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いよいよ後期の学習がスタートしました。改めて以下の点を確認し、学習活動に取り組みましょう｡「単位の修得」

は、１通１通のレポートの作成と１時間ごとのスクーリングの出席の積み重ねです。努力は必ず実ります。 

１ 後期の学習について 

  本校は前後期制の学校です。前後期科目の場合、前期の成績(前期分のレポート提出状況や前期のスクーリン 

グ出席時間等)に関係なく後期分の学習ができます。半期科目(後期)も学習ができます。 

  ただし、通年科目は下記のようになります。 

 ・前期で単位修得不可になった → この科目の後期の学習活動はできません。 

 ・前期で単位修得不可ではない →  この科目の後期の学習活動はできます。スクーリング出席時間数は、前期

分と後期分の合計が必要時間数以上になることが必要です。 

２ 後期第１回学習状況通知票を送ります 

  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・特別活動への出席状況等、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 

あったり、疑問が生じたりしたときはすぐに学校まで連絡してください。連絡が遅くなると対応に時間がかかっ 

たり、訂正自体ができなかったりすることもあります。 

   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 10月 16日(水)受付分までの評価を入力しています。 

・スクーリングの記録は 10月 21日(月面２)までの出席を入力しています。 

・特別活動の記録は 10月 21日(月面２)までの出席を入力しています。 

 ※今年度秋季(令和元年 10月)入学(転入学・編入学を含みます)の生徒には、「学習状況通知票の見方」を同封 

しています。それぞれの項目の説明を記入していますので確認してください。学習状況通知票の見方が分から 

ない場合は、学校(ホームルーム担任)まで遠慮なく連絡してください。 

 ※特別活動の必要時数は、新入学の生徒は全員 30時間です。転入学・編入学の生徒については、前籍校での在 

籍期間や欠席日数によって、個人ごとに必要時間が異なります。特に令和２年３月の卒業を希望する場合は、 

特別活動の時間に認定される学校行事が限られていますので、十分に留意してください。なお、卒業予定者に 

ついては、「受講ガイダンス」と「受講登録」は特別活動の時間には含まれません。詳しくは『ハンドブック』

ｐ.31の下の表で確認してください。 

※前籍校の事情により、今年度秋季転・編入生の特別活動の記録欄の「卒業までの必要時数」が

未入力になっています。皆さんにはご迷惑をおかけしますが、この項目に関しては 11 月 13 日

（水）発送予定の「第２回学習状況通知票」にてお知らせします。特に今年度末に卒業を予定

している生徒は、上記記述事項に従って、時間数不足にならないよう、積極的に出席時間の確

保を心掛けてください。 
３ レポートの受付は提出期限の１ヶ月前からです 

提出期限の１ヶ月よりも前に出されたレポートは受付できません。一度返却します。期日を確認してから再 

度提出しましょう。なお、学習状況通知票には「再」と記載されます。 



  ただし、「体育１～４」と「総合学習Ⅰ～Ⅲ」「総合探究Ⅰ」は、レポートが１枚しかないのでいつでも(た

だし 12月４日まで)受付をします。(現在も受付中です。)        注：提出期限は 12月４日(水)です。 

４ 切手の貼り忘れに注意してください 

  切手の貼り忘れや、貼る場所を間違えないように気をつけましょう。繰り返し切手を貼っていない生徒には、 

レポートを返却しないこともあります｡また、バーコードシールを貼ることや、氏名・学籍番号・組・出席番号・ 

住所等を記入することも忘れないでください。学校宛ての封筒に入れてまとめて送るときも、返信用切手はそれ 

ぞれのレポートに貼ることが必要です。また、それぞれのレポートをホッチキスでとめてください。 

５ スクーリングの日程・出席必要時間数を確認して、出席の計画を立てましょう 

『ハンドブック』p.47～p.48の学習活動記録表に、自分の学習状況を記録しておきましょう。また、スクーリ

ング時に配付されたプリント等は、年度末(令和２年３月末)まで保管しておきましょう。 

  仕事やアルバイト等でどうしてもスクーリングに参加できそうにない場合には、早めに「視聴票」の利用も考 

えておきましょう。詳しくは『ハンドブック』ｐ.18・p.21・p.22を見てください。 

 ※後期のスクーリング実施日や後期末考査の日程等は決まっていて変更はありません。働いている人は、シフト 

を組む主任や店長、マネージャー等の役職の人に、スクーリング日や試験日を事前に知らせて、シフトを入れ 

