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求めなさい。そうすれば、与えられる。 

 

去る 5/27（土）、卒業年次対象の「保護者とともに進路を考える会」が行われました。それぞれ専門学

校、大学・短大、就職の３つに分かれて合計５６組（７９名）がガイダンスに参加されました。多数のご

参加に感謝申し上げます。例年より多くの保護者・生徒に参加していただくことができました。 

さて、新約聖書のマタイによる福音書には、次のような言葉が書かれています。 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そ

うすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる。」（7 章

7-8 節） 

「求めなさい。そうすれば、与えられる。」という言葉は、「求めなければ、与えられない。」と言い換

えることもできます。物事が実現するかどうかは、あなた自身の求める気持ちの強さや、目標や夢を追い

かけるために何かをなしてゆく実行・行動力に左右されるとは思いませんか。地道な努力はもちろん大事

で、分かってはいるけれども、なかなか行動に移すことができない。そんな時は、まず一歩踏み出す努力

をしてみましょう。 

今年度はまだ始まったばかり。進路に関するガイダンスは、まだまだ開催されます。具体的にどうした

らよいのか分からなくても、まず、参加することから始めてみませんか？（事務長補佐 松本好史） 

 

 

 

  
６月のメッセージ 
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サークル活動がはじまりました！ 

６月から、「書道サークル」と「音楽サークル」の２つのサークルが活動します。 

◎書道サークル 

  昨年、マイスペプラスクラスの「コミュニケーション」の授業で取り組んだ「遊書」がきっかけで、筆で

文字を書く面白さに目覚めた４人を中心に活動を始めました。心に浮かんだことを自由に書いたり、テーマ

を決めてみんなで一つの作品を作ったり。まじめに書道をしたい人も、楽しく「書」で遊んでみたい人も歓

迎です。 

活動日時：木曜日か金曜日の 15:00～16:45 

活動場所：実習室 

  顧問：松本 

 

 ◎音楽サークル 

  音楽を聴いたり、歌ったり、音ゲーを楽しんだり。音楽に関することでメンバー同士仲良くなることや、

歌や楽器を教えあって上達を目指すことを目的にしています。現在、１年次生・２年次生の７名が所属して

います。集まったメンバーの希望によって、活動内容を決めていきたいと思っています。 

  活動日時：不定期 

  活動場所：503 教室 

  顧問：竹野 

 

夏のおすすめプログラム 

★グラン・チヤ・プロジェクト 

内容：2050年には 100歳以上の高齢者は 68万人になる…。そんな中でどのように暮らしていけばいいか、シ

ニアとのふれあいを通して、いっしょに考えてみる 5日間です。六甲山で、自炊などのキャンプ体験や

懇親会、研修、振り返りをします。詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

期間：7/16（日）、8/5（土）～6（日）1泊 2日、8/25（金）＋1日実習（8/9か 10）の 5日間 

場所：大阪ＹＭＣＡ会館・六甲山ＹＭＣＡ 

 

★香港スタディーツアー 

内容：今回は「ジェンダーの視点から世界をとらえ直そう」というテーマです。台湾、香港の学生とゲームや

ワークショップ、フィールドワークを通して関わりを深めます。詳しくは、学校通信 5月号同封のチラ

シをご覧ください。ぜひ参加してください！ 

期間：8/17日（木）～21日（月） 

場所：六甲山 YMCA・大阪市内とその周辺（17日は六甲山 YMCA、20日は浜寺大阪国際ユースホステルに宿泊） 

※ホストファミリーも募集しています。 

 

★カナダ・イングリッシュ・キャンプ 

内容：カナダの歴史や文化・大自然を、事前学習や現地訪問によって学びます。また、語学訪問を通して、英

語コミュニケーション能力を養います。 

期間：8/21（月）～9/4（月）〈15日間：キャンプ場 4泊、ホームステイ 7泊、ＹＭＣＡ施設 2泊〉 

場所：カナダ モントリオール市 

  

