
両面あります。必ず両方読みましょう。 
 

 
 
 
 
【教務部より】 
 
１. 住所変更について   
住所変更があった場合はすみやかに通信制職員室と経営企画室に届け出をしてください。 
（郵便局に転送届を出していても、転送期間を過ぎると旧住所に届いてしまいます。） 
 

２．令和３年度科目登録について  
 以下の日程で科目登録資料を配布します。いずれか１回必ず出席してください。 
（1）日 時 １月９日（土）・１月１６日（土） 

両日とも昼休み、放課後のホームルームにて配布します。 
（2）場 所 各クラスのホームルーム教室 
（3）内容・注意 ①来年度履修する科目を決める「科目登録関係書類」を配布します。 
   ②出席した際、担任に面談の予約をしてください。 
※月報『山吹通信』１２月号をよく読んでおきましょう（１１月１９日発送済） 

   
３．高校卒業程度認定試験 (高認 )による単位認定の申請について   
 今年度の科目登録時に高認による登録を行った科目のうちで、第２回高認試験において合格し
たものがある人は、学校指定の「高卒認定合格科目の単位互換申請書」(用紙は担任からもらって
ください）と文部科学省発行の「科目合格通知書」（「合格成績証明書」や「科目合格成績証明書」
でも可）をそろえて、できるだけ早く通信制教務部へ提出してください。 
※第１回高認試験合格後の申請手続きをしていない生徒は、至急、教務へ提出してください。 

 
４．スクーリングおよびレポートについて   
①登録していない科目のスクーリングに出ることはできません。 
※ただし、科目担当の先生の許可を得て出られる場合もありますが、授業に出る場合は、出席票
をもらうことも、提出することもできません。 

②スク-リングについて 
   今年度のスクーリングは、今日を含めてあと４回です。科目によっては、残りのすべてのス

クーリングに出席しても規定時数を満たせなくなる可能性があります。再度、時間割を確認し、
規定時数を満たせるように計画的に出席しましょう。ホームルームにも参加して下さい。 

③レポートの提出について 
●１２月１日(火)到着分から、すべてのレポートを受け付けています。 

 学習計画をしっかりと立てて取り組みましょう。溜まったレポートを年度末の最終締切日の間
際になってまとめて取り組むことは、大変危険です。そのようなことがないようにして下さい 
。 
★重要★ 
レポート最終締切日は１月１９日（火）午後３時までに持参、または郵送(当日消印有効) 

 
５．★体育の 学習状況 及び 単位修得の注意点について★  
２科目登録している生徒は、出席数１０時間目までは１番目の体育科目の出席数として、出席 

数１１時間目以降は２番目の体育科目の出席数として表示されています。（今年度の９月転入生
は規定数が半分で、６時間目からは２番目の体育科目の出席数として表示されています。） 
【重要】（９月転入生を除く）以下のようなケースでは、単位の修得はどちらもできません。 

 NHK 代替時間数 登校出席した時間数  
体育（1 科目め） ６ ０～３ 単位の修得は不可 
体育（2 科目め） ４ or ６ ０ 単位の修得は不可 

 
※１科目あたり、NHK 代替数（上限６割）＋登校出席数（残り）を満たす必要があります。 
※NHK 代替数１０or１２時間のみでは、登校出席なしに単位を修得することはできません。 
 
６．冬季休業期間について 
 １２月２６日・２７日、１２月２９日～１月３日は、学校は開いていません。１月４日は通信
制職員室は閉まっていますが、経営企画室窓口は開いています。（申請等の手続や受取は可能） 

 
７．卒業式の送辞・答辞について  
 卒業式で通信制課程の送辞（在校生）・答辞（卒業生）をしてくれる人は１月１６日（土）    
までに担任、または担当（高橋・岡村）まで申し出てください。また、もし迷っているようであれ
ば、気軽に相談してください。 
 
