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「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 29年９月）および春季（平成 30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、４つの卒業要件を満たしていても平成 30 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。 

レポートやスクーリング、特別活動の参加状況が記入されています。レポートの評価は５月 17 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 21 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数が入力されている場合もあります。）もし間違いがあったら、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ヶ月前が受け付け開始日です。この日より前に提出されたレポートは「再提出（Ｆ評価）」となり、

いったん返却します。 

（例） ７月 12日提出期限のレポートの場合、受付は６月 12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。なお、規定枚数は科目によって異なります。『ハンドブック』で確認してください。 

※「体育１～４」・「総合学習Ⅰ～Ⅲ」は、「Ｅ評価」が１枚で単位修得ができなくなります。 

３ 合格したレポート（評価がＡ～Ｄ）は、提出期限日以降の返却になります。 

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

※「再提出（Ｆ評価）」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。 

 ③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、住所や電話番号等が変

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。もよりの郵便局に連絡することも推奨していま

す。 

 

☆前期末での卒業（秋卒業）を希望する皆さんへ 

同封の「前期末卒業願」を提出してください。 提出期限は７月 31日(月)必着です。 

※遅れると前期末での卒業ができなくなるので、なるべく７月 17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』P７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)の面接指導実施日は、『ハンドブック』P2-3 の「平成 29 年度行事予

定表」を見てください。 

前期、後期とも予定表の木曜日、応用面①……応用面⑥です。 

時間割は以下の通りです。                                

 

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 

①各科目90分間で実施し、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。 

 

☆レポート観点別評価について 

組 

 

 

 

番号  

 

氏名 

 

 

 

観点別評価 

➀ ② ③ ④ 

最終評価  Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ（再提出） 添削者      

 
  今年度からレポートに「観点別評価」を記入するようになりました。各科目のレポート綴りの表紙に記載されて

いる観点別評価規準に基づいて、下記のように 「☆～× 」が記入されます。 

 

 ※学習状況通知票には最終評価（Ａ～Ｅ，再）のみ記載されます。 

 

 

 

内     容 観点別評価 内     容 観点別評価 

規準を大幅に上回る ☆ 規準をやや下回る △ 

規準を上回る ◎ 規準に満たない × 

規準と同程度 ○ 



                                                
１ 定時制通信制体育大会について 

6月 11日（日）大分県立総合体育館   大分市青葉町 1番地         

一般生徒受付 9：00 大分県立総合体育館玄関前 

  定時制通信制体育大会が開催されます。本校通信制は卓球・バドミントンの２種目に出場予定です。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、遅刻して直接各競技会場に行ったりした場合は、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。 

  ※補助員・出場選手の集合時間は、係・部顧問より連絡します。 

〈出席確認〉 

①出席カードを受付（総合体育館玄関前 ２階）で配布します。 

9:00配布予定  名札で本人確認をします。黄色の腕章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） 

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〉 

種    目 会         場 開  始  時  間 

開  会  式 大分県立総合体育館 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 

 

〈会場周辺地図〉 

 



〈選手のみなさんへ〉 

①部顧問の先生と集合時間・場所・準備物などの打ち合わせをしてください。 

②当日は時間に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など、健康管理には十分に気を

つけてください。 

③全国大会の出場権を獲得できるように頑張ってください。 

２ 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：今年度卒業予定で、大学等への進学を希望する生徒さん  

   ※奨学金の貸与を希望する生徒さんは、各自でパソコンの事前手続きが必要となります。早めに募集要項を

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：６月 30日（金）                    担当：弓    

