
 

 先日、この春入学した新入生・転編入生の歓迎会を行いました。 

 コロナ禍で入学礼拝も HR もなく、通信制のシステムや学校に慣れる間もなく、休校、その後分散登校

となった新入生・転編入生たちへ“入学おめでとう、この出会いにありがとう” と、私たち教職員の歓迎

の気持ちをきちんと伝えたく開催しました。対面で約 50 名、オンラインで 10 名の参加がありました。 

 その時、私が皆さんに伝えたメッセージ「能力とか、スキルとか、性格とかあるけど、その前に皆さん

の存在、命が大事だと思っている」に対して「前の学校では『死にたい』と、よく思っていたけど、

YMCA でやってみようと思った」と、生徒の感想にありました。 

 これまで、生徒たちから「自分は生きている価値がない」とか、「人からどう思われているか気にな

る」などと聞くことが多く、どこからこの気持ちが生まれるのかといつも考えてきました。原因の多く

に、「だめなやつだ」と言われ続けて育ち、人とうまくいかず、勉強もわからなくなって行き詰っていく

…そんな構図が見受けられます。 

 「あなたはあなたでいい」「あなたしかできないことがある」と伝えるために、YMCA は生徒たちと向

き合い、共に悩み、試行錯誤を繰り返しながら教育活動に取り組んでいます。 

 おりしも 2022年から、文科省の学習指導要領では、既存の点数で測れる能力「知識・技能」向上に加え

て、点数で測れない能力「表現力・判断力・思考力」、「学びに向かう力・人間力」を育てることを求め

ています。この国の大きな改訂に各高校、大学は新たな試みを模索しています。 

 YMCA では、この度の改訂はこれまで取り組み、積み重ねてきたことです。ずっとブレずにやってこら

れたのは、神様から与えられた命、“命の尊厳”を真ん中に据えた教育活動を行ってきたからだと確信しま

す。生徒たちが「自分は自分でいい」と思えるよう、生徒たちと関係性を築いて共に歩もうと教職員は

日々努めています。 

 「あなたがたは神に愛されている子どもですから、神に倣う者となりなさい」 

(エフェソの信徒への手紙 5 章１節) 

  

学校長からのメッセージ 



 
感染防止のためのお願い 

 
 コロナウイルス感染防止のためには、自分の健康に気を付けることが一番ですが、学校は集団で過ごす場所

ですので、周囲への配慮もよろしくお願いします。 

 ついては、以下の事項について、今後もみなさんの協力をお願いします。 

１．自宅で検温し、検温シートに記入してから通学してください。 

  学校での全員検温はしませんので、学校に来る日は必ず自宅で検温をしてください。 

忘れた場合、１階受付で申し出て検温をしてください。 

37.5 度以上ある場合は自宅で待機してください。 

  少しでも体調が悪い際には、担任に連絡の上、無理せず休んでください。休んだ場合の対応は担任より連

絡します。 

  ※検温シートは１０月１９日（月）に発送しています。 

２．マスクは必ず着用してください。 

学校内でマスクを捨てないでください。 

３．手洗いを徹底してください。（入館時やトイレ後は消毒液を使ってください） 

４．毎朝机と椅子の消毒作業を行っていますが、必要な時はいつでも教室備え付けの消毒液とペーパータオル

を使用してください。 

５．人と人との接触を避け、できるだけ距離を取ってください。 

６．階段を使用してください。エレベーターに乗れるのは 4 人までです。  

７．休み時間は大きな声を出さず、通常の声のトーンで話しましょう。 

８．校内で食事をする場合は、人と向かい合わないように、静かに食べてください。 

 

 

教務部からのお知らせ 

 

 

レポート集・時間割・教科書の発送 

 

□後期の講座登録にもとづき、みなさんの届け出住所あてに、レポート集・生徒別時間割・バーコードシー

ル・返信用封筒をセットにしたものを送付しています。 

※教科書は、教科書販売株式会社より、宅配便で発送しています。 

〈確認事項〉 

①自分の登録した講座の教科書､レポートがあっているかを確認してください。 

②セットのすべてがそろっているかを確認してください。 

□これらの発送物に間違いや不足があった場合、学校に連絡してください。学校で交換や不足のものを渡しま

す。 

誤送・不足物の申出期限：10 月 23 日（金） 

＊期限を過ぎると再発行または再購入として有料になる場合があります。 

＊何らかの事情で、レポート集や教科書が届いていない場合も、登録した講座のスクーリングには出席

してください。教科書によっては貸し出しできるものもあります。 

  



