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☆前期のスクーリングの機会も残り少なくなってきました。必要出席時数に足りなくなりそうな科目は

ありませんか？ もう一度よく確認しましょう。どうしても出席時間数が足りそうにないときは、「視聴

票」の活用も考えましょう。 

※視聴票の利用については、『ハンドブック』ｐ18,21,22とレポートの表紙をよく読んで下さい。詳

しくは科目担当の先生に相談してください。 

※スクーリング時間数など、学習活動全般について何か相談したい事がありましたら、遠慮なく学校

（ホームルーム担任）まで問い合わせてください。 

１ 学習状況通知票について 

「第３回学習状況通知票」を送ります。もしも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）

まで至急連絡してください。 

① レポートは７月 11日（水）受付分まで、スクーリング及び特活時間は７月 16日（月面６）出席分まで記入

されています。（これ以降到着のレポートも科目によっては記入されている場合があります。） 

② 日時の記入があっても、評価が入力されていない場合があります。これは添削中のレポートです。 

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。すみ

やかに再提出してください。 

④ 「Ｇ評価」は既に単位修得不可の科目で、レポートが提出された場合の評価です。 

⑤ 備考欄に「単位修得不可」と入力されている科目は、下記の㋐または㋑の理由により単位修得も履修も認定

されません。考査（テスト）も受験できません。 

㋐ 提出期限に間に合わなかったレポート（Ｅ評価、または提出期限の過ぎている未提出分を含む）が規定の

枚数を越えた。 

㋑ スクーリングの出席時数が、これから実施されるスクーリング及び視聴票の提出を考慮しても、規定の時

間数にならない。 

  ※㋐ および ㋑ の規定の枚数、規定の時間は『ハンドブック』ｐ21を見てください。 

２ スクーリングの出席時数について ―足りていますか？― 

前期のスクーリングの機会も残り少なくなってきました。必要出席時数に足りない科目はありませんか。もう

一度よく確認しましょう。出席時数が不足する場合は、「視聴票」の活用も考えましょう。 

３ 前期末考査（定期考査）について 

前期末考査に関する連絡「前期末考査の実施について」を同封しています。考査（テスト）に関する大切な内

容が記載されています。必ず読んで、確認しておいてください。考査を実施する科目では、考査を受験しないと

単位修得も履修も認定できません。『ハンドブック』ｐ23～25の「（３）テスト（定期考査）」もよく読んでお

きましょう。 

※最終的な受験資格についての「第４回学習状況通知票」は８月８日(水)発送の予定です。 



※正当な事情により本試験（１Ａ・１Ｂ・２Ａ・２Ｂ）を受験できず、追試験（９月９日実施）を受験希望する

場合は、同封の「追試験受験届」を期日までに提出してください。 

また地区生（18～22組）で、本校（大分市）での受験を希望する場合は、同封の「本校受験届」を期日まで

に提出してください。       

４ レポート・視聴票の最終提出期限について 

   「レポート」及び「視聴票」の最終提出期限は、 ８月１日(水)16：45 学校（本校）必着です。この日ま

でに全てのレポートを提出し、合格しないと考査（テスト）を受けることができません。未提出や再提出のレポ

ートがある人は十分に注意してください。 

５ その他の連絡事項 

① 前期末【秋季：９月 23 日（日）】に卒業を希望する人で、「前期末（秋季）卒業願」を未提出の人は、７

月 30日（月）［必着］までにホームルーム担任に提出してください。 

② 本年度後期（10 月１日）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）［必

着］までに『ハンドブック』様式７をホームルーム担任に提出して下さい。３部制（定時制）課程で実施され

る転入学試験を受験し、合格した場合に転籍が認められます。 

 

 
１ 教育相談の係より 

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されます。皆さんの悩みや困り 

について相談することができます。来校日時は下記の通りです。電話(097-547-7735)での予約もできます。 

担当：堤・大柳 

   ☆スクールカウンセラー矢頭先生      ７月 29日（日）  9:00～15:00 

                        ７月 30日（月） 11:30～13:30 

８月 19日（日）  9:00～15:00   

☆スクールソーシャルワーカー廣野先生   ７月 29日（日）   9:00～15:00  

７月 30日（月）  9:00～15:00 

８月 20日（日)    9:00～15:00 

８月 26日（日）  9:00～15:00 

２ 今回同封している「いじめアンケート」・「夏休みを迎える君たちへ」について 

 ① 「いじめアンケート」提出のお願い 

今回のマンスリーレターに「いじめアンケート」を同封しています。このアンケートは教育委員会からの依 

頼で、本校生徒全員を対象に実施するものです。ご自身の年齢などにこだわらずに回答して、7 月 30 日(月)