今月のトピック 
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日 曜 行 事 予 定 な ど 

  6  月   

6/23 金 

講座「産業社会と人間」（共生社会） 
Ｙラーニング学習会 10:30～12:50 
カナダ・イングリッシュ・キャンプ 生徒・保護者対象説明会 15:00～15:30（大阪
ＹＭＣＡ会館） 

6/24 土 
特別活動：スポーツ大会 9:30～12:00 
保護者交流会 14:00～16:00 

6/25 日  

6/26 月  

6/27 火  

6/28 水 

スタンダードコース２年次生ＨＲ 12:25～12:45 
わいわいカフェ 12：30～15：30 
カナダ・イングリッシュ・キャンプ 生徒・保護者対象説明会 16:00～16:30（夕陽
丘校舎）  

6/29 木  

6/30 金 
講座「産業社会と人間」（仕事について） 
Ｙラーニング学習会 10:30～12:50 
スタンダードコース１年次生ＨＲ 14:00～14:20 

  7  月   
7/1 土  
2 日  

3 月 
〔学習状況報告（３回目）〕発送予定 
スタンダードコース３年次生ＨＲ 12:25～12:45 

4 火  

5 水 講座「体育 a1・a2」補充スクーリング/実技（a1：2･3限目、a2：4･5限目） 
わいわいカフェ 12：30～15：30 

6 木  
7 金 「海洋スポーツ」「フィッシング」事前スクーリング（必出席）15:00～ 
8 土  
9 日  
10 月 講座「体育 b」補充スクーリング/実技（2･3限目） 
11 火 前期レポート最終締切日 
12 水 講座「体育 c」補充スクーリング/実技（2･3限目） 
13 木  
14 金  
15 土  
16 日 グラン・チヤ・プロジェクト「公開講座」10:00～16:00（大阪ＹＭＣＡ会館） 
17 月 （海の日） 
18 火  
19 水 講座「海洋スポーツ」「フィッシング」実施日 
20 木 講座「海洋スポーツ」「フィッシング」実施日 
21 金 講座「海洋スポーツ」「フィッシング」実施日 
22 土  
23 日  
24 月  
25 火 〔学習状況報告（前期最終）〕発送予定 
26 水  
27 木  
28 金    
29 土  
30 日  
31 月  

  8  月   
8/1 月  
8/2 水 第一回高等学校卒業程度認定試験（対象者のみ） 
8/3 木 第一回高等学校卒業程度認定試験（対象者のみ） 
8/4 金   
8/5 土 グラン・チヤ・プロジェクト「シニアと自然体験プログラム」（六甲山ＹＭＣＡ） 
8/6 日 グラン・チヤ・プロジェクト「シニアと自然体験プログラム」（六甲山ＹＭＣＡ） 

8/17-21 木～月 2017大阪・香港・台湾グローバルシチズンシップ・スタディツアー 
8/21-9/4 月～月 2017カナダ・イングリッシュ・キャンプ 
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スケジュール（6/23～8/21） 



 

 
 
 
 
■「学習状況報告（２回目）」6/19（月）発送 

第6週終了（6/16（金））までのスクーリングの出席時数とレポートの提出状況が記載されていますので、 

各自でしっかり確認してください。 

■残りのスクーリングについては、「個人時間割」と各講座の「学習計画表」で確認し、必要な出席時数をクリア 

してください。 

■まだ提出していないレポートと「再提出」評価のレポートを確認し、最終締切日〔7/11（火）〕までに確実に 

提出するよう注意してください。 

■「学習状況報告」（3回目）送付 7/3（月） 

「学習状況報告」（前期最終）送付 7/25（火） 

各講座の単位認定テストの受験資格の通知（｢単位認定テスト受験資格確認表｣）を同封 

■｢学習状況報告｣の記載内容に誤りがある場合や質問等がある場合は、担任までご連絡ください。 

 

