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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６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６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 10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 10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。これは受付け済みですが、現在添削中のレポートです。 

２．「総合学習Ⅰ～Ⅲ」・「総合探究Ⅰ」・「体育１～４」のレポートについて 

  「総合学習Ⅰ～Ⅲ」および「総合探究Ⅰ」・「体育１～４」のレポートの最終提出期限は 12月４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令和２年１月７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の項目についてチェ

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、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「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：令和２年１月 17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 28 日(土)～１月４日(土)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 18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 9回爽風祭 coming soon !! 

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

午前中の生徒会企画では、グループで楽しむ「みんなで塗り絵」を企画しています。 

お楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒のみなさ～ん 

11月 23日（土）勤労感謝の日は第９回爽風祭です！ 

今年のテーマは 「En10y (エンジョイ)」 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（スポーツ教室、パソコン教室、調理教室、ゲーム大会）について 

申し込みをした人は、イベントごとの連絡「イベント参加申込者へ」を ML に同封しています。申し込ん

だにも関わらず用紙が入っていない人は、ホームルーム担任または担当(佐藤直子)まで連絡をください。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 スポーツ教室 参加者の準備物 

  服装は体育のスクーリング時と同じです。運動靴(学校周辺を歩きます）、体育館シューズ、水分、タオル

が必要です。 

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。よろしくお願いします。 

 

 
  

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 ＜第４回スクーリング＞  本面・月面  11月17・18日 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 １・２日 ７限   

地 区 面  12月    ８日 ７限     

                ＜第６回スクーリング＞  本面・月面  12月 15・16日 ３限   

        対象者  令和２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 １・２日 ７限   

地 区 面  12月   ８日 ７限     

                ＜第６回スクーリング＞  本面・月面  12月 15・16日 ３限   

        対象者  本年度卒業予定者のみ 

 

 

☆国際交流員のキム先生（韓国）が講演されました☆ 

 本面２(10 月 20 日)の４限目と放課後、キム・ジナ先生に韓国の文化や慣習、ハ

ングルなどについてわかりやすく講演していただきました。 

 キム先生は現在大分県庁の職員で、本来日曜日は勤務日ではありませんが、爽風

館高校通信制のためにわざわざ来ていただきました。本当にありがとうございまし

た。そして最初に日本語がとても流暢なのに驚きました。 

 韓国については勉強していましたが、今回の内容は知らない事ばかりでたいへん

興味深かったです。見た目もとてもよく似ている日本人と韓国人ですが、細かなマ

ナーなど違っているところがあるのだなぁと思いました。 

 

キャリアデザイン課より 



←  韓国の冬は非常に厳しく、昔は冬の食べ物を確保するため

に、保存食として発酵食品の「キムチ」が発達してきました。日

本の京都や東北地方で「漬物」が発達したのに少し似ていますね。 

 左の写真は、キム先生の親戚の家にみんなが集まって、数百個

の白菜を丁寧に処理している様子を写したものです。韓国には

300 種類を超える様々なキムチがあって、各家庭でそれぞれの味

を工夫しています。材料は秋に収穫される白菜が主ですが、大根

やキュウリ、ネギなども使われます。 

 キムチと言うと赤くて辛いイメージがありますが、赤くない「白

キムチ」や、スープのような「水キムチ」などもあります。 

 

← 韓国料理(上)と日本料理(下）はとてもよく似ています。小

鉢がたくさんあって、食器の比較的大きいフランス料理などの西

欧料理とは違いますね。 

 しかし、韓国料理では「箸」とともに「さじ(スプーン）」が重

要な働きをします。「さじが無ければ韓国料理を食べることができ

ない。」とさえ言われているそうです。 

 日本料理では箸を横向きに置きますが、韓国料理では「縦向き」

に置くのが正しいマナーです。材質もほとんどが金属製(主にステ

ンレス)で、けっこう重いと言っていました。 

 

 

 

 

