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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、特活時間の出席状況等、重要な記載事項があります。必ず確認してください。不明な点がある場

合や、疑問が生じたときは学校まですぐに連絡してください。連絡が遅くなると対応に時間がかかることや、訂正

自体ができないこともあります。 

 

１．後期第２回学習状況通知票について 

   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 11月８日（水）受付け分までの評価を入力しています。 

（一部の科目で 11月８日(水)受付け分までの評価が入っていない場合があります。ご了承ください。） 

・スクーリングの記録は 11月 12日（地区面３）までの出席状況を入力しています。 

・特別活動の記録は 11月 12日（地区面３）までの出席状況を入力しています。 

 ※学習状況通知票のレポート欄に日付が記入されているのに、評価（Ａ～Ｅまたは再）が未記入の場合がありま

す。これは受付けは済んでいますが、現在添削中のレポートです。 

 

２．「総合学習Ⅰ～Ⅲ」・「体育１～４」のレポートについて 

  「総合学習Ⅰ～Ⅲ」および「体育１～４」のレポートの最終提出期限は 12月６日(水)(消印有効)です。   

他の科目の最終提出期限とは異なりますので、注意してください。再提出のレポートも、この日までに合格し

なかった場合は単位修得不可となります。 

 

３．レポート・視聴票の最終提出期限について 

  レポート・視聴票の最終提出期限は平成 30 年１月９日（火）午後４時 45 分学校（本校）必着で

す。特に再提出（Ｆ評価）、未提出のレポートには十分注意してください。 

 

４．年末・年始の休業日について 

  12月 29日（金）～１月３日（水）は年末・年始の休業日につき、学校（校舎）は閉鎖されています。従って、

学校にレポート・視聴票を持参しても、職員室横の「レポート提出ポスト」に投函することはできません。また、

事務室横の郵便受けに入れると提出自体が無効になります。 

  なお、年末・年始は郵便配達業務が混雑し、郵便物が遅配される可能性があります。特に 12月 20日（水）提

出期限のレポートは早めに提出する等、各自で対応をとりましょう。レポートは提出期限の１ヶ月前から受付け

ています。 

 

 



５．提出されたレポートの不備について 

 提出されたレポートに不備がある場合があります。提出する前にもう一度下記の①～⑤をチェックしましょう。  

①返信用(「自分行きおもて」)の切手は必要です。所定の位置に 15円分を貼りましょう。 

②バーコードシールを貼りましょう。 

③必要事項 「自分行き おもて」側に（郵便番号・住所・氏名）を記入しましょう。 

            「学校行き おもて」側に（氏名・組・学籍番号）を記入しましょう。 

④｢山折り｣「谷折り」を確認し、「学校行き おもて」が見えるように正しく折りましょう。 

⑤ホッチキス（ステープラー）で指定している位置の２ヶ所をとめましょう。 

  ※返信用の切手を貼らずに提出した生徒は、学校で立て替えていますので、ホームルーム担任に切手代金（切手

での支払いも可）を必ず払ってください。 

 

６．視聴票の活用について 

  本校スクーリング及び地区スクーリング（県南）が、台風による荒天のために中止になりました。新たにスク

ーリング出席計画を立てても時間数が不足しそうな場合は、「視聴票」の利用も考えましょう。詳細については、

レポート綴りの表紙や『ハンドブック』p.18,21,22を読んでください。 

 ※視聴票が認められていない科目もあります。 

 

７．連絡事項 

⑴ 『ハンドブック』スクーリング時間割表の訂正について 

   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（県北） ２限目 教室１ 

      （誤）世界史Ｂ 

       （正）日本史Ｂ 

 

⑵ 本校３部制課程（定時制課程）へ転籍を希望する生徒へ（該当する場合） 

     来年度から本校３部制課程（定時制課程）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「転籍願」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。 

  ※３部制課程（定時制課程）は、通信制課程とルールや規定が大きく異なっています。十分に理解の上、転籍

願を提出してください。 

 

