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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 14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 19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 19日(月面２)までの出席を入力しています。 

 ※今年度秋季(令和２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３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。 

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～Ⅲ」は、レポートが１枚しかないのでいつでも

(ただし 12月２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２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３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５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～Ⅲ」のレポート最終提出期限は 12月２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＞ 

(1) 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２年 12月 14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。 

(2) 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。 

 (3) 『ハンドブック』の訂正について(重要) 

   p.24 後期テストの表について 

     Ａテスト科目 「保健体育：体育１～４」 → Ｂテスト科目 

     Ｂテスト科目 「公民：現代社会」    → Ａテスト科目 

 

 
季節は次第に秋らしくなってきました。体調維持に努めながら後期を乗り切りましょう。 

１ 学校生活について 

⑴ スクーリングに出席する前に、時間割や使用教室等をホワイトボードや電光掲示板で必ず確認しましょう。 

⑵ 校内では名札を必ず着用してください。(忘れた場合は職員室で仮名札を発行してもらってください。) 

⑶ 車での送迎については、本校事務室前ロータリー内での速やかな乗降をお願いします。ロータリー内での駐

車や、周辺道路での駐停車はしないでください。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

⑷ 昨今の学校を取り巻く環境の変化によって、学校敷地内は全面禁煙区域となっています。様々な事情を鑑み、

今まで喫煙できていたところでもできなくなるので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

２ 定時制通信制体育大会について 

11月 14日(土)  於：昭和電工武道スポーツセンター多目的競技場 (大分市大字横尾 1351番地)         

一般生徒出席カード   配布 9：30～10：00  回収 12：00～12：30 

カード配布・回収場所  多目的競技場２階 爽風館高校通信制応援席 

   



定時制通信制体育大会が開催されます。今年度の開会式は実施せず、各競技のみの実施となります。本校通信

制は卓球・バドミントンの２種目に出場予定です。会場での応援・観覧に参加した場

合、特別活動時間２時間の出席になります。ご家族と一緒に観覧することもできます。

みなさんで大会を盛り上げていきましょう。なお、多目的競技場内では、マスクの着

用をお願いします。自家用車で来る場合は、大分スポーツ公園 E駐車場を利用してく

ださい。 

  ※大会に出場する部活動生の集合時間・集合場所は各部顧問より連絡します。 

〈出席確認〉 

・名札・バーコードシール・筆記用具を持参してください。 

 ・下記の時間のみ、配布、回収を行います。 

 カード配布 カード回収 出席時間数 

時 間 場 所 時 間 場 所 特 活 体 育 

① 9:30～10:00 通信制 応援席 12:00～12:30 通信制 応援席 2時間  

出 場 選 手 3時間 3時間 

〈服装や行動について〉 

①会場入り口で検温をします。37℃を超える場合には入場できません。体調が悪い時には無理せず休んでくだ

さい。 

②大会はスクーリングの時間と同じです。爽風館高校の生徒として自覚ある行動をお願いします。 

③競技に参加する生徒は、顧問・係の先生と十分打ち合わせをしてください。 

〈選手のみなさんへ〉 

①部顧問の先生と集合時間・集合場所・準備物などの打ち合わせをしてください。 

②当日は時間に余裕を持って行動をしてください。また、水分補給や食中毒対策など、健康管理には十分に気

をつけてください。 

③日頃の練習の成果が発揮できるように頑張ってください。 

〈周辺地図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 駐車場 大分スポーツ公園東 

バス停 



〈大分駅からのバス（大分バス）のお知らせ〉 

  大分駅前３番乗り場  8：21発  8：57発    E30 パークプレイス循環 

(米良 BP入り口大分高校前 パークプレイス) 

大分駅前６番乗り場  8：26発         D46 パークプレイス循環(萩原 アクロス前) 

           9：06発         D53 パークプレイス(高城 池の平) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 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担当 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 10回爽風祭【11月 23日(月)】のお知らせ  

11月 23日（月）８：50～13：00(特活時間 6時間）で行われます。同封の案内を見てください。

今年度は生徒のみの参加になります。（ご家族は参加できません。特別な事情があるときは早めに

学校に連絡をしてください。） 

①スポーツ教室・パソコン教室・調理教室・英語教室に参加するには、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・運動靴等を準備して下さい。詳しい準備物については来月のマンスリーレター

で連絡します。                        申し込み締め切り：11月 8日(日)必着 

②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、英

語教室は英語応用以外の英語科目 2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。 

③体調が悪い時（発熱時）は、無理せず休んでください。 

 

 
就職係より 

 

 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。 

                                                                                   (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、４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、４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。                 (担当：岩本) 

                                        

 

１ 集中スクーリングのお知らせ 

 

   集中スクーリングのお知らせ 

※参加には申込みが必要です。申込書は、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。 

～書道科～                       

 11月６日(金)  9:30～11:30 

 本校２Ｆ 書道教室 (「篆刻」を実施します) 