までに持参、あるいは郵送で提出してください。 

 なお、いじめに限らず、いろいろな問題で学校生活に悩みを抱いている方は、ホームルーム担任や身近な先 

生方、またはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの先生方に遠慮せずに相談してください。 

② 「夏休みを迎える君たちへ」と夏季の生活について 

 ネットをめぐるトラブルが年齢に関係なく発生しています。スマホやパソコンなどでネットを利用する場合 

にはくれぐれも注意を払いましょう。トラブルにあったときには、配布したプリントの連絡先、家族・学校に 

相談しましょう。ひとりで抱え込んでも、解決にはつながりません。 

 また、夏はいろいろな地区で様々なイベントが催されますが、特に夜間に行われる花火大会などについては、 

18歳未満のみなさんは外出時間に気をつけましょう。条例で、午後 11時から午前４時まで外出禁止と定めら 

れています。 

なお、18歳以上の方が、18歳未満の知り合いと接するときには健全育成を心に留めておいてください。 

③ 平成 30年度秋季卒業式について 

９月 23日(日)午前 10時より、本校アリーナ１で定時制（３部制）卒業生と合同で行います。 

  卒業予定のみなさんには、後日出欠届と案内をそれぞれ別便で郵送します。詳細日程はそちらで確認してくだ

さい。なお、卒業式への出席は任意です。 

 



３ 人権に関する作品の募集について 

   募集作品  ： 差別をなくす人権標語・人権ポスタ－ 

   テ － マ  :  「人権を守り、差別をなくす」ことに関すること 

   内    容  :   ① 差別をなくす人権標語（応募用紙は郵送済み） 

          ② 人権ポスタ－（Ａ３以上でＡ２以下） 

   校内締切 ：   ８月 27日（月・前期考査２Ａ）まで                    担当：弓 

４ 忘れ物について 

  ・朱色の眼鏡ケース（中に眼鏡有り）   ５月 14日（月）408教室にて 

・タオル（色は水色と白で植物柄）    ７月 ２日（月）411教室にて 

以上、２点が忘れ物として届いています。心当たりのある生徒さんは職員室の生徒育成部長（望月）まで。 

 

 

卒業予定者のみなさんへ  

 

『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 進路について、でき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。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？ 卒業の見込みが立たないと進学や就職に必要な書類の作成、その他の出願

のための手続きが取れません。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 進路説明会を下記の日程で開催します。（集会としては最後となります。） 

◎日程  ８月 19日（日・前期考査１Ａ）７限 本校・地区 （開催教室は当日朝に掲示板で案内） 

     ８月 20日（月・前期考査１Ｂ）７限 本校のみ  （開催教室は当日朝に掲示板で案内） 

◎内容  【進学】 指定校推薦・公募制推薦について、校内応募のために必要な書類の作成及び提出期限、 

並びに小論文・面接などの指導について説明します。個別の相談にも応じます。 

     【就職】 履歴書の書き方、個別の相談です。 

 

１ 就職予定者へ 

① 公務員受験を希望するみなさんへ 

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・面接等への早め

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。 

② 学校斡旋（あっせん）による就職を希望するみなさんへ 

  ・7月 1日（日）よりさまざまな企業から本校に求人票が届いています。就職希望者は、求人票の詳細を閲覧

してください。「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」を利用して応募する生徒は、地域や職種別に検索するこ

とができます。いずれの求人も学校や個人のパソコン、スマートフォンなどから閲覧することができますので、

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およ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支援課就職担当