 
 

 レポート提出について 
 

□各レポート用紙には、バーコードシールを貼付し（レポートの回数番号に注意し、正確に貼付のこと）、提

出期限を守ってください。バーコードシールを貼り忘れるとレポート返却ができません。 

□多くの講座で、レポートの提出期限は、関連のスクーリング日のほぼ 1 週間後としており、各回の期限に遅

れると評価が下がります。 

□提出最終締切日：2020 年 12 月 24 日（木）17 時（郵送は当日消印有効） 
 
 
 スクーリング代替課題(一部の講座のみ)とそのバーコードシール 

 

□各講座には「スクーリング代替課題」が用意されており、スクーリング出席数に不足が生じた場合に提出し

合格すれば、スクーリング出席回数を補充できるようになっています。 

□該当講座の「スクーリング代替課題」はクリーム色の用紙に印刷されており、レポートと一緒に送付しま

す。 

□バーコードシールのうち、「スクーリング代替課題」がある講座のバーコードシールは、[●代替課題 1]のよ

うに、印刷されています。貼り間違えないように注意してください。 

□貼り間違えなどでバーコードシールが使えなくなった場合、また紛失した場合は、職員室で再発行を申し込

んでください（1 シート 100 円）。 
 
 

 マイページ機能について 
 

 このシステムは、パソコンやスマホ・携帯から、スクーリング出席状況及びレポート提出状況の確認を行

うことができます。スクーリング出席数やレポートに追われるのではなく、自分の意志で学校生活を送れ

るよう、それらを自分でコントロールできる環境作りが大きな目的です。是非、活用してください。 



進路支援より 

  3 年次生のみなさん、進路は順調に進んでいますか。進学関係では、10 月に入り大学・短大・専門学校で 

学校推薦型選抜のエントリーや出願がスタートしています。志望理由書や出願課題の書き方、面接対策で困

っていることがあれば、担任もしくは進路担当に相談してみましょう。就職関係は、10 月より応募が始まっ

ています。求人票を閲覧したい人は、担任もしくは進路担当者まで申し出てください。 

  1・2 年次生で進学を考えているみなさんは、進路について情報収集をする時期です。現在行われているオ

ープンキャンパスには、1・2 年生を対象にしているものもあります。今年はオンラインで説明会を実施する

学校もたくさんありますので、1 校でも学校の様子を覗いてみることをおすすめします。本校 1 階と 5 階の

「進路コーナー」にも情報誌やパンフレットを置いていますので、活用してください。 
 
 

 「調査書」「推薦書」の発行について 
 

□大学・短大・専門学校に出願する際には、高校が発行する「調査書」が必要です。 

各学校の出願に必要な書類および出願期間を確認し、「調査書」が必要な人は、必ず担任を通して早めに申

し込んでください(申込みから発行まで、1 週間かかります)。 

□発行希望日の 2週間前までに調査書への記載事項を学校に報告する必要があります（8月 17日送信のさくら

連絡網を参照、不明な場合は早めに担任まで）。 

□10 月 1 日(木)から 2020 年度前期の成績が入った「調査書」を発行しています。 

□「推薦書」が必要な場合は、作成に 1 週間以上かかる場合もありますので、余裕をもって担任まで申し込ん

でください。 
 
 

 公募制推薦入試について（『それぞれの未来へ』P.4 参照） 
 

 □受験枠を特定の高等学校に限定しないものが「公募制推薦」です。受験校側の出願条件を満たし、なおかつ

本校の推薦条件を満たせば、誰でも出願できる推薦入試制度です。 

 □本校の公募制推薦の基準は、｢卒業年度前期終了時点で 54 単位以上修得していること｣となっています。 

 □選考方法は、学校によって異なりますので、志望校の受験要項を確認してください。 
 
 

『保護者対象進路ガイダンス』 
 

□１・２年次の保護者の方を対象に、下記の日程で『進路ガイダンス』を行います。大学を中心に短大・専門

学校・就職の進路の流れや現状を説明します（同時間帯で生徒対象の『医療・看護・心理系進学ガイダン

ス』も実施します）。進路を考え出すきっかけとしてぜひ参加してください。申し込みは、後日さくら連

絡網で配信します。 

  日程：12 月 12 日（土） 

  時間：11:00～12:40（受付開始 10:00～） 
 
 