８．【予告＆お願い】体罰をなくすための調査について  
 学校における「体罰」をなくすための調査(アンケート)を今月中に実施する予定です。基本的に
はＨＲで実施しますが、アンケート用紙はエントランスホールにも置いておきます。是非ご協力
下さい。 
 
９．令和３年３月卒業予定の皆さんへ  
 現時点で卒業の見込みがある卒業予定者には、１２月３日に発送する学習状況通知と一緒に、
卒業証書用「卒業生氏名確認用紙」を同封しました。これは卒業証書作成のもととなるものです。 
時間のあるうちに自分の氏名の正しい漢字（戸籍に記載されている正しい文字）、読み仮名、生年
月日、現住所等を確認し、正しく記入して、1 月９日（土）までに担任に提出（または郵送）して
ください。分からないことがあれば、担任に連絡しましょう。提出期限を守り、提出するようにし
て下さい。忙しい時期とは思いますが大事な書類ですので、必ず提出してください。 
なお、この用紙を提出しても、卒業単位を修得できなければ卒業できません。今後も一層注意しな
がら卒業に向け、学習を進めていってください。 
 
１０．図書室の閉館日について  
１２月～１月の図書館閉館日は次の通りです。 

１２月 ６日・１３日・１９日・２０日・２３日・２６日・２７日・２９日・３０日・３１日 
 １月 １日・ ２日・ ３日・１０日・１１日・１７日・２４日・２６日・３１日 
 
１１．山吹祭に代わる企画『山吹ネットフェス』への応募に関して  
「山吹ネットフェス」の作品応募は締切りました。今後の閲覧方法についてですが、office365
の ID とパスワードが必要になります。ID とパスワードは本日のホームルームで配布しますので、
ホームルームに出席するか、担任まで取りに来てください。 
 
１２．国語総合・古典Ａ受講者へ  
国語総合は助動詞、古典Ａは源氏物語を扱います。教科書を忘れずに。 
 

１３．現代文Ｂ受講者へ  
本日の現代文Ｂは短歌と俳句の分野にもつながる「上位語の 
はたらき」を学びます。スマートフォンで解答してもらいます。 
 

１４．世界史Ｂ 受講者へ  
世界史Ｂのスクーリングには「明解世界史図説 エスカリエ」を 

持参してください。受講者は、教卓にあるプリントを取り、着席して 
いてください。 

 
１５．現代社会 及び 日本史Ｂ 受講者へ  
 教科書を持参してください。後期分の授業プリントがほしい方は担当者まで申し出ること。 
 
１６．数学 受講者へ  
＊教科書・筆記用具は必ず持参してください。色ペンや色ボールペン等を持参するとよいです。 
※【放課後の学習会】 
 
放課後に、数学部の活動の一環として「学習会」を実施しています。数学の質問がある人は 
ぜひこの機会に立ち寄ってください。数学以外の学習も大歓迎です。場所は２階ラウンジです。 
 

学習会は感染症予防のため、しばらくは午後５時までの活動とします。 
 
１７．科学と人間生活 受講者へ  
 １限→ ５階生物室、７限→ ６０３教室で行います。教科書を持参してください。 
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登校時には【健康管理票】を記入し持参してください。発熱している場合は登校できません。 

◆ＰＣＲ検査を受けることになった場合は、担任にご連絡をお願いします。 

 



両面あります。必ず両方読みましょう。 
 

１８．物理・化学・地学基礎 受講者へ  
 ３・４限 ／ 物理基礎→ ５階物理室 
５・６限 ／ 化学基礎→ ５階化学室、地学基礎→ ５階地学室 

があります。 
それぞれ時間を確認して、教科書を持参の上、出席してください。 
 
１９．保健Ａ・保健Ｂ 受講者へ  

本年度の残りのスクーリングは、本日１２月５日（土）と１月９日（土）１月１６日（土）の
３回です。計画的に受講し、規定数に到達するようにしてください（規定数は２回です）。 

