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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/ 

 

  

１ 「学習状況通知票」について 

「第２回学習状況通知票」を送ります。記載内容に間違いや不明な点があれば、学校（ホームルーム担任）ま

で速やかに連絡してください。また、以下のことに注意してください。 

①レポートは６月 13日（水）受付分まで、スクーリング・特活時間は６月 18日（月面４）出席・参加分まで記

載されています。（この日以降の受付レポートも、科目によっては記載されている場合があります。） 

②「学習状況通知票」のレポート欄に日時の記入がありながら、評価が入力されていない場合があります。これ

は現在添削中のレポートです。（受付はされています。） 

③「再」は再提出が必要なレポートです。このままの状態では不合格で、提出したことにはなりません。速やか

に再提出してください。 

※備考欄に「単位修得不可」と入力されている科目は、提出期限に間に合わなかったレポート（Ｅ評価、または

提出期限が過ぎている未提出レポートを含む。）が規定の枚数を超えています。この科目は単位修得も履修も

認定できません。 

２ レポートの不備について 

    レポートを提出する際には下記の点に注意してください。 

  ①返信用の切手（15円分）とバーコードシールを必ず貼ってください。バーコードシールが無くなった、あるい

は無くなりそうな場合はホームルーム担任に連絡してください。 

  ②郵送で提出する（郵便ポストに投函する）場合は、郵送用の切手も貼ってください。ただし、学校宛ての白い

封筒（＝大分県教育委員会認可の封筒）に入れてまとめて送る場合は、その封筒に切手を貼ってください。レ

ポート一通ごとに郵送用の切手を貼る必要はありません。 

③住所・氏名・組・番・学籍番号を必ず記入してください。 

④レポートは学校行き おもて・学校行き うらが見えるように折ってください。     

⑤ホッチキスで指定された２ヶ所をとめてください。糊やテープではとめないでください。また、業務用や 11

号以上のホッチキス針は使用しないでください。針なしホッチキス（商品名「ハリナックス」等）もレポート

が破損するので使用しないでください。 

  ⑥解答や計算式、感想等を記入するときは鉛筆（またはシャープペンシル）で記入してください。     

３ 前期末(秋季)卒業を希望する皆さんへ（該当する生徒のみ） 

前期末【秋季：９月 23 日（日）】に卒業を希望する生徒で、「前期末（秋季）卒業願」を未提出の人は、期

限内にホームルーム担任に提出してください。この用紙を提出しないと、卒業要件を満たしていても前期末（秋

季）卒業はできません。     

※前期末（秋季）卒業に関しては、『ハンドブック』ｐ33からの「卒業後の進路について」をよく読んでくださ

い。特に進学希望者は、『ハンドブック』ｐ35のエ「推薦入試とは」の条件等に注意してください。 

提出期限：７月 30日（月）学校必着！ 



 

  ※前期末（秋季）卒業希望者の「総合学習Ⅰ～Ⅲ」の扱いについて 

 「総合学習Ⅰ～Ⅲ」は通年科目ですが、前期末（秋季）卒業のためには前期での単位認定が必要です。レポート 

の最終提出期限が７月 11日(水)である点に注意してください。また、スクーリングの必要時間数は、受講して 

いる「総合学習Ⅰ～Ⅲ」の１科目につき１時間以上です。例えばⅡとⅢを受講している場合は２時間、ⅠとⅡと 

Ⅲを受講している場合は３時間必要となります。視聴票は認められないので、出席時間数には十分に注意しま 

しょう。    

  「総合学習」 前期スクーリング予定 

         本校面接  ７月 １日  15日 

         月曜面接  ７月 ２日  16日 

         地区面接  ６月 24日  

４ ３部制（定時制）課程へ転籍を希望する皆さんへ（該当する生徒のみ） 

今年度後期から本校３部制（定時制）課程へ転籍を希望する生徒は、７月 16日（月）までにホームルーム担任

に申し出てください。３部制（定時制）課程で実施される転入学試験に合格した場合、転籍が認められます。な

お、『ハンドブック』様式７の提出も必要です。           提出期限：７月 16日（月）学校必着！ 

５ 『ハンドブック』訂正及び教室変更のお知らせ（重要！） 

  以下の６箇所について訂正があります。生徒の皆さんは注意してください。 

   ○ｐ55 ：  ７月16日「月面６・１限・地理Ｂ」  ～ ４０９教室 → 会議室 

７月16日「月面６・４限・倫理」   ～ ４０９教室  → 会議室 

          ７月16日「月面６・４限・日本史Ｂ」 ～ 会議室   → ４０９教室 

          ７月30日「月面７・５限・倫理」   ～ ４０９教室 → 会議室 

           ７月30日「月面７・５限・日本史Ｂ」 ～ 会議室     → ４０９教室 

          ７月30日「月面７・６限・政治経済」 ～ ４０９教室 → 会議室 

 

