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「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 同封物について 

 ・マンスリーレター12月号                       (全員 １枚) 

 ・第３回学習状況通知票                  (全員 １枚) 

・後期末考査の実施について               (全員 １枚) 

 ・追試験受験届                        (全員 １枚) 

 ・本校受験届                    (18～22組 １枚) 

・特別室受験届                   (該当者） 

 ・考査アドバイス                 (全員 １枚) 

・教育相談だより                 (全員 １枚) 

 ・チャイルドラインおおいた            (全員 １枚) 

 ・爽風(図書館報)                  (全員 １枚) 

 ・新着図書案内                  (全員 １枚) 

 ・卒業証書作成に係わる氏名等の確認       (令和３年３月卒業予定者 ２枚) 

※上記以外の文書や連絡事項等が同封される場合もあります。 

    (重要)全てを確認し、提出物がある場合は必ず期限内に提出してください。 

２ 「後期末考査の実施について」 

  後期末考査に関する重要なお知らせです。実施科目や日程・受験の仕方等が記載されています。全てを読んで、

間違いの無いように受験してください。 

①考査の日程(実施科目)および時間帯は、本校と地区では異なっています。間違えないようにしてください。 

②考査に関する提出書類等の期限は下記のとおりです。提出期限を必ず守ってください。期限内に提出しない

と受験できない場合があります。 

・本校受験届  1月 ５日(火)   16：45 学校必着 

    ・追試受験届  1月 20日(水)   16：45 学校必着 

３ 後期第３回学習状況通知票について 

  「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、

重要な事項が記載されています。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次のとおりです。  

 

 



・レポートは 12月２日(水)受付け分までの評価を入力しています。 

・スクーリングの記録は 12月６日(地区面５)までの出席状況を入力しています。 

・特別活動の記録は 12月６日(地区面５)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。

これは受付け済ですが、現在添削中のレポートです。 

４ レポート・視聴票の最終提出期限について 

  未提出レポート・再提出レポートおよび視聴票の最終提出期限は、令和３年１月５日(火) 学校(本校) 

16：45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。 

５ 年末・年始の休業日について 

  12月 29日(金)～１月３日(日)は学校休業日につき、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「レポート提出ポスト」に入れ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、受付せずそのまま返送します。なお、１月４日(月)は学校は開いているのでレポート・視

聴票の提出はできますが、通信制職員室は閉まっています。 

  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。早めに提出する等、各自で対応

しましょう。 

６ 返信用切手の脱落について 

  レポートに貼付していた返信用切手がはがれて、郵便料金不足で送り返されるケースが数件ありました。切手

は送信用も返信用もしっかり貼付してください。切手を濡らす際に水の量が少ないとはがれるようです。必ず切

手全面を水で濡らしてから貼ってください。 

７ 連絡事項(該当する人) 

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「転籍願」を提出してください。その後３部制課程(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 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』ｐ10～ｐ12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３年１月 28日(木)必着 

   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』の「○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。詳しくは高認試験の『受験案内』を読んでください。 

 

 
気候的に不安定な状況が続いていますが、体調を崩さずに日常生活を過ごしていきましょう。引き続き自宅・学

校・職場でも手洗いの励行・マスクの着用をおこない、不必要な外出を控え、密になるようなところには近づかな

いように心がけましょう。 

１ 生徒会役員選挙 

12月 27日(本面７)の３限目に、来年度の生徒会役員選挙(立ち会い演説会・投票)が行われます。なお、12月

20日(地区面６)SHR時・12月 24日(木面６)SHR時・12月 28日(月面７)３限目では紙上投票になります。どのと

きに投票しても特活時間は 1時間となります。ただし、本面７の生徒会役員選挙と重ねて参加することはできま

せん。 

 

 



２ 生徒会より爽風祭について 

11月 23日(月)に行われた爽風祭に、多くの参加(生徒 155名)がありました。お祭り広場の売り上げは、38,740

円でした。生徒総会での決定通り、地域に貢献できる使い道を考えています。決まり次第報告します。みなさん

楽しんでくださってありがとうございました。 

３ 体調管理について 

普段より体調が悪いときは無理をせずに体を休め、栄養や休息をとりましょう。また、病院に行ってＰＣＲ検

査を受けるときは事前に、また結果が分かった時にも学校に連絡をお願いします。自分の身を守るために接触確

認アプリなどをインストールする人が増えてきたといわれています。できるだけ取り入れて自分や身の回りの

人々の生命・健康を守っていきましょう。 

 

 