【レポートの提出】 

提出しなければならないレポートがたまってくると、仕上げるのが大変になります。 

毎日少しずつでも取り組み、提出していきましょう。しっかり取り組んで提出してください。 

■レポートやバーコードシールをなくした場合は、事務室で申し込みをすると再発行できます。 

（再発行の申込受付：7/7（金）17時まで） 

■提出するときは、バーコードシールを必ず貼って提出してください。 

■ポストに投函
とうかん

してもそのポストの収集時刻が過ぎている場合は当日消印が付きません。十分注意してください。 

■郵便以外の、宅配便・メール便などでの送付は受け付けられません。 

■最終締切日にレポートを白紙、白紙同然で提出した場合は「不合格」となり、再提出はできません。 

 

 

 

前期レポート 

提出最終締切日 
各提出レポート 注意点 

7/11（火） 

17時必着 

（当日郵便消印有効） 

事務室受付 

7/11（火）に郵送する場合は、

必ず郵便局の窓口で送付して

ください。 

前期レポート 

※出し忘れがないように十分注意！！ 

※レポート各回提出締切日を過ぎても、 

最終日 7/11（火）までに提出すれば大丈夫です。 

※まだ出していないレポートは早めに提出！！ 

返却されたレポート、 

「再提出」評価レポート 

返却されたレポートは、「再提出」評価がないかどう

かを確認。ある場合は再度取り組み、早めに提出！！ 

「国立民族学博物館｣ 

など、｢総合的な学習の 

時間Ａ｣のレポート 

休館日や閉館時間を事前に必ず確認し、早めに施設を

見学して、レポートを提出 

※「総合的な学習の時間Ａ」の校内スクーリングに出

席していない人は、担任まで。 

7/20(木) 

17時必着 

最終締切日後に 

「再提出」評価で 

返却されたレポート 

必ず確認し、再提出しましょう。 

＊学校の事務室必着 

（郵便消印ではありませんので注意してください。） 

教務からのお知らせ 
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【スクーリング代替課題のある講座】 

■理科・家庭科・英語科の各一部、芸術科、体育、宗教科の各講座には、スクーリング出席時数が 

不足する場合に提出する「スクーリング代替課題」があります。 

（クリーム色の紙に印刷されています） 

■出席時数が不足する場合は、「スクーリング代替課題」を提出し合格すれば、スクーリング出席 

として認められます。（スクーリング代替課題があるのは一部の講座です） 

■スクーリング代替課題で補える数は、講座ごとに上限が決まっていますので、自分の出席時数を 

しっかり確認してください。 

■スクーリング代替課題の内容は、学校が指定するテレビ・ラジオ番組等の視聴や学校が指定する 

フィールドワーク（展覧会鑑賞、教会礼拝出席など）を課すものです。 

■指定されているテレビ・ラジオ番組は放送日が限られている場合があり、また礼拝など曜日が 

限られているものがありますので、代替課題提出が必要な人は早めに課題に取り組み提出する 

ようにしてください。 

■スクーリング代替課題の提出締切日  7/11（火） 

代替課題についての質問などは、講座担当教員に確認してください。 

 

【「体育」の補充スクーリング】 

■「体育」は、出席時数が不足の人を対象に、下記の日程で、補充スクーリングを行います。 

 

「体育ａ1」    →7/5（水） 2・3限目 ／ 「体育ａ2」     →7/5（水）  4・5限目 

「体育ｂ1・2・4・5」→7/10（月）2・3限目 ／ 「体育ｃ1・2・3」→7/12（水）2・3限目 

場所：南ＹＭＣＡ 

 

 

運動できる服装、上靴を持参してください。 

補充スクーリングで補える出席時数は、上限２時間までです。 

くわしくは「学習計画表」と「個人別時間割」で確認してください。 

 

■「体育ｂ｣・｢体育ｃ」は、7/11（火）までにレポートを必要数提出していない人は、 

この補充スクーリングに出席しても、履修認定されませんのでご注意ください。 

 

 

【メディアルーム（PC室）の開放について】 

 ■情報系のレポート作成のため、以下の日程でメディアルームを開放いたします。ご活用ください。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放日 時  間 