 

１ 奨学金係より 

  先日、日本学生支援機構の募集要項を受け取りに来た生徒は、提出書類を６月 29 日（金）までに提出してく

ださい。提出書類は『申し込みのてびき』の６ページをよくみておいてください。 

校内締め切りは６月 29日（金）です。                             担当：弓 

２ 平成３０年度生活体験発表会について 

  今年度の生活体験発表会を下記の予定で行います。代表生徒の発表を聴いて、「明日の自分」に活かしてみませ 

んか？ 

   日  時：平成 30年 7月 15日(日)３限 

平成 30年 7月 16日(月)３限（※前日のビデオを視聴します。） 

   場  所：会議室 

   取り扱い：出席した場合、「特別活動」１時間か、「国語総合･国語表現･現代文Ｂ･漢字研究」のうちいずれ

かのスクーリング１時間の出席時間になります。 

３ 健康診断結果について 

  ４月 26 日（木）に健康診断を行いましたが、その結果については、病院受診をした方が良いと思われる人、

または再検査対象者のみにお知らせをしますので、ご了承ください。 

４ 生徒会より 

第８回爽風祭について 

第８回爽風祭を 11月 23日（金：勤労感謝の日）に開催します。爽風祭に向けて、個人作品・ステージ発表の

第一次募集を行います。申し込み用紙をマンスリーレター６月号で郵送します。「我こそは」と思われる方の応募

を待っています！また、生徒会企画やお祭り広場を生徒会執行委員と一緒に行う爽風祭実行委員も募集していま

す。高校生活を一緒に楽しみませんか？希望者は担当まで。          担当：佐藤直子、加藤、大柳 



生徒総会について 

  生徒総会が７月１日（日）本校面接５の４限にアリーナ１で行われます。年に１回の開催です。多くの生徒さ

んの参加をお待ちしています。（特別活動１時間にカウント） 

なお、７月２日（月）月曜面接５の４限は生徒総会の報告となります。（特別活動１時間にカウント） 

 

 

１ 「進路説明会②」について 
     ・本校面接  ７月１日(日) ７限   

   ・月曜面接  ７月２日(月) ７限 

    ・地区面接  ７月８日(日) ７限（県北・久大・県南）    

「進路説明会②」は進学・就職に分かれて実施します。特に今年度卒業予定で、進学または学校斡旋による就 

職を希望する生徒は必ず出席してください。今年度卒業予定でない生徒も、参加しておくと早めの準備につな

がると思います。また、６月に本校で行われた「進路説明会②」に参加したが、進学・就職の両方の説明を聞

きたいという場合は、出席していない方の説明会に出席できます。ただし、特活時間は２回出席しても「１時

間」にしかならないことに注意しましょう。 

   ※ ６月に本校で実施された「進路説明会②」と内容は同じです。 

    ※ 地区では１回だけの開催となりますので注意してください。 

２ 今年度卒業予定の皆さんへ 

  『進路希望調査及び進学・就職登録願い』を提出しましたか？ 必ずホームルーム担任に提出しましょう!! 

  ①今年度卒業予定の生徒は、出来るだけ早いうちにホームルーム担任に自分の意向を伝えておきましょう。進路 

に必要な書類の作成には時間がかかります。早めの依頼を心がけましょう。 

  ②レポートの提出は順調ですか？推薦に限らず、一般受験でも卒業の見込みが立たないと入試に必要な書類の作 

成等、出願手続きができません。普段からしっかり学習して、確実にレポートを提出しておきましょう。 

３ 「就職予定者」 公務員希望の皆さんへ                

   公務員試験は例年受験倍率も高く、難関になっています。一般教養試験の勉強や適性検査・面接等への準備が 

必要です。なお、公務員試験の出願は学校を経由しません。受験希望者は「募集要項」および「願書」を関係機 

関から自分で取り寄せ、出願書類を期日までに確実に郵送してください。また、今年度の公務員試験の日程は、 

職員室入り口横の掲示板に掲示しています。 

４ 「就職予定者」 学校斡旋（あっせん）による就職を希望する皆さんへ 

   ７月１日（日）から、ハローワークを通じて本校に求人票が送付されてきます。就職希望者はこの時期以降、 

求人票（写し）のファイルが置かれた１Ｆ進路資料室に積極的に足を運び、求人票を１枚１枚ていねいに閲覧し 

てください。また、「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」を利用して応募する生徒も増加しています。これはど 