⑶ 学校外での学習による単位認定について（該当する場合） 

   爽風館高校以外での学習を、本校通信制課程の単位として認めることができる制度があります。主なものと

しては下記の①・②があります。 

  ①技能審査（例 「日本漢字能力検定」２級合格、「実用英語技能検定」準２級合格 等） 

   ②高等学校卒業程度認定試験（科目合格も含む） 

   詳しいことは『ハンドブック』p.10～p.12に書かれています。単位の認定を申請する場合には、定められた

用紙(『ハンドブック』様式 10-2,10-3)を堤出してください。 

 提出期限：平成 30年１月 19日（金）必着 

 

 ※「高等学校卒業程度認定試験」の単位認定の手続きについて 

  単位の認定には、『ハンドブック』様式 10-3と文部科学省が交付する「科目合格証明書」（高認の受験案内○Ｂ 

「科目合格証明書交付願」を文部科学省に提出）の両方が必要です。証明書発行に関する申請は各自で行いま

す。詳しくは高認の「受験案内」を読んでください。なお、この証明書は、本校で単位認定のための証明書に

なります。大学や専門学校等の受験に必要な証明書は、別に申請が必要です。 

 



 
生徒会より 

１．第 7回爽風祭 coming soon !! 

11月 23日（木）勤労感謝の日に開催します。是非、参加してください !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ．生徒会役員選挙について 

生徒会役員立候補者を受付け中です。立候補予定者（希望者）は望月まで連絡をお願いします。ちなみに、選 

挙管理委員も受付け中です。よろしくお願いします。 

 

３ ．スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー来校日について 

  スクールカウンセラー（矢頭先生）、スクールソーシャルワーカー（廣野先生）が来校します。気軽に相談室へ

どうぞ。事前予約もできます。097－547－7735（担当：堤、佐藤直子） 

  ☆ＳＣ  矢頭先生  11月 19日（日）  9：00～15：00  20日（月） 11:30～13:30 

  ☆ＳＳＷ 廣野先生  11月 19日（日）・20日（月）・23日（木）・30日（木） 9：00～15：00 

 

４．学校のホームページ(ＨＰ)、携帯サイトの登録・閲覧をしていますか？ 

10月は２週連続して台風の襲来があり、本校スクーリング・県南地区スクーリングが中止になりました。しか

し、本校スクーリングには中止を知らずに登校した生徒が少なからずいました。気象状況によってはスクーリン

グが中止になることがあります。その心配がある場合は、本校通信制課程のＨＰ等で必ず実施の有無を確認しま

しょう。スクーリングの日の朝 7時までには情報をアップします。 

 

 

 

 

 

 

生徒のみなさ～ん 

11月 23日（水）勤労感謝の日は第７回爽風祭です！ 

ぜひ、来てくださ～い。みんなで、楽しみましょう！ 

通信制生徒会 

通信制生徒会・実行委員一同 

豪華お楽しみ抽選会 

もあります！ 



 
キャリアデザイン課より  

１．キャリアガイダンス講演会について               

実施日：平成 29年 11月 19日（本面 4の 3限）   

11月 20日（月面 4の 3限）                                

内  容： 社会で働くうえで知っておくべき権利等、今働いている人・これから働く人のため

のワークルールについての講演会。 

※特別活動１時間となります。(県北・久大・県南地区では開催しません。) 

