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いよいよ後期の学習がスタートしました。改めて以下の点を確認し、学習活動に取り組みましょう｡「単位の修得」

は、１通１通のレポートの作成と１時間ごとのスクーリングの出席の積み重ねです。努力は必ず実ります。 

 

 １ 後期の学習について 

   本校は前後期制の学校です。前後期科目の場合、前期の成績（前期分のレポート提出状況や前期のスクーリ

ング出席時間等）に関係なく後期分の学習ができます。半期科目（後期）も学習ができます。 

   ただし、通年科目は下記のようになります。 

  ・前期で単位修得不可になった → この科目の後期の学習活動はできません。 

  ・前期で単位修得不可ではない →  この科目の後期の学習活動はできます。スクーリング出席時間数は、前

期分と後期分の合計が必要時間数以上になることが必要です。 

 ２ 後期第１回学習状況通知票を送ります 

   毎月１回マンスリーレターに同封して送る学習状況通知票には、レポートの提出状況とその評価・スクーリ

ングの出席状況・特別活動への出席状況等、重要な記載事項があります。必ず確認してください。不明な点が

あったり、疑問が生じたりしたときはすぐに学校まで連絡してください。連絡が遅くなると対応に時間がかか

ったり、訂正自体ができなかったりすることもあります。 

    今回の学習状況通知票に記入されているデータは下記のとおりです。 

・レポートは 10月 18日（水）受付分までの評価を入力しています。 

・スクーリングの記録は 10月 23日（月面２）までの出席を入力しています。 

・特別活動の記録は 10月 23日（月面２）までの出席を入力しています。 

  ※今年度秋季（平成 29年 10月）入学（転入学・編入学を含みます）の生徒には、「学習状況通知票の見方」を

同封しています。それぞれの項目の説明を記入していますので確認してください。学習状況通知票の見方が分

からない場合は、学校（ホームルーム担任）まで遠慮なく連絡してください。 

  ※特別活動の必要時間数は、新入学の生徒は全員 30時間です。転入学・編入学の生徒については、前籍校での

在籍期間や欠席日数によって、個人ごとに必要時間が異なります。特に平成 30年３月の卒業を希望する場合

は、特別活動の時間に認定される学校行事が限られていますので、十分に留意してください。なお、卒業予定

者については、「受講登録ガイダンス」と「受講登録」は特別活動の時間には含まれません。詳しくは『ハン

ドブック』ｐ.30の下の表で確認してください。 

 ３ レポートの受付は提出期限の１ヶ月前からです 

 提出期限の１ヶ月よりも前に出されたレポートは受付けできません。一度返却します。期日を確認してから

再度提出しましょう。学習状況通知票には「再」と記載されます。 

   ただし、「体育１～４」と「総合学習Ⅰ～Ⅲ」は、レポートが１枚しかないのでいつでも（ただし 12月 6日

まで）受付けます。（現在も受付中です。）            （注）提出期限は 12月 6日（水）です。 



 ４ 切手の貼り忘れに注意してください 

   切手の貼り忘れや、貼る場所を間違えないように気をつけましょう。繰り返し切手を貼っていない生徒には、

レポートを返却しないこともあります｡また、バーコードシールを貼ることや、氏名・学籍番号・組・出席番号・

住所等を記入することも忘れないでください。学校宛ての封筒に入れてまとめて送るときも、返信用切手はそれ

ぞれのレポートに貼ることが必要です。また、それぞれのレポートをホッチキスでとめてください。 

 ５ スクーリングの日程・出席必要時間数を確認して、出席の計画を立てましょう 

    『ハンドブック』p.45～p.46 の学習活動記録表に、自分の学習状況を記録しておきましょう。また、スクー

リング時に配付されたプリント等は、年度末（平成 30年 3月末）まで保管しておきましょう。 

   仕事やアルバイト等でどうしてもスクーリングに参加できそうにない場合には、早めに「視聴票」の利用も考