7/7（金）・7/11（火） 13：00 ～ 17：00 
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【単位認定テスト】 

■すべての講座で実施します。(｢総合的な学習の時間｣は除く) 

受験し合格することで、単位を認定します。 

 

 ●受験資格 

  各講座で決められている、「スクーリング出席必要時数」と「レポート合格必要数」の両方を 

クリアすることで、その講座のテスト受験資格が認められます。 

  スクーリングまたはレポートの必要数を満たさない場合は、受験資格はありません。 

  各講座のテスト受験資格については、個人別の「単位認定テスト受験資格確認表」でお知らせ 

いたします。（7/25（火）送付） 

 

 ●出題範囲 

  テストは、多くの講座でレポート内容から出題されます。返却されたレポートは手元に置いて 

よく復習をしておいてください。 

「筆記式テスト出題範囲一覧」「レポート解答例」：7/25（火）送付 

 

●実施方法 

単位認定テストには、筆記式・課題式・実技式の 3つの方法があります。 

各講座の実施方法については、「テスト実施方法一覧」（同封の別紙）で確認してください。 

 

◎筆記式テスト 

前期「筆記式テスト」実施日：8/23（水）、24(木)、25（金）、28（月） 

筆記式テストは、スクーリングの時間割とは違う時間割で実施します。 

筆記式テスト時間割：7/25(火)送付 

 

◎課題式テスト 

課題式テスト実施講座の受験資格を認められた人に、「課題式テスト」を送付します。 

自宅で｢課題式テスト｣に取り組み、下記の締切日までに提出してください。 

｢課題式テスト｣送付：7/26(水) 

｢課題式テスト｣提出締切：8/28（月）17時(当日消印有効) 

締切日までに提出されなかった場合は、単位の修得はできません。 

 

◎実技式テスト 

スクーリング時に実施します。くわしくは該当講座の担当教員に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要！！ 
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【特別活動】 

■卒業要件として、30時間以上の特別活動への参加が必要です。 

今年度入学生はもちろん、以前からの在校生も、『学務の手引き 2017年度版』（P.13～P.14）の 

特別活動について、もう一度確認してください。 

■前籍校のある人は、在籍期間と修得単位数により、前籍校分の時間数を認定します。 

■特別活動の参加時間数については、「学習状況報告」送付時に個人別におしらせいたします。 

 

今後の特別活動 

○「ホームルーム（スタンダードコース）」（1時間の認定） 

  1年次：6/30（金）14:00-14:20 

2年次：6/28（水）12:25-12:45 

3年次：7/ 3（月）12:25-12:45 

 

○「大阪南ＹＭＣＡ まち美化」（1時間の認定） 

  ＹＭＣＡの会員や教職員と一緒に、天王寺のまちを美しくしましょう。 

  集合場所：大阪南ＹＭＣＡ（天王寺）１階ロビー 

   7/20（木）15：00～16：00 

8/31（木）15：00～16：00 

 

○大学・短大・専門学校の｢オープンキャンパス｣への参加 

参加報告書を提出して認められれば特別活動として認定します。 

※参加報告書は、職員室で受け取ってください 

（1校につき 2時間、上限 10時間まで） 

 

○学校が指定する芸術鑑賞（映画鑑賞[映画館]、展覧会[美術館]、ビデオ鑑賞[自宅]） 

申請書を提出して認められれば特別活動として認定されます。 

※申請書は、職員室で受け取ってください。 

（1回につき 2時間、上限は 18時間まで） 

 

■校外での芸術鑑賞等については、同封の「映画・アートを観よう！～特別活動 校外芸術・映画鑑賞～」

をご覧ください。 
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◆「わいわいカフェ」のお知らせ 

  わいわいカフェでは、飲み物とお菓子を用意して、みなさんの利用をお待ちしています。 

誰かと話したい時、ひとりでゆっくりしたい時、気軽にのぞきに来てください。 

 ボランティアのスタッフが見守ってくれているので、初めての人でも大丈夫。 

 友だちをつくりたい人は、みんなでトランプや UNOを楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

◆保健室からのお知らせ 
＊保健室を利用したい場合は教職員に声をかけてください。 

＊内服薬は置いていませんので、必要がある人は各自で用意してください。 

◆カウンセリングスペースからのお知らせ 

※保護者の方もご利用できます。お問い合わせ、ご予約は担当（川口）までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒支援からのお知らせ 