＊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) 

 ＊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：工藤) 

          申込締め切り 11月２日(月)    

 

２ 「美術Ⅰ」・「美術Ⅱ」受講生へのお知らせ 

(1) 集中スクーリングについて          

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は中止とします。参加を予定していた生徒は、集中スク

ーリングでの出席のカウントはありませんので、後期スクーリングに積極的に参加してください。 

(2) 後期第３回レポート課題「鑑賞～実物作品の鑑賞～」について  

美術館や博物館などで実物作品を鑑賞し感想をまとめる課題でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため、

実施することが困難な状況にあります。そこで、レポートに記載している「条件」を以下のように変更します。 

・本物(実物)を鑑賞すること。 ⇒ 本物(実物)でなくてもよい。  

・画像やテレビ、インターネットなどによる鑑賞は不可。 ⇒ も可。 

・行ったことを証明できるものを添付すること。 ⇒ 添付しなくてもよい 

３ 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６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。 

４ 生活体験発表大会県大会結果のお知らせ 

去る 10月 9日(金)、中津東高校体育館で令和２年度の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。本校通信制からは 10組の坂東梨恵さんが出場し、「向上心」と題した発表を披露しました。坂

東さん本人は「緊張して早口になってしまった。」とのことでしたが、結果は最優秀賞!! を獲得しました。おめ

でとうございます。大分合同新聞(10月 15日 朝刊)にも、坂東さんの写真入りでこの大会に関する記事が掲載

されていました。なお、全国大会については新型コロナウイルスの影響で書類選考となりました。 



ところで、今年の秋はあちらこちらで季節外れの桜が咲いていますね。その一方でコスモスも咲き誇り、季節に

彩りを添えています。季節は確実に移ろっているのですね。そんな中、今年も秋季卒業式と秋季入学式を挙行する

ことができました。 

 この秋、本校通信制の卒業生は 10名でした。一人ひとり努力の甲斐あっての卒業です。卒業生の今後益々の飛躍

を祈念しつつ、校長式辞と卒業生代表答辞を紹介します。 

 