  ← 韓国料理の種類は多く、「世界７大料理」とも言われていま

す。韓国の人は誕生日には必ず「わかめスープ」を食べます。ド

ラマや映画でも、わかめスープを食べるシーンが当然のように出

てきます。わかめには鉄分が多く含まれていて、出産した女性の

栄養補給として食べられています。 

 日本では土用の丑の日には「うなぎ」を食べますが、韓国では

「伏日」と言って「サムゲタン」を食べます。スープには様々な

漢方薬が入っていて、栄養価が非常に高いです。暑い時に熱いス

ープを飲んで、汗をかいて酷暑を乗り切るという習慣です。 

 

 ← 韓国の高校の標準的な校時表です。７限目までは普通の授業

で、８～９限目は補充授業として主に国語や数学、外国語を学び

ます。韓国では昼食だけでなく夕食も給食があって、生徒は学校

で食べます。夕食後の自習時間は教室または自習室で学習します

が、教員がしっかり目を光らせているので私語などはできません。 

この校時表は 21 時ま

でになっていますが、こ

の後、希望者は深夜 12

時まで残ってさらに自習

します。 

 

 

 

 



☆第 64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!! 

 毎年開催されているこの大会、本年度は日田市にある日田高校体育館を会場に、10 月 11 日(金)の午後開催され

ました。最初に基準弁論が行われ、その後、大分県内の定時制・通信制の高校４校から選ばれた５名の代表生徒が

発表しました。本校からは２名の生徒が大会に臨み、定時制課程１年生の松尾聖羅さんが「月光」を、通信制課程

の常盤詩織さんが「女子高生『とわ氏』」をそれぞれ発表しました。審査の結果、松尾さんは最優秀賞、常盤さんは

優秀賞に輝き、11 月 17 日(日)に東京の六本木で開催される全国大会に、大分県代表として両名とも出場すること

になりました。 

 松尾聖羅さんの「月光」と題する体験発表は、中学時代のつらい経験から立ち直っていく自分の姿を伝えるもの 

でした。精神的にも身体的にも限界に近い状態まで追い込まれていたときの帰宅途中、久しぶりにふと見上げた空

に浮かぶ月の美しさに感動し、泣き崩れたその日を境に変わっていく自分の姿を発表しました。主題の「月光」が

一貫しており素晴らしい発表でした。常盤詩織さんの「女子高生『とわ氏』」は、一度は高校に入学したものの次第

に登校できなくなり、苦悶するなか爽風館高校と出合い、失いかけていた青春を取り戻していくという体験を発表

したものでした。どちらも聴衆に勇気と感動を与えてくれる素晴らしい発表でした。 

 両名の体験発表は全国大会でも多くの聴衆に勇気と感動を与えるものと確信しています。全国大会出場おめでと

うございます。                                   副校長 鹿島正隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

       発表する常盤さん             表彰式後の一枚です 

 