 
２０．体育 受講者へ  
本日を含めスクーリングは残り４回（８時間）です。４単位受講している生徒は要注意です。ス

クーリング出席回数が足りなくならないよう注意してください。 
スクーリングについては前期同様、コロナ感染防止の観点から電子申請予約者のみといたしま
す。種目は、バドミントン、ストレッチ、テニスの３種目となります。テニスは雨天時の場合、
体育館でバドミントンに変更になります。 
体育の時間は、体育着・体育館シューズ・テニス受講者はグラウンドシューズが必要です。着替え
ていないと出席扱いになりません。授業開始時間までに更衣を済ませて体育館に集合して下さい。 
 
２１．美術Ⅰ・Ⅱ受講者へ  
 「美術Ⅰ・第５回」および「美術Ⅱ・第５回」のレポートは課題（作品）提出があります。同じ
回のレポートとともに、作品にはバーコードシールを貼って、通信制職員室に持参してください。
作品は、破損の恐れがありますので直接職員室に持参することをお勧めします。また「美術Ⅰ・
Ⅱ」の第３回も同様に作品の提出が必要です。未提出者は至急提出してください。 
 
２２．書道Ⅰ・Ⅱ受講者へ  
スクーリングには、教科書・(学習書)、（持っている人は）大筆・小筆を持参して下さい。 
「半紙」の提出があるレポートは、レポートの内側（中側）に入れて、左上をホチキス留めし、
レポートからはみ出す部分は、折り込んで中に入れて提出して下さい。返送用宛名用紙（レモン
色）の後ろ（外側）には付けないようにして下さい。 
 
２３．家庭総合 受講者へ  
 レポート作品のおもちゃづくり、被服基礎縫いをしたい人は、午後、５・６時間目職員室高橋に
声をかけるか、被服室にきてください。本日３・４限は、６０７号室で、住生活の講義と第 1２回
レポート「ホームプロジェクト」の解説をします。 
 
２４．コミュ英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ および 英語会話 受講者へ  
スクーリングは教科書、学習書とレポートに基づいて行います。必ず、教科書、学習書（英会話

・コ英Ⅲは除く）とレポートを持参して下さい。辞書を持っていれば、ぜひ持って来てください。
役に立ちます。ただし、授業中のスマホの辞書機能は使用禁止です。 私語も厳禁です。 

 
２５．社会と情報 受講者へ  
教科書・筆記用具を持参してください。スクーリングでは、毎時間、課題を作成し、できたとこ

ろまでの成果をプリントアウトします。場所は、３階の第１パソコン室です。室内は飲食禁止およ
び、土足厳禁ですので入り口に用意されているスリッパを使用してください。 

 
２６．簿記 受講者へ  
 スクーリングには必ず教科書・レポート・電卓（12 ケタ）・定規・赤ペン・消しゴムを持参し
てください。 
 
２７．「総合的な学習の時間」受講者へ  
今年度のスクーリングはあと１回（２時間）、来週（１２月１２日）が最後です。内容は「極限

の世界の人間」という南極観測隊参加経験のある外部講師の方をお招きしたセミナーです。毎年
好評の楽しい講義ですので、すでに時数を満たしている人も、ぜひ参加してください。 
 
２８．奨学金について  
奨学金（募集）があります。詳細は、経営企画室（事務室）窓口に問い合わせてください。   

 
２９．教科用図書補助金申請について   

第３回教科用図書補助金申請の募集期間は１2 月１日（火）～ 令和３年 1 月３０日(土)です。
条件や必要書類などの詳細は、経営企画室（事務室）へ。  ※今年度最後です。 

 
３０．生活指導について  
・自転車損害賠償保険等への加入が東京都の条例で義務付けられました。東京都からの加入    
チェックのお知らせをエントランスホールに置きます。都内で自転車を利用している人は確認
してください。 

・本校の生徒、本校の関係者以外、本校の敷地内（校舎内外）に入ることはできません。 
（外部の人は、許可なく校内に立ち入ることは出来ません。） 

・敷地内（校舎内外）は年齢を問わず禁煙です。生活指導部で巡回をしています。 
・自動車、バイク、原動機付自転車の通学を禁止しています。 
＊規則違反が発見された場合には、特別指導の対象になります。十分に注意してください。 
・エントランスホール、教室は飲食禁止です。気をつけてください。また、食堂・２階ラウンジで
食事をしたあと、ゴミは分別してゴミ箱に捨ててください。 