※ 貴重品の管理に注意!! ※ 

貴重品は確実に自分で管理してください。学校には多くの人が出入りしています。携帯電話・

財布などの貴重品は短い時間でも置いたままにせず、身につけておきましょう。また、必要以上の

金品は持ち歩かないようにしましょう。万一、紛失等が起こってしまった際は、すぐに教職員に知

らせてください。校内を確認し、必要に応じ警察に届ける等の手続きをします。 

落し物、忘れ物を見つけた時には、職員室まで届けてください。気持ちの良い学校生活を送れる

よう、互いに気を配りましょう。 

～保護者のみなさまへ～ 
「保護者交流会『ほごしゃＹ2（わいわい）プラザ』」のご案内 

本校では、保護者のみなさまが集い、交流する機会として、半期に 1 度、保護者交流会 

「ほごしゃＹ2（わいわい）プラザ」を実施しています。１７年度前期は、下の日程で開催 

いたします。6/2(金)に保護者の方あてにご案内を発送しておりますので、ご確認の上、出欠 

のご連絡をお願いいたします。 

日 時：2017/6/24（土） 14:00～16:00（13:30 より受付） 

場 所：YMCA 学院高等学校２階教室 

内 容：卒業生の保護者をお招きしお子さまの高校時代などの体験をお話しいただきます。 

＊開室時間と担当者 

月曜日：川口彰範     １３：００ ～ １６：５０ 

水曜日：川野敬子/天田麻衣 １４：００ ～ １６：５０ 

金曜日：道嶋公子     １４：００ ～ １６：５０ 

 

～今後の実施予定～ 

  日程：6/21・6/28・7/5水曜日 

時間：12：30～15：30 

場所：5階 実習室または 604教室 

 



 

 

 

【５階『進路コーナー』を活用しよう】 

■ 進路（進学・就職）に関する情報は５階『進路コーナー』に掲示しています。また『進路コーナー』 

に置いている情報誌や案内書などは自由に持ち帰ることができますので、活用してください。 

※6月以降、多くの大学や専門学校などの資料（パンフレットや願書など）が本校に送付されてきています。 

 

【進路相談】 

■本校では、進路相談については、年間を通じてホームルーム担任と随時
ず い じ

行っています。 

希望される生徒の皆さん、保護者の皆さまは面談日時を担任と調整してください。 

 

【『第３回進路ガイダンス（１～３年次生対象）』のお知らせ】 

■１～３年次生を対象に、第３回進路ガイダンスを行います。事前予約制となっていますので、 

希望者は下記のいずれか希望の日時のガイダンスを選び、1階受付カウンターでお申し込みください。 

※特別活動１時間認定。就職を希望している人、また進路に悩んでいる人はぜひ参加してください。 

◎日 時 ：①6月 26日（月）14：00～15：00 

②6月 26日（月）15：00～16：00 

③6月 28日（水）15：00～16：00 

◎内 容 ：適性検査 

進学について 

 

【『オープンキャンパス』に参加しよう】 

■大学・短大・専門学校の『オープンキャンパス（学校見学会）』が行われています。進学希望者は 

『オープンキャンパス』に積極的に参加し、自分の目で各学校の特色を確認しましょう。 

■ＡＯ入試の受験を考えている生徒は、学校によってオープンキャンパスへの出席をＡＯ入試の条件 

としているところもありますので注意してください。 

■『オープンキャンパス』に参加すると特別活動２時間（上限は 10時間）が認定されます。 

１階職員室で『参加報告書』を受け取り、必要事項を記入して提出してください。 

その際、当日配布されたプリントや担当者の名刺など、参加したことがわかるものを貼ってください。 

 