 『医療・看護・心理系進学ガイダンス』＜1・2 年次生対象＞ 
 

□医療・看護系の受験についての説明や各校の担当者から教育内容などについて詳しく聞くことができます。 

申し込みは、後日さくら連絡網で配信します。 

日程：12 月 12 日（土） 

  時間：11:00～12:40 

  特活認定：２時間 

  



 就職 ＜3 年次生対象＞ 

  今年度は新型コロナウイルスによる景気減退のため、業種によっては採用枠が例年より少なく、かなり厳

しい状況になることが予想されます。明確な志望動機が例年以上に求められます。 
 

≪学校紹介で就職する場合≫ 

 □求人票の閲覧は 7 月 1 日(水)から始まっています。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。就職活動に必要な書類を配付します。また、関心のある会社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。 

 □第 1 次選考が 10 月 16 日（金）より随時始まっています。同時に 2 社以上応募することはできません。応募

には調査書の発行が必要です。発行には 1 週間かかりますので、余裕をもって申し込んでください。今年

度は新型コロナウイルスによる景気減退のため、11 月以降の第 2 次選考の倍率の上昇が予想されていま

す。早めの動き出しを心がけてください。 

 □内定を受け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。 
 
 

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。 

随時、オンラインや少人数による特別活動をさくら連絡網で連絡しますので、希望者は参加してくださ

い。なお、大学・短大・専門学校等のオープンキャンパスや企業の説明会（オンラインを含む）も特別活

動として認定します。申請書は職員室にあります。 

 □「映画・アートをみよう～校外芸術・映画鑑賞」(各映画・展覧会 2 時間認定、申請の上限は 18 時間まで)本

校ホームページの『特別活動(校外芸術・映画鑑賞)』に記載している映画作品・展覧会を鑑賞し、所定の手

続きを行うと特別活動として認定します。過去に紹介された映画を鑑賞しても認定されます。申請書は職

員室にあります。 

★8 月『特別活動（校外芸術・映画鑑賞）』はこちら 

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/39ddb4c2302db84c34c24ebd4a9f0c2af3e1de90.pdf 

★7 月『特別活動（校外芸術・映画鑑賞）』はこちら 

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/51f5a0377721118a9f7af72639dc2a656f622a54.pdf 

★6 月『特別活動（校外芸術・映画鑑賞）』はこちら 

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/4adcb692d3db3ae8f0bc918dd3407210a137a9f7.pdf 
 
 
 

生徒支援より 
 
 

 カウンセリングスペース 

 
□以下の期間にカウンセリングを受けることができます。保護者の方も利用できますので、気軽に予約してく

ださい。 

〇日 程：12 月 21 日までの月曜日・水曜日・金曜日 

〇時 間：14:00～16:50 (内 50 分) 

〇担 当：石倉 篤 (ISHIKURA, Atsushi) 

〇カウンセラー： 月曜日／川野敬子 (KAWANO, Keiko)  水曜日／小野真由子 (ONO, Mayuko) 

         金曜日／道嶋公子 (MICHIJIMA, Satoko)  
 

  

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/39ddb4c2302db84c34c24ebd4a9f0c2af3e1de90.pdf
https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/51f5a0377721118a9f7af72639dc2a656f622a54.pdf
https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/4adcb692d3db3ae8f0bc918dd3407210a137a9f7.pdf


 
 

事務室より 
 
 
 

 2020 年度後期学費の納入について 
 

□2020 年度後期学費納入案内については、10/26（月）に学校から郵送予定です。 

□納入期限日：11 月 11 日（水） 

□学費の納入期限の延期（延納）、または、分割納入を希望する場合の手続きの詳細については納入案内に記

載しています。 

 

 進学・就職等に必要な証明書発行手続きについて 
 

 □証明書は、必ず事前に担任と相談したのち、「証明書発行願（進学用・就職用）」に記入して、原則として

下記の①(窓口申込)により申し込んでください。 

  特別な事情がある場合には下記②(郵送申込)も受け付けますが、電話・ＦＡＸやメールでは申し込みできま

せん。 

□証明書発行までに 1 週間を要します。下記の表を確認のうえ手続きしてください。 

①窓口申込：受験予定校の願書・募集要項を持参して担任と相談、「証明書発行願（進学用・就職用）」を記入し

て保護者印を押し、担任確認印をもらってから職員室へ手数料を添えて申し込んでください。（生徒

証明書の提示が必要) 