者（清武）に求人検索を依頼してください。                          

  ・受けたい企業があれば必ずホームルーム担任を通して「就職志望申込書」をもらい、書類を作成してくださ 

い。「就職志望申込書」には志望理由として意欲と熱意を書く欄があります。早めに取り組み、完成したらホ 

ームルーム担任に速やかに提出してください。８月１日（水）までに受付した求人票について、校内申込締切 

は８月３日（金）になっていますので、上記の手順に従って、計画的に進めてください。 

※８月19日（日）までに受付けた求人票について、８月21日（火）に校内申込みを締め切ります。 

                                                           【進路支援課 就職担当：清武】  
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２ 進学希望者へ 

① 卒業予定者で指定校推薦を希望するみなさんへ 

７月29日（日）より、「登録する（学校からの情報提供を希望する）」とした生徒の皆さんには指定校一覧 

を配付し、募集を開始しますので、希望者は注意しておいてください。指定校推薦の受験希望者は、ホームル

ーム担任へ申し出てください。 

② 大学入試センター試験の受験を希望するみなさんへ 

   大学入試センター試験については、爽風館高校から一括して出願します。個人では出願できません。進路支 

援課進学担当（岩本）に受験希望の旨を伝えていない生徒は、７月末日までに届け出をしてください。 

また、９月上旬に大学入試センター試験についての説明を行い、受験案内（願書）を配付しますので、受験 

希望者はマンスリーレター８月号に注意をしておいてください。 

③ ＡＯ入試・推薦入試での大学受験を希望するみなさんへ                 

大学・短大・専門学校から案内が来ています。本校１階玄関右側に、大学や専門学校などのパンフレットが 

置かれているので自由に持ち帰ってかまいません。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っ

たり、その大学や専門学校への出願要件となったりする場合もあります。志望校が決まり次第、参加してくだ

さい。その際、案内や各種情報は本校HPの進路のコーナーや各校のホームページを見てください。   

                                      【進路支援課 進学担当：岩本】 

指定校・公募制推薦入試、大学入試センター試験の出願を考えている生徒は、 

説明会までにホームルーム担任に相談しておきましょう。 

また、各大学などのオープンキャンパスにも積極的に参加しましょう。 

 

 
１ 図書館より 

① 校内読書感想文コンクール・読書感想画を募集します 

読書感想文コンクールについては同封したプリントにまとめていますので参考にしてください。読書感想画

については図書館係（佐藤）におたずねください。たくさんの応募をお待ちしています。                     

提出期限は 10月１日（月）です。 

② 図書館ボランティアについて 

本校でのスクーリング日の放課後、午後４時頃まで図書館内外で活動します。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。生徒が手作りする図書館便りの『Wing Egg』の作成や図書館

内外の飾り付け、書籍の pop表示などを行います。前々回のスクーリング日の活動では、七夕用の笹竹の飾り

付けを行いました。本をあまり読まない人の登録・参加も大歓迎です。 

③ 「おすすめの本」の原稿について 

図書館便り『Wing Egg』や図書館報『爽風』、学校の Facebookなどで、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、pop用の紹介文も募集しています。 

 詳しくは図書館司書まで 

２ 事務室よりお知らせとお願い 

① 高等学校等就学支援金受給者は「収入状況申告書」及び課税証明書等を提出してください。 

   未提出者は、７月 25日（水）までに爽風館高校事務室まで必ず提出してください。（郵送可） 

  「収入状況申告書」及び課税証明書などの提出がない場合、受講料を支払わなければいけません。必ず提出す

るよう、お願いします。 
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 ② 大分県高校生等奨学給付金について 

   大分県では、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が非課税である世帯を対象に、「高校生等奨学給付

金」制度を創設しています。今年の７月１日現在通信制に在学する高校生１人あたり、生活保護受給世帯は年

間 32,300円、生活保護受給世帯以外は年間 36,500円が支給されます。保護者が大分県内に住所を有している

ことなどの条件もあります。 

高等学校等就学支援金の「収入状況申告書」を提出した生徒で該当になると思われる生徒には、申請書など

を郵送していますが、該当すると思われる場合は、事務室まで問い合わせください。 

 

校長先生より 

皆さんこんにちは！ 

マンスリーレターの７月号に向けて、校長の私から一つ話題を

提供します。校長室に観葉植物のモンステラを置いています。モ

ンステラとはモンスター(怪物)の語源であるラテン語「モンスト

ラム」が名前の由来だそうです。イメージは何となくわかる気が

しますね。サトイモ科の多年草なんですが、穴が開いた葉っぱか

ら差し込む光の様子から、ハワイではこの葉が希望の光を導くと

もいわれているようです。 

校長室のモンステラは元々３枚葉だったのですが、１枚枯れて

２枚になっておりました。それが、６月 27日ごろに茎が割れて、

新たな芽(葉)が出てきました。とても幸せな気分になりましたの

で、皆さんに報告します。次回、３枚葉になったモンステラを報

告できることを楽しみにしています。 

 

 校長先生が植物の話題を提供してくださったので、マンスリーレター編集担当者からは植物に関するクイズを一

つ出題します。 

 問題です。アフリカのナミブ砂漠などに分布するある植物は、ちょっと変わった和名を持っています。さて、そ

れは何でしょうか。次の中から選んでください。 

   ① 破天荒  ② 奇妙奇天烈  ③ 前代未聞  ④ 奇想天外  ⑤ 摩訶不思議 

 ちなみにこの植物は砂漠という過酷な環境の中で 1000年以上生きるとされ、中には 2000年以上生きている可能

性のある個体も存在するとか……。日本国内では京都府立植物園で見ることができるらしいですよ。 

 正解は次回マンスリーレターで……!? 

 

これです!! たくさんの葉があるように見えますが、 

実はたった２枚の葉が成長するにつれ裂けていき、こんな姿になるそうです。 