☆爽風館高校創立 10周年記念式典が挙行されました。 

 平成 22年４月、碩信高校・大分中央高校、別府鶴見丘高校定時制を発展的に統合し、上野の丘に開校した我が校

の創立 10周年記念式典が、去る 11月８日(金)大勢のご来賓ごの方々が臨席の下に挙行されました。 

 式典に先立ち、記念テーマと記念シンボルマークそれぞれの考案者が校

長先生より披露されました。記念式典では校長先生の式辞、大分県教育委

員会あいさつ、実行委員長あいさつ、来賓祝辞、生徒代表あいさつと続き、

厳粛な雰囲気の中で進んでいきました。通信制生徒代表あいさつは、生徒

会長の阿南裕希さんが務めてくれました。生徒会長としての思いなどが込

められた、とても素晴らしいあいさ

つでした。  

 次の記念講演では沖縄県出身の池

間哲郎さんを講師にお招きし、「懸命

に生きる人々～日本人こそ学んで欲しい～」と題してお話ししていただきまし

た。講師の池間さんは、映像制作会社を経営し、現役カメラマンとしてご活躍

する一方で、沖縄大学では国際ボランティア論を教え、ＮＰＯ法人アジアチャ

イルドサポート代表理事を務める等、ご多忙な日々を過ごしていらっしゃいま

す。講演では多くのスライドや動画を示しながら、タイ・ミャンマー・ラオス等、東南アジア諸国での学校建設や

井戸の掘削といったボランティア活動の様子を中心にお話ししてくださいました。貧困ゆえにゴミ山の中でお金に

換えられるものを探して生きている子どもたちや、戦時中に埋められた地雷、ばら撒かれたクラスター爆弾によっ

て手や足を失った子どもたち等々。そして、懸命に生きている子どもたちに多くのことを教えられたと池間さんは

おっしゃっていました。 

いつでも綺麗な水が飲めること、学校で勉強できること、飢えに苦しまないこと、そんな私たちにとって当たり

前と思えるようなことが、当たり前ではない現実が今も世界には多くあるのだということを知りました。「私の夢は



大人になるまで生きることです。」――この言葉の裏には苛酷な現実があるんですね。毎日大量の食品ロスが出るこ

の国って、どうなんでしょうか？池間さんのお話をたびたび頷きながら聞いている生徒もいました。この講演会に

触発され、将来自分も何らかの形で国際貢献したいと思った人も少なからずいたことでしょう。 

 記念講演の後は休憩を挟んで記念発表会。まず初めは通信制８組の田中

なずなさんによる独唱。ミュージカル女優を目指して活動中の田中さんは、

昨年開催された国民文化祭・障がい者芸術文化祭のオープニングステージ

で主役を務め、その様子等がマスコミでも紹介されました。「赤毛のアン」

や「小公子セディ」等、これまで多くの舞台に立ち、夢の実現に向けて頑

張っています。 

今回の記念発表では平原綾香さんの「ジュピター」を独唱、素晴らしい

歌声を披露し、会場を魅了しました。時間の関係もあり１曲だけでしたが、

もっと聴きたかったという声が多くありました。 

次に通信制 18組の常盤詩織さんによる生活体験発表。タイトルは「女子高生『とわ氏』」。校内に明るい笑い声を

響かせながら、夢の実現に向け、大学進学を目指して頑張っている様子を

発表しました。常盤さんは書道部部長、生徒会執行委員としても精力的に

活動中です。今月 17日(日)、東京都港区の六本木ヒルズで開催される、第

67 回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会に大分県代表とし

て出場します。大勢の聴衆を前に緊張するでしょう。緊張するなというの

が無理です。まず深呼吸して心を落ち着け、それから自分の思いをしっか

り伝えてください。誰もができるという訳ではない、貴重な体験ですよ!! 

また、23日(土)に開催される第９回爽風祭に向けて準備にも追われてい

るのではないでしょうか。頑張ってくださいね。でも、無理しすぎないよ

うに。 

 そして記念発表会を締めくくったのは、今年の３月本校定時制課程を卒業し、現在はジャズトランぺッターとし

て活動している枝次竜明さん率いるトリオのライブ演奏でした。枝次さんは本校在学中より大分、神戸、大阪、京

都、福岡等、全国各地で精力的にライブを行い、プロ奏者とのライブセッションやサポート演奏も数多く経験して

きました。また、卒業までの一年間はテレビ西日本の密着取材を受け、『ドキュメント九州』という番組でも紹介さ

れました。発表会当日は素晴らしい演奏で会場を魅了し、最後は私たちにも馴染みのあるアニメ「ルパン三世」の

テーマ曲を、ジャズバージョンにアレンジしたものを披露してくれました。 

                               

 こうして、爽風館高校は 10周年という節目を迎えました。通信制生徒会長の阿南裕希さんは、生徒代表あいさつ

の中で、生徒会長としての自分の目標は「誰もが笑顔になれる学校を作る」ことと言いました。そして、「今、私た

ちが取り組んでいる姿を他の在校生が見て、『誰もが笑顔になれる学校を作る』という思いが広がり、それが次へと

繋がって、よりよい学校へなっていくことを願っています。」と。 

この先、20周年、30周年へと思いを繋げていきたいですね。 

 

 


