進路について（概略）－ 

第２回   ７月10日（日）７限  －進学・就職について－ 

３ 本校での「進路説明会」について 

第２回・第３回の｢進路説明会｣を下記の日程で開きます。進学・就職に分かれて詳細にわたり説明しますが第 

２回・第３回は内容が同じなので、都合のよい日に出席して下さい。卒業年次生に限らず進路について考えている人は出

席できます。 

第２回   ６月19日（日）６限  －進学・就職について－ 

第３回   ７月 ３日（日）７限  －進学・就職について－ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122bju1pn/EXP=1368756301;_ylt=A3JuNGjNPpRR43sAPe8dOfx7/*-http:/ma.100kka.com/images/seminarFigure1.jpg


 

   なお月曜面接でも実施します。内容は同じ、日程は下記の通りです。 

   第２回   ６月20日（月）６限  －進学・就職について－ 

    第３回   ７月 ４日（月）７限  －進学・就職について－ 

４  進路支援課より 

①正面玄関入り口右側に、大学や専門学校等のパンフレットを置いています。複数部あるものは持って行ってかまいませ

ん。１部しかないものはコピーします。進路支援課・【渡辺】に申し出てください。 

②通信制職員室入り口横の掲示板に、学校説明会・オープンキャンパスの日程等も含め、各種進路情報を掲示しています。

なお、昨年度の「求人票」は通信制職員室で閲覧できるようにしています。 

進学関係 

１ 進学模試について 

進学するにあたっては様々な条件を考えておく必要がありますが、まずは入試に合格するだけの学力が必要です。進学

先の学校選びに役立てたり、今後の学習方針を立てたりするためにも模擬試験を受け、自分の現在の学力を客観的に把握

しておきましょう。通信制では、㈱ベネッセコーポレーションが行う模試（進研模試）を実施しています。 

また、この１年間に実施予定の模試名、校内申し込み締切日、実施日、受験料等を知りたい生徒さんは、1 枚にまとめ

たものを渡すことができますので、進路支援課【渡辺】まで申し出てください。 

２ 指定校推薦を希望するみなさんへ 

  昨年度の指定校の一覧については、進路支援課に問い合わせてください。本年度分（平成29年度入試分）については、

７月下旬以降に一覧が閲覧できるようになる予定です。 

指定校推薦の受験希望者は８月中旬までにホームルーム担任へ申し出てください。 

３ 合同学校説明会の日程について（九州内の大学・短大・専門学校の入試担当者と話すことができます。） 

   入場無料、入退場自由です。事前予約の必要は、ありません。不明な点は、進路支援課【渡辺】まで連絡ください。 

名    称 場    所 日    時 

進 学 相 談 会 日田市 マリエールオークパイン ６/７  13:00～18:00           

〃 大分市 コンパルホール ６/８   14:30～18:30  

〃 中津市 ヴィラルーチェ中津 ６/13 15:30～19:00 

〃 佐伯市 佐伯市保健福祉総合センター 和楽 ６/17 16:00～18:30 

〃 別府市 ビーコンプラザ ６/20 16:00～18:30 

〃 日田市 マリエールオークパイン ６/22   15:30～18:30 

進 学 ガ イ ダ ン ス 大分市 大分イベントホール ６/13 14:00～18:30 

〃 中津市 ヴィラルーチェ中津 ６/20 15:30～18:30 

大学・短期大学説明会 大分市 トキハ会館５Ｆ ６/14   14:00～18:30 

 

 

１ 「書道」受講生へ 

  「書道Ⅰ」、「書道Ⅱ」の実技報告課題の手本動画をホームページに掲載しています。 

各回の締め切り１ヶ月前を目安に動画をアップしますので、実技課題を制作する際の参考にしてください。 

詳細は、担当：工藤まで。 

２ 生活体験発表大会（７月17日 日曜日）に出場する生徒を募集しています。 

  高校生活の思い出になりますので、ぜひ参加してみてください。参加希望者は連絡を。 

  担当：国語科（土佐路・麻生・大柳） 

 

 

 

  

 



さて、みなさんもご存じのことと思いますが、先月発生した熊本県・大分県を震源とした地震の影響で、今年度の入学式は

急遽取りやめになりました。それは、入学式を心待ちにしていた生徒のみなさん、ご家族の方々、そして私たち教職員にと

りましても非常に残念なことでした。そこで、今回のマンスリーレターでは、入学式で披露されるはずだった「誓いの言葉」

を、ご本人の了解のもと、ここに紹介致します。 

 

誓いの言葉 

 

 春爛漫の今日、私たち六十四名は、ただ今入学を許可されました。 

 私たちがここに至るには、様々な事情や心情を乗り越えてきたため、年齢や環境は千差万別です

が、この爽風館高校通信制への入学にあたり、夢と希望はもとより、その喜びはひとしおです。 

 私が中学校を卒業した頃は、戦後の貧困がまだ残っておりました。家族の食い扶持を減らすため

に、私も当然のように社会に出たのです。長い間の念願であった高校へ、今やっとこぎつけ、胸躍る

気持ちでいっぱいです。 

 私たちは、働きながら学業に励むという道を選びました。高校を卒業するまで、両輪をはずさずにい

くのは、並大抵のことではありませんが、学習にも、学校生活にも積極的に取り組み、楽しく努力を積

み重ねていきたいと考えています。 

 私たちは、自分で決めた志を忘れることなく、将来の夢と目標を実現できるように、今後は、自己

管理をしっかりとし、自己責任において進んでいく覚悟です。その道のりは、大変厳しく険しいものだと

思いますが、この平和な国で生活できること、思いやりのある人々によって、安心して勉学に励める幸

せを、心から感謝致します。 

 私たち六十四名は、爽風館高校の生徒として、「自新自律・至誠協働」の校訓にのっとり、自

覚と誇りを持ち、学校生活を送ることをここに誓います。 

 

    平成二十八年四月十七日 

                          新入生代表 真鍋ハマ子 

 

 