ないように依頼しておきましょう。 

 ＜特に注意してください！＞ 

①後期の最終提出期限(レポートおよび視聴票)は１月７日(火)16時45分学校(本校)必着です！これ以降に届い

たもの(提出されたもの)は無効になります。 

②ただし、「体育１～４」と「総合学習Ⅰ～Ⅲ」「総合探究Ⅰ」のレポート最終提出期限は 12月４日(水)消印 

有効です！ 

  ③「特別活動への出席時間数が 30時間以上」も卒業に必要な条件です。クリアできるように計画的に特活行事 

等に出席しましょう。特別活動については『ハンドブック』ｐ.29・p.31を見てください。 

 ＜連絡事項＞ 

⑴ 爽風館高校３部制(定時制)課程へ転籍を希望する生徒へ(該当する生徒) 

来年度から本校３部制(定時制)課程へ転籍を希望する生徒は、令和元年 12月 16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を提出してください。３部制(定時制)課程で実施される転入学試験を受験

し、合格した場合に限り転籍が認められます。 

⑵ 半期科目について 

   「陶芸」・「家庭基礎」・「社会と情報」・「実用文書」は「半期」科目です。半期科目は前期または後期 

のどちらかを受講する科目です。前期で受講した人は、後期の受講もレポートもありません。 

 

 
１ 生徒会より 

⑴ 令和２年度の生徒会役員選挙を公示します。 

生徒会役員に立候補したい生徒は、届け出用紙(９月前期末成績発送時に郵送済み)に必要事項を記入して提

出または郵送してください。届け出用紙をなくした生徒は職員室 佐藤直子まで。 

また、選挙管理委員も併せて募集しています。ご協力お願いします。 

⑵ 第９回爽風祭【11月 23日(土)】のお知らせ  

①スポーツ教室・パソコン教室・調理教室・ゲーム大会に参加するには、申し込み用紙の提出が必要です。また、

スポーツ教室参加者は体操服・体育館シューズ・運動靴を準備して下さい。ゲーム大会のみ、当日参加及びご

家族と一緒の参加が可能です。 申し込み締め切り：11月 10日(日)必着 

②物品バザーの品物を募集しています。スクーリング時に職員室まで持ってきてください。ご協力をお願いしま

す。(生もの・食品類、使用済みの品を除く) 

③人権講演会に参加した生徒は、必要に応じて総合学習または総合探究１時間の出席にカウントできます。また、

スポーツ教室は体育２時間、パソコン教室は情報科目または商業科目１時間、調理教室は家庭科目１時間の出

席にカウントできます。ただし、特活時間と合計した 1日の総出席時間は６時間です。 

④「家族参加票」は、爽風祭当日に事務室に提出してください。入校証をお渡しします。 



２ 奨学金係より 

 ・阿部育英基金の奨学生の募集が来ています。11月１日(金)必着です。希望する生徒さんは連絡してください。                 

担当：弓 

 

 
就職係より 

⑴ 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。 

  ⑵ 「新規高卒者等就職フェア」について 

    主催する労働局より、「今年度は開催しません」ただし、「個別対応をします」との連絡を受けました。

就職希望者は、担任に申し出るか進路支援課にお問い合わせください。 

                                                                                    (担当：坂本) 

 

進学係より 
⑴ 推薦入試の申し込みについて(各種専門学校、短期大学、四年制大学等の推薦の申し込み) 

願書提出開始日の１ヶ月前までに「申込書１」「申込書２」をホームルーム担任に提出してください。 

⑵ 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) 

出願には高校が発行する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の 

「進学用調査書作成願」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、日程に余 

裕をもって提出して下さい。 

⑶ 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) 

ホームルーム担任と相談の上、指導を受けてください。 

  (4) Ｒ３年度大学入試共通テストを受験予定の生徒へ(現高校２年生) 

       来年度から始まる「大学入試共通テスト」では、外国語の外部試験が導入されます。それに伴い「共通 ID」 

の発行申請をする必要があります。該当生徒は、進路指導室 岩本まで「申込案内」を取りに来てください。 

          共通 ID発行申込期間  【集中申込期間】令和元年 11月 １日(金) ～  11月 14日(木) 

