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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７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７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 11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 11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５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31年１月８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．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。 

 



５．連絡事項 

⑴ 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 30年 12月 17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。 

⑵ 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 31年１月 18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。 

⑶ 年末・年始の休業日について 

  12 月 29 日(土)～１月３日(木)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 19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。 

 

 
１．生徒会より 

⑴ 第８回爽風祭 coming soon !! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒のみなさ～ん 

11月 23日（金）勤労感謝の日は第８回爽風祭です！ 

今年のテーマは 「楽しければ O.K.です」 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・実行委員一同 

豪華お楽しみ抽選会 

もあります！ 



 ①午後のイベント（スポーツ大会、パソコン教室、調理教室、ゲーム大会）について 

  申し込んだ人は、全員参加できます。ゲーム大会（将棋、オセロ、トランプ）は、申し込みをしていなくても、当

日参加ができます。 

 ②スポーツ大会 参加者の準備物 

  スポーツのできる服装、体育館シューズ（体育のスクーリング時と同じです。） 

 ③調理教室 参加者の準備物 

  エプロン、靴下（会場のフードデザイン室は靴を脱ぎます。） 

⑵ 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(申し込み用紙が同封されています)。立候補予定者(希望者)は佐藤直子

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。 

２．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、大柳) 

   ☆ＳＣ  矢頭先生  11月 18日(日)  9：00～15：00  19日(月) 11:30～13:30 

   ☆ＳＳＷ 廣野先生  11月 19日(月)・23日(金)・29日(木)     9:00～15:00 

 

 
キャリアデザイン課より   

１．キャリアガイダンス① 

現在働いている人や、これから働く人のための知っておかなくてはならない権利等ワークルールについての講

演会です。（特別活動１時間） 

    実施日 平成30年11月18日（本面４・３限）・19日（月面４・３限） 

※県北・久大・県南地区では開催しません。 

    対象者 全生徒 

２．受講ガイダンス 

  ３月に行われる受講登録に向けて、科目選択の考え方や受講登録関係書類の見方、作成方法について説明しま

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。（特別活動１時間） 

        実施日  ＜第５回スクーリング＞  本面・月面  12月 ２・３日 ７限   

地 区 面  12月     ９日 ７限     

                ＜第６回スクーリング＞  本面・月面  12月 16・17日 ３限   

        対象者  平成 3１年度受講登録予定者（本年度卒業予定者は不可） 

３．キャリアガイダンス② 

社会人になるために必要な事柄（求められる姿、自覚、働くこと等）について考えます。（特別活動１時間） 

        実施日  ＜第５回スクーリング＞  本面・月面  12月 ２･３日 ７限 

地 区 面  12月   ９日 ７限     

                ＜第６回スクーリング＞  本面・月面  12月16・17日 ３限     

      対象者  本年度卒業予定者のみ 

進学係より  

１．一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。 

２．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：岩本 
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） 



 

 第 63 回大分県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会が開

催されました!! 

 去る 10月 19日(金)の午後、本校アリーナ１を会場にして第 63回大分県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表

大会が開催されました。大会は基準弁論の後、県下定時制・通信制それぞれの学校を代表して、４名の発表があり

ました。また、来賓の他、県下定時制・通信制の各高校より、聴衆として多くの生徒・教職員が参加し、一人ひと

りの体験発表に耳を傾けていました。本校通信制からは 10組の真鍋ハマ子さんが出場し、「七十三才の女子高生」

という題で発表しました。発表では、真鍋さんがこれまで歩んで来られた人生、高校入学への思い、そして今、高

校生として学んでいることへの思い等が語られました。 

全ての発表が終わり、審査結果発表の前に審査委員長の岩尾栄次先生より講評がありました。先生は講評の中で、

真鍋さんの発表に対しては、ドイツ出身のアメリカの詩人サミュエル・ウルマンの、「青春とは人生のある時期を言

うのではなく、心の持ち方を言う」という言葉が引用されていましたが、発表を拝聴した多くの聴衆もそう思った

ことでしょう。 

当日は各メディアも取材に入っていましたが、ＯＢＳの夕方のニュースでもこの大会の様子が取りあげられてお

り、真鍋さんの発表する映像・音声とともに、「爽風館高校通信制真鍋ハマ子さんの『七十三才の女子高生』は多く

の共感を得ていた」といったことがアナウンスされていました。 

審査の結果、真鍋さんは優良賞、全国大会への出場権を得る最優秀賞には、「つながって」という題で発表した本

校定時制(３部制)の平瀬智明さんが選ばれました。本校定時制(３部制)から２年連続全国大会出場という結果にな

りました。平瀬さんには大分県代表として、また爽風館高校で学ぶ者の代表として、全国大会でも頑張ってほしい

ですね。 

真鍋さん、お疲れ様でした。そして、心に響く発表を有り難うございました。また、聴衆として参加された生徒

のみなさんもお疲れ様でした。 

 

      

     真鍋さんの発表の様子です               堂々と発表していらっしゃいます  

 

 最後に、今回の審査結果を紹介しておきます。 

   最優秀賞  「つながって」                             爽風館高校定時制    平瀬  智明 さん 

   優 秀 賞  「痛みや優しさを実感できるゲームを作りたい」 大分工業高校定時制  永居  流聖 さん 

   優 良 賞  「七十三才の女子高生」                     爽風館高校通信制    真鍋ハマ子 さん 

   優 良 賞  「今までの私、今からの私」                  日田高校定時制       山下  郁音 さん 

   基準弁論賞 「世界とちっぽけな悩み」                    爽風館高校定時制    山下  乃依 さん 

 

以上でした。 

 



校長先生より～モンステラ生長記２～ 

皆さんこんにちは！ これまで２回のマンスリーレターで、校長室に置いてある観葉植物「モンステラ」の話題を

提供してきました。８月号では２枚葉が３枚葉になったことを喜びとともに報告できましたが、この３～４ヶ月で、

何と５枚葉までに成長しました。よほどこの爽風館高校の環境が合っていたんだと思います。 

２年半前、この鉢植えを手に入れたときには最大３枚葉であり、特に昨年 10月頃には１枚枯れて２枚葉となって

寂しく思っていたところですから、本当に驚いています。全体にバランスが良くなったと感じています。爽風館高

校は、次年度創立 10周年を迎えますが、この成長がそれを待ちわびているかのようにも感じています。 

さて、本年度は残り半年を切ってしまいましたが、それぞれ単位修得、卒業に向けて、このモンステラのように

目一杯咲き誇れるよう頑張りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ６月 28日(木)                    ７月 12日(木)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ９月３日(月)                    10月 22日(月) 

               

校長室のモンステラは順調に生長しているようですね。 

 

さて、これから秋が深まるにつれ、紅葉の名所は観光客や行楽客で賑わうことでしょう。あるサイトによると、

大分県内の「人気紅葉名所ランキング」は、 

１ 深耶馬溪(中津市)      ２ くじゅう連山(竹田市)  ３ 裏耶馬渓(中津市)  

４ 岡城阯(竹田市)       ５ ことといの里(日田市)  ６ 白馬渓(臼杵市)   

７ 文殊仙寺・岩戸耶馬(国東市) ８ 由布岳(由布市)     ９ 九酔渓(玖珠郡九重町)   

10 陽目渓谷(竹田市) 

だそうです。しかしこの他にも、藤河内渓谷(佐伯市)や用作公園(豊後大野市)など、紅葉の名所はまだまだたくさ

んあります。たまには紅葉の名所をゆっくり散策し、移り行く季節を味わいたいものですね。 

   

 

 