１ 「受講ガイダンス」のお知らせ（対象は来年度受講生） 

来年度の受講登録に関する説明会を下記日程で開催します。来年度の科目選択について、疑問や不明な点があ

る生徒はぜひ参加しましょう。 

    なお、特別活動１時間にカウントされますが、前回の「受講ガイダンス」に参加した生徒は、今回出席しても 

１時間にしかカウントされませんので注意してください。 

実施日  12月 13日(本面６) ３限 本面 ＝ 306教室 

12月 14日(月面６) ３限 月面 ＝ 会議室 

２ 「キャリアガイダンス②」のお知らせ（対象は今年度卒業予定生） 

今年度卒業予定生を対象に「キャリアガイダンス②」を下記の日程で開催します。卒業後の社会人としての基 

礎知識を身につけたいと考えている生徒は参加してください。 

なお、特別活動１時間にカウントされますが、前回の「キャリアガイダンス②」に参加した生徒は、今回出席

しても１時間にしかカウントされませんので注意してください。 

実施日  12月 13日(本面６) ３限 本面 ＝ 411教室 

      12月 14日(月面６) ３限  月面 ＝ 411教室     

３ 進路支援課から  

   

１ 一般入試、調査書の依頼について 

  大学・短大・専門学校の出願に必要な調査書の作成依頼は早めに出しましょう。調査書の作成には時間がかか 

ります。２週間程度の余裕をみて、『ハンドブック』様式14「＜進学用＞調査書・推薦書作成願」をホームルー

ム担任に提出してください。 

なお、年末・年始には調査書の発行ができませんので、年内に必要な場合は至急ホームルーム担任と連絡を取

って下さい。年が明けてからは１月５日(火)以降になります。 

２ 受験指導について 

  受験指導(志望理由書の書き方や面接、小論文等)については、ホームルーム担任に相談してください。 

３ 大学入学共通テスト受験者へ 

① 大学入試センター試験の自己採点について 

   自己採点は大学入学共通テスト【１月16日(土)・17日(日)】の翌日【１月18日(月)】に、爽風館高校で行い

ます。その日に登校できない場合は進路支援課・岩本まで電話連絡をしてください。 

         時 間  9：00集合    

場 所  進路資料室(1時間程度で終わります) 

② 国公立大学個別試験(２次試験)出願について 

   １月25日(月)～２月５日(金)までです。事前に願書・要項を大学等から取り寄せて準備し、ホームルーム担 

任に調査書の発行を依頼しておいてください。 

進学係より 

 



 ③ 大学入学共通テストに参加する私立大学、公私立短期大学の入学者選抜の実施日程について 

   大学入試センター試験の実施前に出願受付けを行う大学や、２月以降に出願受付けを行う大学等様々です。 

それぞれの実施日程は、各大学の募集要項等で確認してください。              担当：岩本 

                                                         

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 

 

 

 

１ 高校生等奨学給付金支給予定日について 

  高校生等奨学給付金を申請している生徒さんへお知らせです。 

  例年 11月中に支給を行っていましたが、審査に時間がかかっており、支給時期が遅くなる旨の連絡が、教育庁

教育財務課よりありました。 

  なお、支給決定通知及び支給は年内を予定しているとのことですので、ご理解いただければと思います。 

 不明な点がありましたら、事務室(羽田野)まで問い合わせ下さい。 

２ 第 54回大分県高等学校定時制通信制体育大会結果報告!! 

去る 11月 14日(土)に、昭和電工武道スポーツセンターで第 54回大分県高等学校定時制通信制体育大会が開催

されました。本来なら６月に開催されるこの大会も、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催日時等の変更を

余儀なくされました。出場した選手の皆さんも、普段の練習等において新型コロナウイルスの影響を少なからず

受けていたのではないでしょうか。思うような練習ができなかったことでしょう。 

そんな中、本校通信制からは卓球とバドミントンへの出場がありました。大会結果は以下の通りです。 

卓 球       女子団体   

優 勝   吉田 永遠さん(４組)・渡邉 麻美さん(５組) 

荒金  陽 さん(８組) 

             女子個人   

優 勝   渡邉 麻美さん(５組)                

              準優勝   吉田 永遠さん(４組) 

バトミントン    女子シングルス   

              優 勝   武久 咲里さん(21組)  ２連覇達成!! 

              準優勝   柳生 桜花さん(10組) 

             男子シングルス 

              優 勝   酒井 佑介さん(３組)   ２連覇達成!! 

  みなさん、おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。全国大会が開催されないのはこのような状況下で

は仕方ないことなのかもしれませんが、とても残念なことですね。来年は開催されることを期待しましょう!! 

また、応援という形で参加した一般生徒の皆さんもお疲れ様でした。 

 

 ところで、今年の「新語・流行語大賞」年間大賞に「３密」が選ばれたそうですね。2020年はまさしく新型コロ

ナウイルスに振り回された１年で、いつ終息するとも知れず、私たちの生活は今なお大きな影響を受け続けていま

す。これから迎えるクリスマスやお正月も例年通りというわけにはいかないでしょう。

こんな状況の中ですが、来年は少しでも状況が好転することを期待して、日々の生活の

中で私たち一人ひとりができることに取り組んでいきましょう。 

  

  

 

 


