
 

 年末、学校説明会後、面談でお話しした中３生とそのお母様からお手紙をいただきました。中

学生の文章には「あちこちの学校を見に行ったけれど、YMCA の雰囲気はほんわかして自分にあ

っていると思った。学校説明会に行く気はなかったけど、行って本当に良かった。ぜひ受験した

い」と書いてありました。お母様からは「『高校にはいかない』と言っていた子どもが行きたい

学校が見つかってホッとしている。何より目指す学校が見つかったことで、子どもの表情が変わ

り、明るくなったことが本当にうれしい」とありました。行きたいと思える学校を見つけただけ

で、一人の子どもが希望を持ち、その気持ちがさざなみのように他の人にも影響を与える。そし

てそれは、私たちにも波及し、この仕事に向かう姿勢と喜びになっていきます。 

 これまでの学校があわずに YMCA へ入学してきた生徒が多くいます。人はどのような教育を受

けてきたかで人生が左右されます。それぞれの子どもたちの未来を輝かすために、教育は大きな

役割を担っていると思います。 

 私たちは生徒に寄り添い、質の高いものを生徒たちに提供していくため、日々研鑽をしていま

す。YMCA では使命、教育方針に沿って行動しているのですが、使命、それは命を使うことで

す。私たちは生徒の前で、どのように命を使うかが問われているように思います。 

 教職員はいつも「生徒と丁寧に関わろう。良い授業をしよう」と思っています。「この生徒の

人生が良くなるように」「一人が良くなると世界が変わる」と願うことで、生徒たちに伝わるも

のが違ってくると確信しています。 

 この一年も教職員一同、生徒のために頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。皆様にとっても良い年となりますようにお祈りいたします。 

 

 何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、とがめられるところのない純真な者と

なり、ゆがんだ邪悪な時代にあって、傷のない神の子どもとなって、この世で星のように輝き、

命の言葉をしっかり保つでしょう。(フィリピの信徒への手紙 2 章 14-16 節) 

 

  

学校長からのメッセージ 



 
感染防止のためのお願い 

 
 
 新型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．学校で全員検温を実施していますが 

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。 

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 月に発送しています。必要な人は職員室で受け取ってください。 

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。 

 

 

 
クリスマス献金のお願い 

 YMCA のクリスマス献金は、暗い気持ちの人たちや困難な状況の人に働きかける活動に用いています。1 月

21 日（木）に発送した「後期最終学習状況報告」などと共に封筒を郵送していますので、ご協力よろしくお願

いいたします。 

 

 

21 年度前期に向けて４つのコース説明会 

日 程：2 月 25 日(木)  14：00～15：00 

場 所：本校 5 階メディアルーム ＆ オンライン 

内 容：21 年度前期のグローバル、健康スポーツ、進学、マイスぺ＋の４つのコースの目的や活動内容につい

て説明します。対面とオンラインの両方で参加することができます。後日さくら連絡網で案内します

ので、関心のある保護者・生徒のみなさんは説明会に申し込んでください。 

 

  



 

教務部からのお知らせ 
 
 

 「後期最終学習状況報告」・「単位認定テスト関係書類」などの発送 

 □日 程：1 月 21 日(木)  発送予定 

  同封物：・「後期最終学習状況報告」（個人別） 

      ・「単位認定テスト受験資格確認表」（個人別） 

      ・単位認定テストの実施方法および、｢筆記式テスト｣出題範囲等一覧 

      ・筆記式テスト日程／時間割 

      ・レポート解答／記述例集 

      ・特別活動参加時間数（個人別） 

       ※各講座のテスト受験資格の有無、テスト実施方法・出題範囲を確認し、レポート解答例で復

習し、しっかり単位認定テストに備えましょう。 

       ※1 月集中講座受講者には 1 月 27 日(水)に発送予定です 
 

 単位認定テスト｢筆記式テスト｣ 

 □日 程：2 月 2 日(火)、３日(水)、４日(木)、５日(金) 

       ※9 日(火)、10 日(水)は入試の為、学校に入ることはできません。 

 □｢筆記式テスト｣は、スクーリングの曜日・時限とは異なる曜日・時限で実施します。 

  ■「筆記式テスト」は、個人別の「単位認定テスト受験資格確認票」に記載されている、 

日付・時限・教室で受験してください。（座席は指定です。座席表は当日教室に掲示します） 

  ■持ち物：「生徒証」「筆記用具」「単位認定テスト受験資格確認表」 

   ※その他テスト受験に必要なものは、講座別に指定されています。「筆記式テスト出題範囲等一覧」 

(別紙)で確認してください。 

  ※「生徒証」がない人は、至急職員室で再発行の手続きをしてください。(手数料 500 円) 

 
 

 ●「単位認定テスト受験資格確認表」に記載の日時に受験できない場合 

 ●  遅刻や欠席などで受験できなかった場合 

 □指定の日時に｢筆記式テスト｣を受けることができない場合や、遅刻や欠席などで受験できなかった場合は、

申込みをして「追テスト」を受験してください。 

 □追テスト日：2 月 8 日(月) 
 