えておきましょう。詳しくは『ハンドブック』ｐ.18・p.21・p.22を見てください。 

  ※後期のスクーリング実施日や後期末考査の日程等は決まっていて変更はありません。働いている人は、シフト

を組む主任や店長、マネージャー等の役職の人に、スクーリング日や試験日を事前に知らせて、シフトを入れ

ないように依頼しておきましょう。 

 ＜特に注意してください！＞ 

①後期の最終提出期限(レポートおよび視聴票)は１月９日(火)16時 45分学校（本校）必着です！これ以降に届

いたもの（提出されたもの）は無効になります。 

  ②ただし、「体育１～４」と「総合学習Ⅰ～Ⅲ」のレポート最終提出期限は 12月 6日(水)（消印有効）です！ 

  ③「特別活動への出席時間数が 30時間以上」も卒業に必要な条件です。クリアできるように計画的に特活行事

等に出席しましょう。 

   特別活動については『ハンドブック』ｐ.29～p.30を見てください。 

 ＜連絡事項＞ 

⑴ 爽風館高校３部制（定時制）課程へ転籍を希望する生徒へ（該当する生徒） 

来年度から本校３部制課程へ転籍を希望する生徒は、平成 29年 12月 18日(月面６)までにホームルーム担

任へ『ハンドブック』様式７を提出してください。３部制課程で実施される転入学試験を受験し、合格した

場合に限り転籍が認められます。 

⑵ 半期科目について 

    「陶芸」・「家庭基礎」・「社会と情報」・「簿記」・「実用文書」は「半期」科目です。半期科目は前

期または後期のどちらかを受講する科目です。前期で受講した人は、後期の受講はありません。よってレポー

トもありません。 

 

 
１  生徒会より 

⑴ 平成 30年度の生徒会役員選挙を公示します。 

生徒会役員に立候補したい生徒は、届け出用紙（９月マンスリーレターで郵送済み）に必要事項を記入して

提出または郵送してください。届け出用紙をなくした生徒は職員室 望月まで。 

また、選挙管理委員も併せて募集しています。ご協力お願いします。 

⑵ 第 7回爽風祭【11月 23日（木）】のお知らせ  

⑴ ゲーム大会・スポーツ大会・パソコン教室に参加できるのは、申し込みをした生徒のみです。また、スポー

ツ大会参加者は体操服・体育館シューズが必要となります。 

申し込み締め切り：11月 12日（日）必着（ＦＡＸ可） 

⑵ 物品バザーの品物を募集しています。スクーリング時に職員室まで持ってきてください。ご協力をお願いし

ます。 

⑶ 今回も人権公演会に参加した生徒は、必要に応じて総合学習１時間の出席にカウントできます。また、パソ

コン教室に参加した生徒で、必要な生徒は商業科目または情報科目１時間の出席にカウントできます。 

⑷ 「家族参加票」は、爽風祭当日に事務室に提出してください。 

⑸ 爽風祭実行委員をまだまだ募集しています。生徒会と一緒に楽しみませんか！ 

希望者は、ホームルーム担任または望月まで。 



2  11月のＨＲＡ「防災学習」について 

11月に計画されているＨＲＡ「防災学習」では、以下の日程でつぎのようなことを学習します。 

・11月 ５日(日) 本 面３ ７限 ＨＲ教室からアリーナ１への避難訓練と防災学習 

・11月 ６日(月) 月 面３ ７限 会議室で防災学習(ＤＶＤ視聴を含む) 

・11月 12日(日) 地区面３ ６限 各地区で防災学習(ＤＶＤ視聴) 

   それぞれ特活時間１ｈの出席になります。 

   校内での万が一の場合に備えて、多くの生徒のみなさんの参加を期待します。 

３  不審者にあったら 

登下校時に限らず、見知らぬ人からの声かけ等にあった場合は、できるだけ早くに学校に知らせてくださ

い。防犯対策の一環として、地域の防犯ネット等に報告します。 

４  奨学金係より 

  日本学生支援機構の第二種奨学生（有利子のみ）について・・・第２次募集（最終） 

  校内の締め切りが迫っています。日本学生支援機構に提出する都合があります。希望する生徒は早めの準備を

お願いします。                      校内締め切り：11月５日（日）  担当：弓 

 