３ 生徒指導課より～校内生活について～ 

①喫煙およびゴミの放置 

校舎内及び周辺アパートの階段・民家の敷地内において、喫煙の形跡やゴミの放置があったことから先生方 

による校舎内外の巡回を行っています。また、学校健康法より県内の教育施設においては敷地内禁煙となっ

ていますので指導対象になる行為はやめましょう。 

②多目的トイレ 

多目的トイレには、「優先されるべき方が利用しやすくするため」の特有のマナーがあります。身体に障害な 

どある方が、不自由なく使用できることを目的に設置されており、優先して使用するトイレなのです。複数

の生徒が入って鍵をかけているのをよく見かけます。本当に使いたい人が使える環境を整えておきましょう。 

③駐車 

本校でのスクーリングについては、自家用車の乗り入れは許可車以外禁止となっています。（※地区は可） 

上記①・②・③の行為がみられましたのでルールやマナーを守り、道徳心を持って学校生活を送りましょう。 

４ 「心と体の健康について」ＨＲＡについて 

 日 時  ５月 28日（日）本面３ ６限目  

５月 29日（月）月面３ ６限目  ※特活時間１時間 

 場 所  会議室 

 内 容  スクールカウンセラーの矢頭先生から、ストレス対処法等についてお話をしていただけます。

よりよい学校生活が送れるように、自分の心と体に向き合ってみましょう。 

 

 
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。（卒業予定者以外には送付していません。）   

提出期限 ６月９日（金） 

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ください。また、第２回の日程も下記に示します。第２回は進学・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４日（日）６限  －進路について（概略）－ 

第２回   ７月９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ください。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 18日（日）６限  －進学・就職について－ 

第３回   ７月 ２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 19日（月）６限  －進学・就職について－ 

    第３回   ７月 ３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も

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・【大野】に申し出てください。 

②爽風館高校通信制課程のホームページに、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。 

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【大野】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 30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。） 

  詳細は、爽風館高校通信制課程のホームページに記載しています。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【大野】まで連絡ください。 

名    称 場    所 日    時 

大学・短期大学説明会 大分市 トキハ会館５Ｆ ６/13   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 「ビジネス基礎」受講生へ 

【重要】第 3回レポート訂正箇所について 

   訂正箇所があります。レポート作成の際に気をつけてください。 

             〈誤〉           〈正〉 

【８】問２  ①に関して             ②に関して 

問い合わせなどは、担当：陣まで 

 

 

 

 

 

 

 



 平成 29年度が始まって間もなく２ヶ月が過ぎようとしています。街行く人たちの装いにも、季節の移り変わりを

感じますね。この春から爽風館高校通信制での学びをスタートさせた皆さん、新しい環境には慣れましたか？まだ

まだ戸惑うところはあるかもしれませんね。 

 さて、今回は去る４月 16日（日）挙行された春季入学式の、「新入生誓いの言葉」をご本人の了解のもと、ここ

に紹介します。「初心忘るべからず」、一人ひとりがそれぞれの思いを大切に、学校生活を送ってください。 

 

   新入生宣誓 

 暖かい日差しの中、晴れて大分県立爽風館高等学校通信制課程に入学いたしました、一〇

六名を代表いたしまして、誓いの言葉を述べさせていただきます。 

 私たち新入生は、年齢など、その生活環境は異なります。 

 私が、爽風館高校通信制を志望した理由は、自らの将来の夢への活動と学業とを両立させた

いと考えたからです。 

 私の将来の夢は、ミュージカル女優になることです。私は、小学校四年生から大分県内外で、

オーディションを受けたり、舞台に出演したりといったことを続けてきました。舞台稽古やツアー公演が

始まると、学業との両立が難しいことが今までの経験からわかりました。中学校三年生になって、将

来の夢への活動と学業とを両立できる高校を探し、爽風館高校通信制課程を知り、受験を決意し

ました。 

 高校を卒業するまで、将来の夢への活動と学業とを両立させることは並大抵のことではありません。 

 しかし、両立をさせる努力を続けていくことこそが、将来への大きな糧になると思います。私たち新入

生は、それぞれ夢や希望は異なりますが、誰でもが私と同じような気持ちで、今、ここにいます。私た

ちは、今後、自らが決めた志を忘れることなく、自己管理をしっかり行い、進んでいく覚悟です。 

 最後になりましたが、これからお世話になります先生方、先輩方、私たち新入生を温かい目で見

守り、ご指導くださいますよう、よろしくお願いします。 

平成二十九年四月十六日 

新入生代表 田中なずな 