                                   【追加申込期間】令和２年 １月 27日(月) ～  ９月 10日(木) 

                                             (担当：岩本) 
 

 

 

１ 集中スクーリングのお知らせ 

 

集   集中スクーリングのお知らせ 

※すべての講座で申込みが必要です。申込書は、各担当教員のところまで取りに来てください。また、 

申込書は学校ホームページからでも印刷が可能です。 

～美術科～                                     ～書道科～ 

11月 13日(水)  10:30～12:00                   11月１日(金)  9:30～11:30 

大分県立美術館(大分市寿町 2-1)               本校２Ｆ 書道教室 (「篆刻」を実施します) 

現地玄関前集合 10:20  時間厳守        ＊スクーリング出席２時間にカウントします。    

＊スクーリング出席２時間にカウントします。   (遅刻は５分以内です) 

＊美術Ⅰ･Ⅱを受講している生徒に限ります。     ＊書道Ⅰ･Ⅱを受講している生徒に限ります。   

                                    ＊材料費(250円)が必要です。   

                   (担当：佐藤健)                      (担当：工藤) 

         申込締め切り 11月７日(木)                申込締め切り 10月 29日(火)    

 



２ 事務室より 

 【教科書・学習書の無償について】 

  校内締切が 11月８日(金)までとなっていますので、要件に該当する場合は、申請をお願いします。 

  詳細は、『ハンドブック』p.42をご覧下さい。 

 

３ 生活体験発表県大会結果のお知らせ 

  去る 10月 11日(金)、日田高校体育館で令和元年度の大分県定時制通信制生徒生活体験発表会が開催されまし

た。本校通信制からは 18組の常盤詩織さんが出場し、「女子高生『とわ氏』」と題した発表を披露しました。常盤

さん本人は「緊張して早口になった。」とのことでしたが、結果は優秀賞獲得!!おめでとうございました。次は

11月 17日(日)に東京都内で開催される全国大会ですね。肩の力を抜いて、堂々と発表してきてください。 

 

さて、この秋、本校通信制を 13名の生徒が卒業しました。在籍年数も入学した動機も様々だったでしょう。スク

ーリング出席にレポート作成や試験等と、仕事や家事・育児等との兼ね合いに苦労したという人も少なくなかった

のではないでしょうか。一人ひとり努力の甲斐あっての卒業です。卒業生の今後一層の飛躍を祈念し、卒業生代表

答辞を紹介します。 

 

答 辞 

 夏の暑さも和らぎ、朝夕の風に秋の訪れを感じるこの佳き日に、私たち十三名は、無事卒業を迎えることができ

ました。本日は、私たちのために、このような心のこもった式を挙行してくださり、誠にありがとうございます。 

 また、ご多忙の中、ご臨席を賜りましたご来賓の方々、校長先生を始めとした先生方、保護者・在校生の皆様に、

卒業生を代表して心から御礼申し上げます。 

 以前私は、本校三部制に在籍しており、「三年間で卒業しよう。」という目標を持って通学していました。早く単

位を取りたいという思いから、無理をして授業を詰め込みました。しかしその結果、アルバイトと学業の両方に追

われる日々で、体調を崩し、休学することになりました。 

 休学してから一年と少し経った頃、私は、「本当にこのままでいいのだろうか。」と、自問自答を繰り返すように

なりました。「通信制課程の方が私の生活スタイルに合っているのではないか。」と思い、「もう一度学校へ行こう。」

と決意し、昨年の春、編入学という形で爽風館高校通信制課程に入学しました。 

 通信制は三部制とは異なり、毎日通学する必要がないので、初めの頃は先生方との接点が少なく感じました。し

かし、レポート作成に取り組んでいくうちに、先生方の丁寧な添削やメッセージ、解き方に関するアドバイスと、

様々な所でサポートしてくださっていることに、嬉しさを感じました。 

 また、爽風館高校での学校生活は、全てが自分次第だということを、身をもって学ぶことができました。 

 在校生の皆さんは、それぞれいろいろな事情や悩みを抱えながらも、爽風館高校での高校生活を実りあるものに

しようと、取り組まれていることと思います。私が今、思うことは、自分のペースで、自分自身の気持ちや身体を

大切にすること、諦めないこと、もし諦めたり挫折したりしても、また立ち上がる気持ちが大切だ、ということで

す。皆さん一人ひとりが目標や夢を実現し、ご活躍されることをお祈り致します。 

 爽風館高校で身に付けた自己への自信・自律の精神・他者への思いやりを失うことなく、爽風館高校が母校であ

ることに誇りを持ち、私たちはこれからも、それぞれの世界で頑張っていきます。 

 最後になりましたが、今日までご指導くださった先生方、支えてくれた家族や友人、お世話になった全ての方々

に深くお礼を申し上げ、爽風館高校の今後益々のご発展を心からお祈りし、卒業生を代表して答辞と致します。 

令和元年九月二十二日 

卒業生代表   畑中 直美 

   