 「筆記式テスト」が不合格になった場合 

 □「筆記式テスト」が不合格となった講座は、2 月 24 日(水)に実施を予定している「再テスト」を受験(講座

によっては代わりに再テスト課題提出)してください。 

 □「再テスト受験」または「再テスト課題提出」については、再テスト・再テスト課題料が 1 講座につき

1,000 円必要です。 

 □詳細は、｢筆記式テスト｣結果の送付の際（2 月 17 日(水)発送予定）に該当者にお知らせします。 

 □納入された再テスト・再テスト課題料は、理由に関わらず返金できません。  



 暴風警報発令などによる休校の場合 

 □暴風警報発令などによる休校の場合の決まりは、『2020 年度版 学務の手引き』に掲載しています。 

 □今回のテスト期間中に休校となった場合、その日のテストを 2 月 8 日(月)に、同じ時限で実施します。その

場合、同日予定の追テストは、2 月１２日(金)に変更になります。 
 
 

 単位認定テスト「課題式テスト」 

 □｢課題式テスト｣の提出期限：2 月８日(月)17 時（郵送の場合は、2/8(月)消印有効） 

 □「課題式テスト｣実施講座で、受験資格がある人には「課題式テスト」を 1 月 22 日(金)に学校より発送する

予定です。 

 □1 月 29 日(金)までに「課題式テスト」が届かない場合は、学校に連絡してください。 

 □｢課題式テスト｣には、追テスト、再テストはありません。 

  （締切日までに提出しなければ単位の修得はできません） 
 
 

 単位認定テスト「実技式テスト」 

 □｢英語会話｣については、単位認定テスト期間中に実技式テストを行います。 
 
 

 2021 年 3 月卒業予定の皆さんへ 

 □高校の卒業要件には、「必修科目の履修」「74 単位以上の修得」「30 時間以上の特別活動参加」 

  「高校に 3 年以上在籍」などがあります。これらのうち 1 つでも欠けると、すでに就職内定や大学合格し

ていても卒業は認められません。 

 □3 月卒業予定者で、万一、必修科目の履修、74 単位以上の修得などの卒業要件を満たさなかった場合は、

「卒業予定の意思確認書｣を提出済みの人に限り、その講座や単位数により、『卒業認定の特例』を適用

（『2020 年度版学務の手引き』）できる場合があり、該当者には連絡をします。 

 □特別活動の参加時間数が不足の人は、2 月 12 日(金)までに必ず充足させてください。 

□卒業認定までの日程等については 1 月 22 日(金)までに発送する予定です。 
 
 

 2020 年度 後期卒業礼拝 

新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮し、午前・午後の 2 部制で開催します。密を避けるため、保護者

の皆様には非常に残念と思われることと存じますが、卒業生のみの参加とさせていただきます。オンラインで

も配信しますので、不安のある人や保護者の皆様は自宅でご参加いただけます。 

 

□日 程：3 月９日(火) 午前・午後 

□場 所：YMCA 学院高等学校 

＊卒業決定者には、後日詳しい案内を送ります。 
 

 2021 年度  前期講座登録について 

 □ホームルームを行います。 

  日 程：3 月 12 日(金)（特別活動 1 時間） 

  今期の成績表配付と、2021 年度前期の講座登録について説明し、｢担任と講座登録日時の予約｣をします。 

 □2021 年度前期 講座登録 

  日 程：3 月 16 日(火)～3 月 22 日(月) ＊土日祝を除く 

  この期間中に 3 月 12 日(金)のホームルームで担任と予約した日程で、個別に講座登録をします。 

  2021 年度の施設設備費を期日(3 月 10 日(水))までに納入していないと、講座登録はできません。  



進路支援より 

  ３年次生のみなさん、これから受験や就職試験を控えている人は、最後まであきらめず頑張りぬきましょ

う。すでに進路が決定している人は、高校卒業のための準備も意識していきましょう。 

  単位数や特別活動の時間数は足りていますか。進学先や就職先への提出書類はありませんか。今一度確認

しておきましょう。 

  1・2 年次生で進学を考えている生徒は、学内での進路ガイダンスを予定していますので、ぜひ参加してく

ださい。 
 
 

 1・2 年次生 進路ガイダンス 
 

  １・２年次の生徒を対象に、下記の日程で進路ガイダンスを行います。 

日 時： ２月８日（月）15:00～16:00 

対 象： 1・2 年次生徒 

内 容： 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 

※申し込み・詳細については、後日さくら連絡網にてお知らせします。 
 
 