 
１ 進路支援課から   ＊卒業予定者へ重要なお知らせ＊ 

 

就職係より 

⑴  求人票が届いています。一次募集を締め切っても二次募集を行う企業がありますので、詳細はホームルー 

ム担任・進路（就職）担当の先生、または、ハローワークへ問い合わせてください。 

  ⑵ 平成29年度「高校生のための就職フェア」が、平成29年11月14日(火)13：30～16：00 大分イベントホール 

で行われます。詳細については、｢平成29年度高校生のための就職フェアの案内｣(別紙)を同封していますので、 

そちらをご覧ください。なお、参加にあたっては、｢参加申込書｣の提出が必要となりますので、締め切り【11 

月6日(月)16：30】までに就職担当 清武まで提出してください。             （担当：清武） 

 

 

進学係より 
⑴ 推薦入試の申し込みについて（各種専門学校、短期大学、四年制大学等の推薦の申し込み） 

願書提出開始日の１ヶ月前までに「申込書１」「申込書２」をホームルーム担任に提出してください。 

⑵ 一般入試の書類作成依頼について（各種専門学校、短期大学、四年制大学等） 

出願には高校が発行する調査書等の書類が必要です。書類作成依頼については、『ハンドブック』様式14の

「進学用調査書作成願」をホームルーム担任に提出してください。作成には２週間程度かかるので、日程に

余裕をもって提出して下さい。 

⑶ 受験指導について（志望理由書の書き方や面接、小論文など） 

ホームルーム担任と相談の上、指導を受けてください。                （担当：大野） 

 

 

 

 

 



 

１ 集中スクーリングのお知らせ 

 

集   集中スクーリングのお知らせ 

※すべての講座で申し込みが必要です。申込書は、各担当教員のところまで取りに来てください。また、 

申込書は学校ホームページからでも印刷が可能です。 

～美術科～                                     ～書道科～ 

11月８日（水）10:30～12:00                   11月 10日（金）9:30～11:30 

大分県立美術館（大分市寿町 2－1）           本校２Ｆ 書道教室 （「篆刻」を実施します） 

現地玄関前集合 10:20  時間厳守        ＊スクーリング出席２時間にカウントします。    

＊スクーリング出席２時間にカウントします。   （遅刻は５分以内です） 

＊美術Ⅰ･Ⅱを受講している生徒に限ります。     ＊書道Ⅰ･Ⅱを受講している生徒に限ります。   

                                    ＊材料費（250円）が必要です。   

                   （担当：佐藤健）                    （担当：工藤） 

         申込締め切り 11月２日（木）              申込締め切り 11月６日（月）    

 

 

２  教科書・学習書の無償申請について（事務室より） 

以下の条件を満たしている通信制の生徒には、教科書・学習書購入時の代金を補助（返還）することができま

す。                                

①規定の条件（「定職に就いている」等→『ハンドブック』ｐ.40(４)アのａ～ｇ参照）を満たすこと。 

②それを証明する証明書と申請書（『ハンドブック』様式１・２－１・２－２）を提出すること。 

※秋入学の生徒については、「入学２年目は２年目前期を含む 14単位以上、３年目以降にあっては 28単位以上」

の修得が確認できれば申請することができます。（詳しくは、『ハンドブック』p.40を見てください。） 

申請する生徒は  平成 29年 11月 10日（金）までに事務室へ提出   期限厳守 

 

３  『ハンドブック』スクーリング時間割表の訂正について 

  『ハンドブック』p.47～のスクーリング時間割表について、誤りが数ヶ所ありますので、以下のように訂正し

ておいてください。     

ｐ.50 後期本面１ ３限目 家庭 

      （誤）課程基礎 → （正）家庭基礎 

ｐ.50 後期本面１ ５限目 理科 

      （誤）科学基礎 → （正）化学基礎 

ｐ.51 後期本面５ ２限目 地歴・公民 

      （誤）世界史Ｂ → （正）日本史Ｂ 

ｐ.57 地区面６ ２限目 教室１ 

      （誤）世界史Ｂ → （正）日本史Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 去る９月 24日(日)に、平成 29年度爽風館高校秋季卒業式が定時制・通信制合同で挙行されました。今秋の通信