そして秋季入学。爽風館高校通信制で新たな学びのスタートを切った皆さん、初めのうちは戸惑うことも多いと

思いますが、困ったことがあったりしたら、遠慮なく周りの人に尋ねてください。倦まず焦らず一歩ずつ……。 

以下に校長先生の式辞と新入生代表誓いのことばを紹介します。まずは校長先生の式辞です。 

 

式 辞 

 昨年に比べ今年の夏は猛暑日が少なく、その反面、雨が多く、蒸し暑さがいつまでも続いていたように思います。

度重なる台風の影響であることは間違いないでしょう。10日ほど前に予定されていました本校の秋季卒業式も、台

風 17号により１日延期しての実施ということになりました。ただ、その台風が通り過ぎた後の朝晩の気温には、す

っかり秋の気配を感じられるようになってきました。 

 このような中、大分県定時制通信制教育振興会会長平岩純子様、本校学校評議員是永佑一様をはじめとするご来

賓の皆様、そして保護者の皆様のご臨席を賜り、ここに令和元年度大分県立爽風館高等学校３部制・通信制課程合

同秋季入学式を挙行できますことを、学校を代表いたしまして心から感謝申し上げます。 

 さて、只今、入学を許可いたしました 31名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。爽風館高校、職員一

同、心から歓迎いたします。皆さんは、それぞれの考えや思いを胸に本校の秋季入学をめざし、本校への入学を果

たしました。本校で学びたいと思ったときの決意を、いつまでも大切に持ち続けてほしいと思います。 

 ここで少し本校のことについてお話します。本校は、大分中央高校、碩信高校、別府鶴見丘高校定時制を発展的

に統合し、それまで本県になかった昼間の定時制を擁する３部制と通信制の二課程を核とした全く新しい教育スタ

イルの高校をめざして建学されました。他校にはない本校の特長を紹介しますと、秋季の入学では前期で終了して

しまった教科・科目もありますので、ある程度の制限はありますが、自分で自分の計画に従って教科・科目を主体

的に選択し、時間割を作成していく自由があります。指定の制服はなく、チャイムも鳴りません。通信制課程では、

学習時間や場所を、より自分のやり方、ペースに合った形で進めていくことができます。前身である碩信高校時代

から受け継がれてきた「いつでも、どこでも、誰でも」学習ができるという姿勢が受け継がれているわけです。今

に言うフレックスハイスクールの先駆けであります。これらのことは皆さんが本校で学習していく上での独特の良

さであると自負しております。また、そうであるからこそ本校をめざしたという人も多いと思っています。しかし、

これら多くの自由の裏返しとして、自分の行動に責任を持つ自己管理、責任が求められていることを忘れないでく

ださい。３部制課程においては、自分の選択した教科・科目の授業等にきちんと出席し、評価を受けること。通信

制課程においては、決められたレポートの提出やスクーリングへの参加を外すことができません。これは他校より

厳格に守られています。本校の校訓の一つ、「常に新たな自分であり続け、自分自身の力で明日を切り開いていく」

という「自新自律」は、このことを示していることになります。本校は皆さんに自主性と自律心を備えた人になっ

てほしいと願っています。 

 そんな本校への入学に際しまして、私から皆さんにお伝えしておきたいことがあります。それは、これから皆さ

んが本校での学校生活を送る中で、困難なこと、難しいことに直面することもあるだろうということです。おそら

く想像できる最大の「難」は、「継続する」ということです。様々な心の迷いや事情により、学校に行きたくないと

思うこともあるかもしれません。私が「継続する」ということに関して、日ごろから在校生にお話ししていること

は、「こうしなければならない」という義務感で行動するのではなく、色々なことを「楽しむ」という気持ちで生活

していこうということです。学校で学ぶ授業の内容や学校での友だち、仲間との会話を「楽しむ」ことができれば、

きっといつの間にか継続できているという結果に繋がっていきます。これが「継続する」ということのコツである

と信じております。これから始まる学校生活を大いに楽しんでください。 

さて、私は、先ほど「難」ということに関して述べましたが、それについて解釈を加えておりませんでした。困