式 辞 

 今年は年初から新型コロナウイルス感染症による影響で、私たちが今まで経験したことのない対応ばかりが続く

年となっています。このような中ではありますが、保護者・ご家族の皆様のご臨席を賜り、本日ここに令和２年度

大分県立爽風館高等学校３部制・通信制課程の合同秋季卒業式を挙行できますことは、関係者一同、この上もない

慶びとするところであります。本校を代表しまして、心から御礼申し上げます。 

 そして只今、卒業証書を授与しました３部制７名、通信制 10名の皆さん、卒業おめでとう。心からお祝い申し上

げます。本日、皆さんの努力が実り、晴れてこの慶びの日を迎えることができたのは、保護者やご家族の励ましや、

物心両面にわたるご支援があったからこそであります。先ずは感謝の気持ちを持っていただきたいと思います。 

 さて、本校で学んできた生徒諸君は、定時制と通信制の違いはあれど、皆さんそれぞれに思い、考え、本校に入

学してきました。また、その修業年も人ぞれぞれの長さであり、多くの選択肢を自らの意思で選択し、自分自身に

合った学習スタイルを築きながら、今日まで歩んできました。自由選択ほど厳しく、自分自身に大きく責任が課せ

られる完全単位制は、全日制高校経験者であれば想像もつかなかったものばかりであると思います。 

先日、通信制に所属している生徒が私にこう言いました。「自分は全日制の高校を中退して爽風館に来ました。自

由気ままにできる学校と思っていたけど、今までの学校生活のうちで一番勉強しました。勉強しているときは大変

だったけど、今考えれば、ここまで出来る自分にびっくりしています。いよいよ卒業の二文字が見えてきました。

爽風館に来て本当によかった。これからも卒業目指して頑張ります。」と、力強く言ってくれた言葉がとても印象的

でした。この生徒は間違いなく、来年の春、卒業の日にこの場にいることでしょう。多分、皆さんもこの生徒と同

様に、ここまでの道のりは決して平坦ではなかったと思います。平坦ではなかったからこそ、この卒業証書の重み

をじっくりと味わってもらいたいと思います。晴れて本日、卒業証書を手にした皆さんには、これからの人生にお

いて大きな自信をも手にすることができたと思います。大いに自分に誇りを持ち、これから始まるであろう未来へ

の１ページを開いてください。 

ここで今一度、本校の校訓を思い出してください。本校の校訓は「自新自立・至誠協働」です。「自新自立」とは、

「常に新たな気持ちを持ち続け、自身の立てた規範に従って行動すること」であり、「至誠協働」とは、「極めて誠

実であり、何事にも感謝し、協力して働くこと」であります。もう少し簡単に例えれば、「常にフレッシュな感性を

持ち続け、社会にフレキシブルに対応しつつ、その行動には責任を持ち、社会人としての『ルール』や『マナー』、

そして『エチケット』を持ち合わせる、はつらつとした人間像」です。今日を境に皆さんは、進学・就職等々、様々

な「道」へと進んで行きます。その際の導きの灯台として、この校訓を今一度胸に深く刻んでください。 

社会に目を向けてみますと、まだまだ新型コロナウイルスの影響が色濃く残っています。「新しい生活様式」とい

う掛け声の下、少しずつではありますが落ち着きつつある反面、まだまだ予断を許すことはできないでしょう。し

かし、いつまでも悲観的にいるばかりでは埒が明きません。この春の入学式の式辞において、私は次のような言葉

を新入生に贈りました。それは、「己を意識すること」であります。「己」とは自己、すなわち自分自身であり、自

分が今、何を、どのようなことをやっているのか？ 今はどんな状況なのかを自分自身が分かることにあると思い

ます。 

「己を意識すること」――自分自身で状況把握し、社会人として、何をどうすればよいのか、これから始まる社

会生活がどのようにすれば充実したものになるのか、じっくりと考えて行動してください。これから卒業していく

皆さんにも相通じるものがあると思います。きっと素晴らしい未来が見えてくることでしょう。 

結びになりますが、ご多忙中にも関わらず本日ご臨席いただきました保護者並びにご家族の皆様、誠にありがと

うございます。重ねて御礼申し上げます。そして卒業生の皆様には、社会から必要とされる有為な人材として活躍

されることを祈念しまして、式辞といたします。 

令和２年９月 20日 

大分県立爽風館高等学校 

校 長   鶴原 誠二 



 答 辞 

 空は深く澄み、爽やかな風が吹きわたる季節となりました。この佳き日に、私ども卒業生のために、このような

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、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厚く御礼

申し上げます。 

 振り返ると、私の高校生活での時間は瞬く間に過ぎてゆきました。友人と楽しく取り組み、そして臨んだ学校行

事、苦手な勉強、すべてが昨日のことのように思えます。何気ない日常、教室の空気、レポートやテストに苦戦し

たことでさえ、懐かしさやいとおしさを感じます。日々の小さなことも今となっては大切な思い出です。 

 私にとって、爽風館高校での学生生活は濃密で、素晴らしいものでした。様々な人たちと出会い、たくさんの良

いものを得られました。みんな素敵な人たちです。爽風館高校は、自らの規律に従いながらもとても自由があり、

その自由のおかげで、個性あふれる校風が出来上がっていると思います。そんな校風の中で、私も自分らしさを自

覚するようになりました。自らの未来を常に描いていく、新しい自分の連続でした。この経験をこれからの私の人

生の中で大切にしていきます。 

 私たちは、本日をもって母校爽風館高校を卒業します。ほどなく、私たちはそれぞれの道を歩み始めます。今ま

で当たり前だった日常が終ってしまうのは、少し寂しくもあります。同時に、これから社会人としての責任を背負

うことへの不安もあります。しかし、この爽風館で経験したこと、学んだことを活かし、立派な社会人となるよう

頑張ってまいります。 

 卒業というこの日を迎え、心に思うことはやはり、私たちを教え導いてくださった諸先生方、学校生活に支障が

ないように助けてくださった事務職員の方々、そして温かく見守ってくれた家族への感謝です。

すべての方々に支えられて、私たちの今日という日がありました。心より深く御礼申し上げま

す。 

 最後になりましたが、私たちの母校大分県立爽風館高等学校が、これからも生徒とともに歩

む素晴らしい歴史を刻んでいかれることを、心よりお祈りしつつ答辞といたします。 

   令和２年９月 20日 

  卒業生代表  御前 栞里 

 

 そして秋季入学式では 18名の新入生を迎えました。転編入生も含めて、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々あると思いますが、困ったこと、分からないこと等あれば、周

りの人に遠慮なく質問してください。倦まず弛まず一歩ずつ着実に進んでいきましょう。 

 以下に校長式辞と新入生代表誓いのことばを紹介します。 

 

式 辞 

 今年は年初から新型コロナウイルス感染症による影響で、私たちが今まで経験したことのない対応ばかりが続く

年となっています。このような中ではありますが、保護者・ご家族の皆様のご臨席を賜り、本日ここに令和２年度

大分県立爽風館高等学校３部制・通信制課程の合同秋季入学式を挙行できますことは、関係者一同、この上もない

慶びとするところであります。本校を代表しまして、心から御礼申し上げます。 

 そして只今、入学を許可いたしました新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在校生・職員一同心から