 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

しい状況ですが、年度末まで就職活動は行えます。あきらめず、粘り強く行いましょう。ぜひ、担任や進路

支援の先生に相談してください。 

①学校紹介で就職する場合 

引き続き就職希望者の支援をしています。高卒求人票を希望する人・これから就職活動をしたいと考え

ている人は、職員室で進路支援の就職担当もしくは担任に声をかけてください。関心や希望する会社があ

れば、就職担当・担任に希望を伝えてください。 

②縁故紹介や一般求人で就職する場合 

家族や知り合い等の紹介(縁故紹介)で就職をする場合、新聞やインターネット、雑誌の一般求人情報を見

て応募する場合、それぞれの勤務条件を確認し、必要書類を整えるように進めてください。現在勤務して

いるアルバイトからそのまま正社員に採用というケースも見られます。多くの場合、学校からの書類は必

要ありませんが、履歴書(市販のもの)が必要になります。 
 

  



 

特別活動 
 
□1・２月の特別活動は以下の予定です。くわしい内容は、さくら連絡網で読んでください。 

参加したい人はさくら連絡網から登録してください。 

 

特別活動 日 時 場 所 認定時間 
さくら連絡網 

告知日 

バイブルアワー 

1/21・1/28 

（木） 

15:00~15:30 

当日掲示 
2 回出席で 

1 時間 
1 月 5 日 

オンラインスポーツ 
1/20（水） 

15:00~16:00 
オンライン 1 時間 1 月 6 日 

あかちゃん先生 
2/16（火） 

13:00～13:50 
オンライン １時間 1 月 6 日 

 

□卒業するためには、特別活動に 30 時間以上参加しなければいけません。 

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。 

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（オンラインも）も特別活動になります。

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、18 時間まで OK。) 

本校ホームページの『特別活動(校外芸術・映画鑑賞)』にのっている映画・展覧会を鑑賞して、申請書を書

いて職員室に出してください。申請書は職員室にあります。 

 

★2021 年 1 月『特別活動（校外芸術・映画鑑賞）』はこちら 

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/7aaca2d99a7b1f56d13e147c40695a1da4db283d.pdf 

★2020 年 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 

★2020 年 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 

★2020 年 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 
 

  

https://www.ymcagakuin.ac.jp/upload/7aaca2d99a7b1f56d13e147c40695a1da4db283d.pdf
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（今年度）生徒証明書の再発行 

 □後期単位認定テスト受験時には生徒証が必要です。紛失等で生徒証がない場合、下記を準備して、職員室で

申し込みをしてください。発行は受付から 3 日後です。（土日祝日を除く） 

   Ａ．証明書発行願（職員室に設置しています。また『学務の手引き 2020 年度版』の巻末にもありますの

で、コピーして使用してください。） 

   Ｂ．写真（縦 3.0cm×横 2.5cm） 

   Ｃ．発行手数料 500 円（今年度再発行の場合のみ） 

 

 新年度事務手続き 

□2021 年度在籍希望者は以下の「2021 年度施設設備費」の納入と、生徒証明書用写真の提出が必要となりま

す。 

 □詳細は 2 月に送付します。施設設備費納入期限は下記の通りです。必ず手続きをしてください。 

  (次年度「休学」の場合も同様の手続きが必要です。) 

 

 2021 年度施設設備費（40,000 円）の納入 

□ 期限：3 月 10 日(水)（予定） 

□納入手続きがない場合、2021 年

□  

 

 2021 年度生徒証明書 

□「2021 年度施設設備費」納入の案内とともに証明写真提出用紙(写真貼付用紙)を送付しますので、あらか

じめ写真を用意しておいてください。 

 （証明用・背景なし・タテ 3cm×ヨコ 2.5cm・1 枚） 

 初回発行は無料です。（再発行は有料） 

 

 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。あわせて下記の届け出や再発行も必要です。 

①   郵便局へ転居届を提出する 

②（住所変更の場合）「生徒証」を提出し、再発行を受ける 

③（通学経路変更の場合）「通学割引証申請カード」を提出し、再発行を受ける 

※②・③は即日発行できません。 

 □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。 

 

  



 

 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

て保護者印を押印し、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。) 
 

種  類 申込用紙 
通常 英文発行 

手数料 発行日 手数料 発行日 

成績・単位修得(見込) 

証明書 証明書発行願 

（進学用・就職用） 

300 円 
受付から 

1 週間後 

（土日祝除く） 

300 円 受付から 

1 週間程度 

（土日祝除く） 
調査書  

推薦書 500 円 1,000 円 

 

証明書の枚数 郵送料(普通) 速達料金 

  1～2 通まで 84 円 

＋290 円   3～5 通まで 94 円 

  6～10 通まで 140 円 

 
 

 各種申請書に証明記載・証明書添付が必要な場合 
 

□各種補助金や奨学金（都道府県、市区町村、民営団体）などの申請書に、在学証明等の記載または別紙証

明書添付が必要な場合があります。その際は、「証明書発行願」にて申し込みをしてください。 

各種補助金や奨学金などの申請時に証明が必要な場合は、以下 AB を取りまとめて申し込みをしてくださ

い。 

の き 』の

 

  

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