制課程卒業生は 22名。今回は在校生代表の送辞と、卒業生代表の答辞を紹介します。 

送 辞 

 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。入学から卒業まで本当にお疲れ様でした。今

日、卒業を迎えるみなさんは、それぞれ、いろんな思いで爽風館高校通信制課程に入学されたのだ

と思います。 

 私は、この爽風館高校に入学するにあたって、たくさんの希望を持ちました。みなさんはどうで

しょうか。きっと、私と同様に、様々な希望を持っていたと思います。ぜひ、その時の希望や夢を

忘れないで下さい。 

 仕事や家事に疲れた中で取り組んだレポート、せっかくの休日なのに遊びたいのも我慢して出席

したスクーリング。そんな一つひとつのみなさんの努力、頑張りがあったから、今日を迎えること

ができたのだと思います。そのことを誇りとしてください。 

 みなさんは、この学校で、勉強以外にも様々なことを学べたと思います。ここを卒業して、進学・

就職、いろいろ進む道があると思いますが、爽風館高校通信制で学んだこと、仲間と過ごした日々

を忘れないで下さい。通信制の在校生、先生達みんなで応援します。十一月の文化祭にもぜひ、遊

びに来て下さい。 

 本日は、ご卒業おめでとうございます。 

 平成二十九年九月二十四日 

                          在校生代表 甲斐洸太郎 

 

答 辞 

暑く長かった夏も過ぎ、秋の気配を感じはじめたこの佳き日に、ご来賓の皆様、先生方・保護者

に見守られ、卒業の日を迎えることができました。 

私たちは、それぞれに夢と希望を持ち、この爽風館高校通信制課程に入学し、卒業という目標に

向かってこれまで取り組んできました。卒業の日を迎え、達成感と充実感で満たされた思いを感じ

ています。また、先生方や家族、友人から励まされながら、この日を迎えられたことに感謝の気持

ちでいっぱいです。 

就職していた私にとって、爽風館高校通信制課程を受験し、入学することは、とても不安でした

が、合格発表のときは、一緒に発表を見に行った友達と写メを撮り、喜び合いました。入学式のと

きは、校門前の坂道を、あきらめずに登って登校していけるのか考えたことを、懐かしく思い出し

ます。私のこの日の一歩は、勇気の一歩でした。 

しかし、仕事と通信制課程での学習の両立は、想像していた以上に大変で、提出期限に遅れない

ようにレポートに取り組み、スクーリングに出席し、試験勉強と、どれをとっても仕事をしながら

の私にとってはとてもつらくて涙が出るほどで、あきらめようと何度思ったかわかりません。その

ような時、スクーリングで学校に来ると、がんばっている友達の姿を見ることで、自分自身のあき

らめかけていた気持ちをなんとか立て直すことができました。 

そして爽風館高校通信制課程では、ともに学ぶ仲間のひたむきな姿を見るにつけ、あきらめない

で取り組む力がわいてきました。私に自信と誇りを与えてくれました。 

在校生のみなさんは、爽風館高校での学校生活を実りあるものにしようと取り組んでいることと

思います。私が今、思うことは、自分自身の気持ちを大切にすること、そして、あきらめない気持

ちを持つことが大切だということです。みなさん方、一人ひとりの夢の実現が、爽風館高校にとっ

ても夢のある学校づくりへとつながっていくことと思います。みなさんの頑張りと活躍を期待して

います。 

最後になりましたが、爽風館高校のますますの発展と、本日ご臨席の皆様のご健康とご多幸を祈

念して答辞といたします。 

平成二十九年九月二十四日 

卒業生代表 五郡 信幸 