・落し物、忘れ物が多くあります。注意してください。  
 
３１．相談部からのお知らせ 
＜進学関係＞ 
①調査書発行について 
 卒業見込みが立つ生徒にのみ発行するものです。 
申請から発行まで、原則１週間かかります。早めに担任に申し出てください。 
 
★１２月１２日（土）までの申請           →  通常通り、１週間後の発行 
★１２月１４日（月）から１２月２８日（月）の申請  →  １月８日（金）の発行 
★ １月 ４日（月）以降の申請           →  通常通り、１週間後の発行 
※ 調査書を申請した日により、上記の日程となります。注意してください。 

 
②推薦入試を希望する生徒へ 
 入試要項を持参して担任に申し出てください。推薦受験願・誓約書の提出、推薦書作成が必要と
なるので、出願まで十分な時間的余裕（２週間前まで）をもって、担任に申し出てください。 

③大学入学共通テスト出願者へ 
 受験票は１２月１５日までに届く予定です。「受験上の注意」は大学入試センターのＨＰにも 
載っています。確認しておきましょう。↓ 
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/coronavirus.html 

④都立職業能力開発センター 推薦入校選考Ⅰ（第２回） 
東京都が運営する職業訓練校で、就職に向けて職業に必要な知識・技能が習得できます。機械、
建築・造園、電気、塗装・印刷、情報、ファッション、介護等、様々な分野の科目を学べます。 
入校案内が届いています。希望者は相談部まで。 

 推薦募集期間：１２月１１日～１月１２日  選考：１月２０日  校内〆切：１２月１９日 
 
＜就職関係＞ 
これから学校斡旋での就職を希望する人は、早めに担任および相談部まで申し出てください。 
 

＜相談関係＞ 
①スクールカウンセラーによるカウンセリングについて  
  毎週土曜日に心の悩みについてスクールカウンセラーからカウンセリングを受けることがで

きます。カウンセリングは事前予約制です。相談は９：００～１５：３０の時間帯で予約可能
です。個別に相談を希望する人は副校長に申し込んでください。 

②ユースソーシャルワーカーによる相談について  
毎週土曜日にユースソーシャルワーカーが、日々の生活・学校生活・お金のことなど、あらゆ
る相談にのり、話も聞いてくれます。個別相談も可能ですが予約が必要となります。個別相談
を希望する人は副校長に申し込んでください。 

③キャリアカウンセラーによる進路キャリア相談について  
皆さんの卒業後の進路（将来の生き方、就職や社会参加等）の悩みについて「しんじゅく若者
サポートステーション」（企業組合労協センター事業団）」のキャリアカウンセラーが相談に
応じてくれます。次回は１２月１２日（土）、時間は１２：００から１６：００です。希望者
は、相談部矢野まで。 

④キッズドア（ＮＰＯ法人）による学習支援について  
  １階ガイダンス室にて、キッズドアの方にレポート学習等で不明な点を質問することが出来

ます。予約は必要ありません。気軽に参加してください。 
 
★卒業後の進路先（進学・就職）が決定した生徒は必ず、担任に報告してください。 
 
３２．避難経路  
 大地震のときの指定避難場所は戸山公園です。地図は「学習のしおり」Ｐ５7 に掲載されて
います。自宅から学校までの地図を持っていると、いざというとき役立つと思います。 
 

チ ャ イ ム は 鳴 ら し ま せ ん                  

＊スクーリングに登校しないときは学校のホームページよりこの「かわら版」の内容を確認してください。 
また教室移動については、この「かわら版」で指示するので、登校したら必ず見るようにしてください。 

＊スクーリングに登校しないときは学校のホームページよりこの「かわら版」の内容を確認してください。 

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/coronavirus.html