難や難しいということは無いに越したことはありません。「難」が無いと書いて「無難」というわけですから……。

ですが、「難」はあってはいけないのかと申しますと、そうではありません。事実、「難」が有ると書いて「有難し」

と読みます。この「有難し」転じて「有難う」という言葉は、感謝の気持ちとして発せられる言葉です。「難」は、

我々を成長させてくれる大きなきっかけとなります。様々な「難」に直面したら、それを乗り越えれば自分は一回

り大きくなれると考え直し、感謝の気持ちすら抱きながら踏ん張ってみましょう。このぐらいの心の余裕を持ちた

いものです。そして、この感謝の気持ちは、本校校訓の二つ目、「他者を思いやり、仲間や家族、地域や社会に感謝

し共に生きていく」という、「至誠協働」にも通ずる体現でもあると思います。ただ、新入生の皆さんに、解決困難

な悩みや問題が生じたときは、決して一人で抱え込まないでください。本校には決まった曜日に勤務していただい

ている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が来てくれています。本校の職員に相談す



ることはもちろん、これらの先生方にも遠慮なく相談していってほしいと思います。 

結びになりますが、本日はご多忙な中、本校秋季入学式にご臨席を賜りましたご来賓の皆様、誠にありがとうご

ざいました。そして新入生の保護者の皆様には重ねて本校入学へのお慶びを申し上げます。誠におめでとうござい

ます。今後とも本校教育活動に対しまして、ご指導、ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げながら式辞といた

します。 

令和元年 10月１日 

大分県立爽風館高等学校   

校 長  江 藤  義 

 

 次に新入生代表誓いのことばを紹介します。 

 

誓いのことば 

 澄み渡る空気が心地よく感じられる今日のこのよき日に、私たちは爽風館高等学校通信制課程の入学式を迎える

こととなりました。 

 本日は、私たちの新たな門出のために、このように盛大な式を催していただき、誠にありがとうございます。 

 新入生二十二名を代表して、心より感謝の気持ちをお伝えするとともに、誓いのことばを述べさせていただきま

す。 

 私たち新入生は、年齢や生活環境も違う中、それぞれの夢や希望を叶えるために、この爽風館高校に入学いたし

ました。 

 私は、一度は高校生活を送ったことがあります。夢と希望を持ち、高校に入学しました。しかし、学校の環境に

なかなか馴染むことができずに、中途退学してしまいました。その後も、自分の夢を諦めきれずにいました。そん

な時、爽風館高校に通信制課程があることを知りました。そこで私は、「この学校で自分の夢を叶えたい。」と強く

思い、入学を決めました。私は、ここ爽風館高校通信制で学んだ後、自分の夢である、臨床検査技師の専門学校へ

進学したいと思っています。 

 通信制は、自分のペースで学習でき、時間をとても有効に使えると思います。ですが、期日を決めて、学習の計

画を立てるのも、すべて自分でしなければなりません。学校生活を送る上で、自分の意志をしっかりと、強く持つ

ことが一番大切なことだと思っています。レポート等で分からないところがあれば、そのままにするのではなく、

自分で調べてみたり、スクーリング等の際に、先生方に教えていただいたりして、分かるまでしっかり取り組みた

いです。 

 この先、自分のペースに合わず、思い通りにならない事もあるかもしれません。しかし、今日のこの気持ちを忘

れず、最後まで諦めずに頑張っていきます。校長先生を始め、諸先生方、そして先輩方、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 私たちはそれぞれ、夢や目標は違いますが、それぞれのペースで頑張っていきます。ここ爽風館高校で、新たな

先生方や仲間たちに出会えることに感謝したいと思います。 

 私たち二十二名は、一人ひとりが夢や目標に向かって、諦めることなく、一歩ずつ歩を進めていくことをここに

お約束し、誓いのことばとさせていただきます。 

  令和元年十月一日 

  新入生代表   宮脇 由希歩 

             