【ＡＯ入試】 

■ＡＯ入試のＡＯとは、「アドミション・オフィス」（入学事務局）の略で、一人ひとりの個性や 

学ぶ意欲を評価し、小論文や面接、プレゼンテーションなどで合否を判定する入試です。 

他の推薦入試と違い、校長の推薦が不要で評定平均など高校での成績が問われないことが特徴です。 

■６月から申込（エントリー）が始まっていることが多いですので、ＡＯ入試での受験を考えて 

いる人は、志望校の情報を確認してください。学校によってはオープンキャンパスへの参加を 

条件としているところもあります。 

 

【その他の推薦入試制度】 

■公募制推薦入試（おもに 10～11月に実施） 

各大学・短大・専門学校が指定する学業成績（評定平均値）等の基準をクリアすること、 

さらに本校の基準として、卒業予定年度の前期終了時点で 54単位以上（高認などを含む） 

進路支援からのお知らせ 
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修得していることが推薦の条件となります。選考方法は面接、筆記試験、小論文などです。 

大学・短大の場合は筆記試験が行われますが、一般入試に比べて入試科目数は少ないです。 

専門学校の場合、書類選考・面接が一般的です。 

 

■指定校推薦入試 

指定された特定の高校に限って出願できるのが「指定校推薦」です。各大学・短大・専門学校が 

指定する学業成績（評定平均値）等の基準をクリアすること、さらに本校の基準として、 

卒業予定年度の前期終了時点で 60単位以上（高認なども含む）修得していること、 

『校内生活上の決まり』の『注意』を２回以上受けていないことなどが推薦の条件となります。 

定員を超えて申込みがあった場合、校内選考が行われます。選考はほとんどの場合面接のみです。 

「指定校推薦」はすべて「専願」です。合格した場合、絶対に入学辞退はできません。 

なお、昨年度「指定校推薦」のあった学校が、本年度も依頼があるとは限りません。 

 
【模擬試験のすすめ】 

■大学進学を考えている人や看護系専門学校の受験を考えている人は、落ちついて学習を続けると 

ともに、模擬試験を積極的に受けましょう。模擬試験は複数回受けて、学力の伸びを確認すると 

ともに、受験校選びの資料としましょう。目標を高く持ち、一回の模擬試験の成績だけで早期に 

受験校を決定することのないようにしてください。 

 

【予約奨学金】 
■日本学生支援機構に「予約奨学金」の制度があります。「予約奨学金」とは、大学・短大・専門学校へ 

進学を希望する卒業年次生が、入学前に（高校在学中に）奨学金を予約する制度です。進学先が確定 

していなくても申込みができます。締め切りは 7/3（月）となっています。 

 

就職について 

【学校紹介で就職する場合】 

■求人票の閲覧（えつらん）開始：7月～ 

１階職員室で担任もしくは進路担当者まで申し出てください。 

関心があれば、応募前職場見学に参加するようにしてください。 

※同時に２社以上応募することはできません。 

応募開始：9/5（火） 

選考開始：大阪府では 9/16（土）以降 

※応募にあたっては、近畿高等学校統一用紙を使用することになっています。 

１.統一用紙(①紹介書、②履歴書、③調査書)にて、履歴書（指定のもの）を本人が作成 

２.応募書類は学校から発送 

ほとんどの企業で面接を重視しています。 

内定すると辞退することができません。応募の際に慎重に考えてください。 

最初の選考で内定が得られなくても、あきらめずに何度も応募する姿勢が大切です。 

 

【縁故紹介や一般求人を見て就職する場合】 
■家族や知り合い等の紹介（縁故紹介）で就職をする場合、また新聞やインターネット、求人情報誌を 

見て応募する場合、現在のアルバイト先からそのまま正社員に採用というケースも見られます。 

応募に際しては、高校からの書類は不要です。履歴書は市販のものを使用することになります。 

 

