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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」を送付します。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９日(水)受付分まで、スクーリング・特活時間は６月 14 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１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 19 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』ｐ.33 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』ｐ.35 のエ「学校推薦型選抜とは」、オ「総合型選抜について」の

条件等に注意してください。 

提出期限：７月 26日(月) 学校必着です！ 

   



※前期末(秋季)卒業希望者の「総合探究Ⅰ～Ⅲ」の扱いについて 

 「総合探究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７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「総合探究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。    

  「総合探究」 前期スクーリング予定 

                本校面接  ６月 27日(日)  ７月 11日(日) 

                月曜面接  ６月 28日(月)  ７月 12日(月) 

                地区面接  ７月 ４日(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 12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に転籍が認められますが、事前に

『ハンドブック』様式７の提出が必要になります。        提出期限：７月 12日(月) 学校必着です！ 

 

 
１ 令和３年度大分県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与事業によるお知らせ 

募集人員  定時制・通信制併せて５名(応募者多数の場合、校内で選考となります) 

提出期限  第一次募集 ６月 30日(水)  

第二次募集 ９月 30日(木) 

支 給 額  月額 14,000円 

支給期間  最大４年間(休学期間等は休止できる) 

返還義務  卒業した時は返還免除 

       修学奨励金を取り消された場合は、６ヶ月以内 

応募要件  ① 継続して収入を得る職業に就いていること(アルバイト可)。 

       ② 経済的理由により就学が困難な者で、生徒及び保護者などの所得が規則で定める額以下で

あること。 

生徒本人所得 103万円以下 

保護者所得  所得税課税対象とならない額の 195/100 

(保護者の扶養者数の数によって変化する) 

         ③ 独立行政法人日本学生支援機構及び大分県奨学会の奨学生でないこと。 

         ④ ４年以内に卒業する学習計画を立て、年間 18単位以上の単位数を履修していること。 

         ⑤ 広域通信制課程に在学する者は、大分県内に住所を有すること。 

   ※希望者はホームルーム担任まで申し出をお願いします。不明な点は事務室の木村まで問い合わせ下さい。 

２ 令和３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。生徒代表の発表を聞いて、「明日の自分」に活かしてみませ

んか？ 

   日  時：７月 11日(日) ３限 

        ７月 12日(月) ３限  ※前日のビデオを視聴します。 

   出席時間：「特別活動」１時間  または 

「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。  

３ 生徒会より 

① 第 11回爽風祭について 

第 11回爽風祭を 11月 3日(水：文化の日)に開催します。爽風祭に向けて個人展示作品の第一次募集を行い

ます。申し込み用紙はマンスリーレター６月号に同封します。 

また、生徒会執行委員と一緒になって、生徒会企画やお祭り広場での催し物を企画・運営する爽風祭実行委

員も募集しています。希望者は生徒会担当まで。高校生活を一緒に楽しみませんか？    

担当：佐藤直子・弓・大野・杉田 



② 生徒総会について 

   令和３年度生徒総会が、６月 27 日(日)本校面接５の４限に開催されます。年に１度の開催で、今年度の生

徒会活動方針や活動予算、学校への要望などについて審議されます。多くの生徒さんの参加をお待ちしていま

す。なお、６月 28日(月)月曜面接５の４限は生徒総会の報告となります。 

出席については特別活動１時間にカウントされます。が、27 日・28 日の両日とも出席しても、１時間にし

かカウントされません。注意してください。 

４ 奨学金係より 

  日本学生支援機構の奨学金を申し込んでいる生徒で、必要書類をまだ提出していない生徒は、７月２日(金) 

    までに必ず提出してください。                             担当：弓 

５ 新型コロナウイルス感染防止対策について   

  学校内においても、下記対策を引き続きお願いします。また、熱中症対策など体調管理に努めましょう。 

  【感染防止の強化】 

    ①屋内では不織布マスクを着用 

    ②密になる場所ではマスクの２枚重ね（不織布マスクの上に布やウレタンマスクを） 

    ③屋外では布やウレタンマスクのみも可 

    ④マスクを着用して、かつ、距離もとる 

    ⑤マスクを着用して、かつ、接触を短時間で済ませる（会食・会話も可能な限り短く） 

  【基本的な感染防止対策】 

    ①入念な手洗いや咳エチケット励行 

    ②正しいマスクの着用 

    ③フィジカルディスタンスの確保など「３密」の回避 

    ④新しい生活様式の実践 

   ※登校時には必ず検温して、37.5℃以上ある場合は登校を控えてください。 

    

       
１ 「進路説明会②」について 
     ・地区面接  ６月 20日(日) ７限 (県北・久大・県南)  

   ・本校面接  ６月 27日(日)  ７限  

   ・月曜面接  ６月 28日(月) ７限  

「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、本校面接４・月曜面接４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。 

   ※ 本校面接４・月曜面接４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 

 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(木)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。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため企業説明会が中止されました。しかし、自宅やスマートフォン 

から視聴できる「高校生等向けオンライン企業説明会」が実施されています。就職登録生にはチラシを同封して 

いますので確認してください。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。 

６月末までにはハローワークよりパスワードが届きます。その後の手続きになります。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。  

 ※就職に関する情報は「進路説明会②」で説明します。就職希望者は必ず出席しましょう。 

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。 

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 進学担当：岩本 、就職担当：坂本】 

 

 

☆保健体育科からの連絡【保健の登録者に連絡します】 

保健の単位修得のためには、レポート 3 枚の合格とスクーリング 1 時間以上の出席が必要です。その 2

つをクリアしたら期末考査を受けることができます。過去に単位修得不可となった方の中で最も多かった理

由が、「１時間だからいつでもいいやと思い、スクーリングの出席を忘れてしまいました」「気づいたら本

校でのスクーリングが終了していました」等々様々な事情があったようです。そこで、スクーリング日時の

最終日をご案内します。 

本校 【本面５】６月 27日（日）1限 【月面５】６月 28日（月）6限 

   ★【木面５】７月 1日（木）3限（木面登録者のみ受講可能） 

地区 【県北４】６月 20日（日）3限 【久大５】７月 4日（日）4限 【県南５】７月 4日（日）4限 

家庭や仕事の都合を調整し、出席時間数のクリアを目指してください。 

 

☆第 55回大分県高等学校定時制通信制体育大会結果報告 

6月 6日(日)に、昭和電工武道スポーツセンターで第 55回大分県高等学校定時制通信制体育大会が開催され, 

本校通信制からは卓球とバドミントンに 8名の選手が出場しました。主な大会結果は以下の通りです。                           

卓 球    女子シングルス 優勝  渡邉  典子さん（22組） ※全国大会出場 

バトミントン 男子シングルス 優勝  酒井 佑介さん（３組） ※全国大会出場   

           ※優勝おめでとうございます。全国大会でのご活躍を期待しています。 

出場選手、そして応援・観覧という形で参加した一般生徒の皆さん、本当にお疲れ様でした。     

 