２．平成３０年度「受講ガイダンス」のお知らせ 

  来年度の受講登録に関する説明会を下記日程で開催します。来年度の科目選択で疑問や不明な

点がある生徒はぜひ参加しましょう。 

実施日：＜第５回スクーリング＞ 本 面 12月  3日７限 

月 面 12月  4日７限 

                     地区面 12月 10日７限  

＜第６回スクーリング＞ 本 面 12月 17日３限 

月 面 12月 18日３限 

場 所：本面＝306教室、月面＝会議室、地区＝別途 

対象者：平成 30年度受講登録予定者＜※平成 29年度卒業者は不可＞ 

       ※特別活動１時間となります。 

３．キャリアガイダンス②のお知らせ＜本年度卒業生対象＞ 

本年度の卒業生を対象にキャリアガイダンスを下記日程で開催します。 

実施日：＜第５回スクーリング＞ 本 面 12月  3日７限 

月 面 12月  4日７限 

                     地区面 12月 10日７限 

＜第６回スクーリング＞ 本 面 12月 17日３限 

月 面 12月 18日３限 

場 所：本面、月面、地区面とも別途指示します。 

対象者：卒業後の社会人としての基礎知識を身につけたいと考える方 

      平成 29年度卒業予定者のみ（※特活時間１時間カウントします!!） 

 

進学係より  

⑴ 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） 

出願には高校発行の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「調査

書・推薦書作成願」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、余裕をもってホームルーム担任に依頼しましょう。 

⑵ 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） 

ホームルーム担任または進路支援課へ相談してください。                担当：大野 
就職係より 

 

 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。      （担当：清武） 

 



 
話題その１ 

 平成 29年９月 24日（日）、22名が本校通信制課程での学びを終えて秋季卒業式を迎えました。卒業生一人ひと

りが新たな生活への一歩を踏み出しました。その約一週間後の 10月２日（月）、21 名の新入生を迎え、平成 29年

度秋季入学式が挙行されました。秋季転編入生を合わせた 50名の「178生」の皆さん、爽風館高校通信制課程での

新たな生活にはもう慣れましたか？スクーリングやレポート提出等についてまだ不慣れで、分からないことや不安

なことがあれば、先生方に遠慮なく質問してください。 

 さて、と言うことで秋季入学式から早１ヶ月以上経過しましたが、今回は秋季入学式での「新入生誓いの言葉」

を紹介します。 

 

   誓いの言葉 

 爽やかな秋風を、まるで応援してくれているかのように感じながら、私たち二十一名は、本日入

学の許可をいただきました。 

 校長先生をはじめ、諸先生方のあたたかい励ましのお言葉をしっかりと受け止め、勉学に励む所

存です。 

 現在、私は社会人として勤務しています。勤務を続けていくうちに、上級の役職に就くための資

格の重要性に気づき、入学を希望しました。 

 私たちの入学に至るいきさつは様々ですが、この爽風館高等学校で、自らの可能性に再チャレン

ジし、「自新自律 至誠協働」の校訓のもと、爽風館高等学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、実

りある学校生活を送ることを、ここに誓います。 

平成二十九年十月二日 

 新入生代表 篠﨑 正 

 

話題その２ 

 去る 10月 20日（金）、大分工業高校にて「第 62回大分県高等学校定時制通信制生活体験発表大会」が開催され、

本校通信制課程からは３組の倉富花楓さんが出場しました。県下定時制・通信制それぞれの学校を代表して５名の

生徒が出場し、倉富さんは５番目の発表でした。題は「爽風館高校に入学して」。 

 審査の結果、倉富さんは優良賞、全国大会への出場権を得る最優秀賞には本校定時制（３部制）の生徒が選ばれ

ました。 

 大会当日、引率者として会場で参観していた望月先生によると、「他の出場者は会場を見学したり、同じ学校の生

徒と話をしたりしていましたが、彼女は時間いっぱいまで原稿に目を通し、本番をイメージして覚えていました。

発表する時も動じた雰囲気もなく大きな声で、抑揚をつけて自分の言葉で発表していました。――かえって引率し

ていた私が緊張していました。――終わってから、ほっとしたのかもしれませんが、話しかけるとすがすがしい笑

顔で対応してくれたのがとても印象的でした。」とのことでした。倉富さん、お疲れ様でした。 

    

   時間いっぱい原稿に目を通す倉富さん               表彰式後の１枚です  