歓迎いたします。本日、皆さんの努力が実り、晴れてこの慶びの日を迎えることができたのは、保護者やご家族の

励ましや、物心両面にわたるご支援があったからこそであります。先ずは感謝の気持ちを持っていただきたいと思

います。 

 さて、本校は平成 22年４月に３部制と通信制を持つ、県内にそれまでなかった新しいタイプの単位制高校として

開校しました。高校生として学ばなければならない教科・科目は当然のごとくありますが、進路希望や興味・関心

に応じて自分に合った科目を選択し、自分の時間割を作ることから学校生活が始まります。 

 ３部制と通信制では学びのスタイルが若干異なりますが、どちらにも共通することの一つに、「自分で主体的に考

え、行動する」、この一言に尽きると思います。「主体的」とは他のものによって導かれるのではなく、自己の純粋

な立場において行うさまであることを理解する必要があります。本日入学する皆さんが、本校で学生生活を送るた

めには、主体的に判断し行動する力と、自分の行動に責任を持つ自己管理、自己責任が求められているということ

を、今一度肝に銘じてください。ぜひとも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。 



 ただ、その際大切なことは、一人で悩みを抱え込まないことです。支援を求めることは何も恥ずかしいことでは

ありません。アドバイス・アシスト・サポートは遠慮せず、相談するようにしてください。本校では、豊富な専門

知識を有し、熱意溢れる素晴らしい先生方が様々な場面で支援してくれます。安心して一緒に歩んでいきましょう。 

 このように自由な校風の本校ですが、充実した学校生活を送るためにも、ぜひとも次のキーワードを頭の片隅に

置いていただければと思います。それは「ルールとマナーとエチケット」という三つの単語です。とても簡単で、

使い古された言葉ではありますが、この単語を理解して行動すれば、充実した人生が過ごせると信じています。 

 「ルール」とは「決まり事」、いわゆる規則です。社会では法律です。しっかりと守りましょう。「マナー」とは

言い換えれば行儀や作法です。そして「エチケット」とは、思いやりや気遣いと言い換えられます。充実した高校

生活を送るうえで、この言葉を事あるごとに思い出してください。自分のペースで考え、主体的に行動することの

大切さを体感してください。 

 社会に目を向けてみますと、新型コロナウイルスの影響で、全世界を含めた社会全体が、終わりの見えないトン

ネルの中に入ってしまったかのような錯覚すら覚えてしまいます。感染予防のための消毒やマスクの着用、ソーシ

ャルディスタンスの確保等々、今まで経験したことのない対応が常識となりつつあります。まさに「ウィズコロナ」

の時代です。私たちはこの状況を単に悲観するのではなく、乗り越えるためには何をしないといけないかを真剣に

考えなければなりません。 

こういう時だからこそ、皆さんと共に実践してもらいたいことがあります。それは「己を意識すること」であり

ます。「己」とは自己、すなわち自分自身であり、自分の行動や考えであります。 

「己を意識すること」――自分自身で状況把握し、自分として、仲間として、何をどうすればよいのか。これか

ら始まる爽風館高校での学校生活も、「己を意識する」ことで人生は大きく変わってくることでしょう。前向きに大

きな夢を抱き、将来の自分を思い浮かべながら、今日から共に歩み始めましょう。きっと、新しい時代を生き抜く

ヒントが、この爽風館高校で見つかることでしょう。一日一日、一回一回の授業や自宅でのレポート作成の積み重

ねがすべての始まりです。「継続は力なり」です。自分のペースを崩さず、希望に満ちた充実の日々を過ごすことを

期待しています。 

結びになりますが、本校入学式にご臨席を賜りました保護者・ご家族の方々に重ねて御礼申し上げます。今後と

も本校教育活動に対しまして、ご支援・ご協力くださいますようお願い申し上げながら、式辞といたします。 

   令和２年 10月１日 

  大分県立爽風館高等学校 

  校 長   鶴原 誠二 

  

誓いのことば 

 さわやかな秋風が心地よく感じられるようになった今日、私たちは爽風館高等学校に入学することとなりました。

高校生活の第一歩を踏み出し、夢と希望、そして不安と心配で胸がいっぱいです。 

 仕事をしながらの学校生活は経験がなく、慣れるまでは体力的にも精神的にもきついのではと心配しています。

そんな時は、先生方にアドバイスをいただいたり、一緒に学ぶ仲間に相談したりしながら進んでいこうと思います。 

 私自身は看護師になりたいという夢があります。そのためにも、課題に丁寧に取り組み、

単位を確実に取り、三年間で高校を卒業できるように頑張ります。 

 これから始まる高校生活の中で悩んだりすることもあるでしょうが、そのたびにしっか

りと向き合い、自分自身で解決できるよう精進していきます。 

 私たちは今日から爽風館高校の生徒としての自覚と責任感を持ち、それぞれが自分の目

標に向かって努力していくことを誓います。 

   令和２年 10月１日 

    通信制課程代表  豊田 凜華 

 

 