☆就職を希望している、また進路に悩んでいる人は職業適性テストを受けてみることをお勧めします。 

希望者は職員室まで！ 
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【各種奨学金、給付金】 

現在募集中の各奨学金について下記の表に記載しています。申込希望の場合は事務室へお申し出 

ください。それぞれ締切日が異なりますのでご注意ください。 

（注意事項） 

※各奨学金・給付金によって申し込みの条件が違います。募集要項や申請書をご確認のうえ 

申し込んでください。 

※所得の制限や成績を問うものについては特によく確認してお申し込みください。予算枠や申請 

条件がある奨学金等については、申請しても採用にならない場合もあります。ご了承ください。 

 名 称・内 容・金 額 申込書学校提出締切日 

 

貸 

 

与 

日本学生支援機構 

・平成 30年度大学等入学者 奨学生予約採用 

（対象）来年大学･短大･専門学校等に進学を予定している生徒 

（貸与月額：第一種・第二種） 

区分 

第一種奨学金(無利子貸与)  
第二種奨学金 

(有利子貸与) 
大学 短大・専修学校 

自宅 自宅外 自宅 自宅外 

国公立 45,000円 51,000円 45,000円 51,000円 
30,000円・50,000円・ 

80,000円・100,000円・

120,000円から選択 

私 立 54,000円 64,000円 53,000円 60,000円 

上記貸与月額又は貸与月額30,000円のどちらかを選択 

 

（給付型：給付月額） 

区分 自宅 自宅外 

国公立 20,000円 30,000円 

私 立 30,000円 40,000円 

入学時特別増額貸与奨学金 入学後初回の基本月額に増額して貸与する制度です。 

金額は10万円・20万円・30万円・40万円・50万円から選択し申請します。 

増額貸与は入学前の支度金にはなりませんのでご注意ください。 

第１回申込期限 

（給付型・第一種・ 

第二種） 

７/３(月)厳守 

〔候補者内定 10 月下旬予

定〕 

 

第２回申込期限 

（第二種のみ） 

１１/１０(金)厳守 

〔候補者内定2月下旬予定〕 

 

 

給 

 

付 

 

大阪市奨学費(毎年申請が必要) 

（対象）保護者が大阪市に居住し非課税世帯の生徒(生活保護世帯は除く) 

（給付月額）学習資金として、1 年次生は年額 107,000 円、 

2・3年次生は年額 72,000円を上限として支給(昨年度実績) 

※大阪府高等学校等奨学のための給付金を受けることができる場合は、府

の給付金額を控除した後の金額を支給上限額とする。 

※学習資金として認められる品目・期間については募集要項を参照。 

また、請求の際は領収書の添付が必要ですので紛失しないよう、大切に

保管しておいてください 

（交付時期）年 3回交付予定 

 

６/３０(金)厳守 

【高等学校等就学支援金（対象者のみ）】 

 ■2017 年度高等学校等就学支援金については、現在 6 月分まで認定されています。7 月以降分については、

収入状況の届出が必要です。先月、郵便にて必要書類や詳細についてのご案内を送付していますので、必

ず期日＜6/26（月）＞までにお手続きください。 

 ■学費の案内は、就学支援金の申請が認定された後の 7月中旬になります。 

 

【私立高等学校等奨学のための給付金受給申請手続きについて】 

大阪府内に在住する、低所得者世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、

奨学のための給付金を支給します。別途個別にご案内いたしますが、該当する方は、事務室まで申し出て、 

申請書を含むリーフレットを受け取ってください。※リーフレットは今月末より配布いたします。 

事務室からのお知らせ 
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【前期学費の納入】 

「前期学費納入案内」については、就学支援金の申請が認定された後の 7月中旬に送付を予定しています。 

 