②郵送申込：『学務の手引き 2020 年度版』巻末の「証明書発行願（進学用・就職用）」をコピーして記入押印

し、手数料と返信郵送料の合計料金分の郵便切手を同封して郵送してください。 

（郵便が届いた日が受付日となります。発行に日時を要しますので、余裕をもって申し込んでくださ

い。） 

 

手 数 料 

発 行 日 

返信郵送料 

証明書発行願（進学用・就職用）

https://www.ymcagakuin.ac.jp/download/certificate_ex.pdf
https://www.ymcagakuin.ac.jp/download/certificate_ex.pdf


 
 

 レポート等の再発行について 
 

□レポート等、配付済みの書類を紛失した場合は再発行が可能です。「レポート等諸用紙発行願」に必要事項を

記入のうえ発行手数料を添えて、再発行の手続きをしてください。 

種 類 手数料 申込用紙 発行日 

通学割引証申請カード・ケース 100 円 

レポート等 

諸用紙発行願 

受付から

３日後 レポート（再発行）１枚 50 円 

レポートバーコード １シート 100 円  

即日 時間割（個人用） 100 円 

レポート提出用封筒 １枚 10 円 

 
 

 通学割引証の発行について 

 

□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)」を職員室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 2020 年度版』（P.27～29）をよく確認してください。 

（注意事項） 

※通学用割引回数券は通学以外の目的による使用や本人以外の使用は認められていません。 

※割引証の申請は年間 40 回までです。 

※割引証の有効期限が切れてしまった場合は職員室にて期日を訂正します（訂正は１回限り）。 

 
 

 通学定期券について 
 

□講座登録や各コースなどの申し込みにより、週 5 日以上通学することになった生徒に限り、ＪＲおよび大阪

メトロ（地下鉄・バス）の通学定期券の購入が認められています。（私鉄の各交通機関については通学定

期券の利用はできません） 

該当する人で、通学定期券購入を希望する場合は、所定の申込用紙がありますので職員室へ提出してくだ

さい。時間割等を確認した上で、定期券購入のための通学証明書を発行します。（スクーリング期間中） 
 
 

 住所等変更手続きについて 
 

□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

うえ職員室へ提出してください。併せて生徒証を作り変えますので写真を用意してください。また、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」を変更しますので併せて提出してください。(即日発

行はできません。) 

□届出用紙は職員室にある他、『学務の手引き 2020 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。 

証明書発行願

https://www.ymcagakuin.ac.jp/download/certificate2.pdf
https://www.ymcagakuin.ac.jp/download/certificate2.pdf
https://www.ymcagakuin.ac.jp/download/certificate2.pdf


□現在募集中の奨学金について下記の表に記載しています。 

 （注意事項） 

※申込資格をよく確認してください。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。 

名 称・内 容・金 額 募集期間 

給 

 

付 

2021 年度アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度（給付奨学金） 

18 歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者および、「がん」により主

たる生計維持者を失った遺児で、経済的理由により充実した学校生活が困

難な方に、奨学金が給付されます。 

申請する場合は、下記の概要の他、QRコードからHP掲載の案内文も必ず

確認してください。(募集要項は近日中に HP へ掲載予定です。) 
 

小児がん経験者 

【対象】条件①～③を全て満たしている者。 

① 18 歳未満で小児がんを発症した小児がん経験者で、経済的な理由によ

り援助を必要とする方 

② 2021 年 4 月時点において高等学校等に在学予定の方 

③ 奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得の基準を満たし

ている。 

【給付月額】20,000 円 

【募集人数】全国で 30 名程 

 

がん遺児 

【対象】条件①～④を全て満たしている者。 

① 主たる生計維持者を「がん」で失った遺児で、経済的な理由により援

助を必要とする方 

② 2021 年 4 月時点において高等学校等に在学予定の方 

③ 奨学金申請時における前年度の世帯の収入または所得の基準を満たし

ている。 

④ 直近の学習成績が評定平均値 3.5（5 段階評価）以上の方、または特定

の分野において全国あるいは都道府県レベルで優れた実績のある方

（全国大会出場等） 

【給付月額】20,000 円 

【募集人数】全国で 140 名程 

 

申請希望の方は事務室で申請書を受け取り、各自で申込みをしてくださ

い。 

2020 年 11 月 1 日（日） 

～2021 年 2 月 28 日（日） 

       （消印有効） 

 

 

https://www.aflac.co.jp/corp/mesena/pdf/guidelines1.pdf


今月の聖句 

／