の学校からでもよいので応募してほしいという求人で、地域別・職種別に検索することができます。学校や個人 

のパソコン、スマートフォン等から閲覧できますので、希望者は事前に「『高卒就職情報 WEB提供サービス』利 

用のためのログインＩＤ及びパスワード発行願い」をホームルーム担任に提出して下さい。学校で閲覧する場合 

はホームルーム担任または進路担当者に求人検索を依頼してください。   【進路支援課 就職担当：清武】                       

５ 「進学予定者」 指定校推薦を希望する皆さんへ 

    ７月末に指定校一覧表を開示し、希望者を募ります。早めに問い合わせや相談をしてください。 

    【進路支援課 進学担当：岩本】 

６ 「進学予定者」 体験入学（オープンキャンパス）が始まっています！ 

   大学・短大・専門学校・看護学校等から体験入学（オープンキャンパス）の案内が届いています。ＡＯ入試や 

推薦入試での受験を考えている生徒は、志望校が決まり次第参加をしてください。（オープンキャンパスへの参加 

が校内の出願審査条件になる場合や、その大学等への出願要件となる場合もあります。）なお、オープンキャンパ 

スの案内や各種情報は、本校ホームページの進路コーナーや各学校のホームページを見てください。 

  ※高校を通じて申込みが必要な学校があります。注意してください。 

例：看護医療系の専門学校・大分大学・大分県立芸術文化短期大学 等 

 



７ 『進路指導通信』（Ｎｏ．１）を発行しています！ 

  今年度も進路に関する情報を『進路指導通信』で発信します。重要な内容が記載されていますので、今年度卒 

業予定生はもちろんですが、そうではない生徒もしっかり目を通して下さい。進路に関する相談はいつでも受け 

付けていますので、気軽に声をかけて下さい。      【進路支援課 就職担当：清武 、進学担当：岩本】 

 

 

１ 図書館ボランティアと「おすすめの本」の原稿を募集しています。 

①図書館ボランティア 

  スクーリング日の放課後、午後４時頃まで図書館内で活動します。図書館ボランティアに登録したからと言っ

て、毎回の参加義務はありません。図書館便りの作成や図書館内の飾り付け（ｐｏｐ）等を行います。できる

範囲で自由に活動できます。 

②「おすすめの本」の原稿 

  生徒だけで企画し作成する図書館便り『Wing Egg』で、みなさんのお気に入りの作家やおすすめの本を紹介し

てみませんか。手書きの原稿をそのまま掲載することも、デジタルに変更して掲載することも自由に選べます。

同時に『Wing Egg』用のイラストも募集しています。 詳しくは図書館司書まで。 

２ 事務室よりお知らせ 

①受講料(就学支援金申請)について 

 

    平成 26年度以降の入学生で、就学支援金の受給認定を受けた生徒に、「高等学校等就学支援金『②収 

入状況届出書』」の用紙を別途送付しています（緑色の窓あき封筒です）。必ず提出しなければならないの 

で、早めに提出してください。 

    (新たに就学支援金の受給申請を希望する生徒は、事務室までご連絡ください。) 

 

※未提出の場合には受講料を現金で納付してもらうこととなります。ご注意ください。  

     

提出物：①高等学校等就学支援金「②収入状況届出書」 

        ②平成 30年度課税証明書(親権者２人分)  

提出期限 平成 30年７月５日(木)まで    担当：羽田野(事務室) 

 

②受講料免除について 

 

本校に４年を超えて在学（前籍校を含む）している生徒、及び就学支援金の支給期間が満了し、現在受 

講料を納入していただいている生徒で、平成 30年度授業料減免基準を満たした場合、受講料の免除が出来 

ます。該当すると思われる生徒は、事務室まで申し出てください。    

申出期限 平成 30年７月２日(月)まで    担当：羽田野(事務室) 

 

定通体育大会の結果 

６月 10日（日）に開催された、第 52回大分県高等学校定時制通信制体育大会の結果を簡単にお知らせします。 

 卓 球                       バドミントン 

〇男子団体 決勝  爽風館（通）１―３府内     〇女子シングルス（２名出場） 

〇女子団体 決勝  爽風館（通）０―３日田（定）    第１位・第２位 

〇男子シングルス（５名出場）        

  第１位・ベスト８（３名）・ベスト 16        

〇女子シングルス（２名出場）             ※赤字の入賞者が全国大会へ出場します。全国大会              

  第３位・ベスト８                  でも持てる力を存分に発揮し、頑張ってください。 