【レポートの提出】 

■レポートを提出する際には、以下の点を注意してください。 

○レポート集が届いたら、各レポート表紙に必ず個人別のバーコードシール（学籍番号・住所・ 

名前・講座名・教員名・レポート回数が印字されています）を所定の｢貼り付け欄｣に貼ってください。 

特にレポートの回数をよく確認して貼るようにしてください。 

○バーコードシールを貼り忘れた場合は、レポートの持ち主が不明となります。提出前に十分 

確かめてください。 

  ○レポート提出は、直接学校へ持参する場合は事務室受付の提出用ボックスへ入れてください。 

提出できる時間は 9：45～17：00（平日）です。 

レポートを学校へ郵送する際は、郵便の消印日が受付日となります。 

レポート提出については、再度『学務の手引き 2017年度版』（P.8、9）をよく確認してください。 

※レポートにバーコードシールを貼り間違えた場合は、学校では受け付けられず、返却されます。 

そのために提出期限や最終締切日に間に合わなくなったとしても、本人の責任となりますので 

注意してください。 

 

【レポート等の再発行】 

■レポート等配布済みの書類を紛失した場合は再発行の手続きができます。所定の用紙に必要事項を 

記入のうえ、事務室で再発行の手続きを行ってください。 

■レポート、バーコードシールの再発行は、正確に記入して申し込んでください。 

■レポートの再発行日は原則として次のスクーリング日（月・水・金）となります。 

■前期のレポート最終締切日（7/11）に再発行のレポートを受け取る場合は、申込受付は、 

7/7（金）17時までです。当日発行はできませんので注意してください。 

 

【通学割引証の発行】 

■本校への通学の際には、交通機関の通学用割引回数券が利用できます。 

回数券の残数が少なくなったら、「通学割引証申請カード(ケース入り)」を事務室窓口のカード回収 

ボックスへ提出して「通学割引証」の発行申請をしてください。 

「通学割引証申請カード(ケース入り)」は毎回申請時に提出が必要ですので大切に保管してください。 

■「通学割引証」の有効期限は一ヶ月です。期限内に駅の発売所で回数券を購入してください。 

その際必ず「通学割引証」をケースから出し、生徒証明書を提示してください。 

詳細は、『学務の手引き 2017年度版』（P.32・33）をよく確認してください。 

 

【住所等変更手続き】 

■現在学校に届けている住所や電話番号などが変更になった場合は、速やかに「各種変更届」に 

記入・押印のうえ事務室へ提出してください。あわせて郵便物が転送されるように郵便局に 

転居届を出してください。 

■通学経路が変わる場合は、「通学割引証申請カード」を変更しますのであわせて提出ください。 

即日発行はできません。原則は 2日後のお渡しになります。 

■届出用紙は事務室や『学務の手引き 2017年度版』の巻末にもあります。コピーして使用してください。 
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イエスと大勢の群集がエルサレムに向かっている時でした。道端に座っていた二人の盲人たち

が、イエスがお通りだと聞いて叫びだしました。普段は静かに道端に座っていた二人です。そこ

に彼らが居たことすら知らない人たちもいたでしょう。そんな彼らが、イエスが近くを通ってお

られるということを知った時、大声で叫びだしたのです。救いを求めて、癒しを求めて……それ

は彼らの命がけの叫びでした。 

  ところが、そんな彼らの叫びを、大勢の群集は黙らせようとしたのです。命がけで叫ぶ彼らを

無理やりに居ないことにしてしまおうとしたのです。まるで、臭いものに蓋をするかのように。

それはまるで私たちの心の中のようです。自分でも見たくない部分から私たちは目を逸らしてし

まうことが多いです。でも、そこには確かに救いを求めて時々大きな声で叫びだす自分がいるの

です。その部分に、イエスは目を留めてくださり、救いと癒しを与えてくださるのです。 

 

（日本キリスト教団 河内長野みぎわ教会 福島義也 牧師） 
 

南ＹＭＣＡ「キリスト教委員会」2017-6 

 

「そのとき、二人の盲人が道端に座っていたが、 

イエスがお通りと聞いて、『主よ、ダビデの子よ、

わたしたちを憐れんでください』と叫んだ。群集は

叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、

『主よ、ダビデの子よ、わたしたちを憐れんでくだ

さい』と叫んだ。」           (マタイによる福音書 20 章 31 節) 

今月の聖句 

 


