
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LGBT※ 性的指向や自己性の自認で悩んでいる人がいます。性は多様で性的少数者として不自由を感じて悩ん

でいる人もいます。それぞれに事情も特性も違い、周りに公表する人、公表したくない人、様々ですが自身に

対しての違和感や自分の身体への嫌悪などに悩み、苦しみ、それに加えて周りの視線も気にしながらの生活は、

日々精神的に大きなダメージを受け、大きなストレスになっています。 

 

 これに対し、近年、少しずつ理解が深まって来ており、大学では、お茶の水女子大や奈良女子大は今春から

“出生時の性別が男性で、自らを女性と認識する”学生の受け入れを始めました。また企業でもユニリーバ・ジャ

パンなどは履歴書の性別欄や顔写真欄を無くしました。事務機器メーカーのコクヨは、そのような履歴書の作

成に取り掛かっています。 

 

 YMCA では、これまでも LGBT に限らず、様々な悩みを抱えた生徒たちを受け入れており、何よりも“本人が

自分らしく生きること”を支援してきました。LGBT 当事者である生徒や保護者からの相談では、どのような学

校生活を送りたいかをお聴きし、それに対して学校は何が出来るか、何をすべきかを考えます。ですが、トイ

レ、更衣、宿泊行事などなど、悩みは個々様々で、本人と周りが一番良い方法を模索して、その配慮も多岐に

渡りますので、すぐに返答が出来ず、私たちも一緒に悩むことがしばしばです。 

 

 9 月末に行う教職員の「人権教育研修」のテーマは、昨年に引き続いて「LGBT」です。昨年は当事者である

中学校教員から、その葛藤と生き方について話をお聴きしました。今回は YMCA に在籍する高校生の当事者が

自身の話をしてくれます。体は女性、心は男性で、例えば幼少期、七五三から男子の装束であったことやその

思い、普段の生活で困ったこと、困っていることなど、私たちが理解を深めることを願って話してくれます。

本人からの事前メッセージには「理解はいらない。大切なことは受け止めること」とあります。人前で自身の

ことを話すその勇気に感謝します。聴く私たちは学びを深め、現場にあって何ができるか、何をすべきかを考

える糧にしたく思います。 

 

※LGBT http://www.moj.go.jp/JINKEN/LGBT/index.html 

（法務省人権擁護局） 
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新型コロナウイルス  感染拡大防止のために 
 

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」「うがい」「マスクの着用を含む咳エチケッ

ト」です。また、感染拡大防止のためには、一人ひとりの行動が非常に大切となります。通学などの

外出の際は、「3 つの密(密閉・密集・密接)」を避け、「感染しない」「感染させない」ための行動を

心がけてください。 
 
 

健康に不安をかかえる子どもをもつ保護者と生徒のつどい 
 
 

〇日 時：10 月 17 日(土)  14:00～16:00 

〇場 所：YMCA 学院高等学校 2 階／オンライン 

〇対 象：健康に不安をかかえる保護者・生徒、またそれに関心のある保護者・生徒 

〇内 容： 

・第 1 部…「学びの時間」講演会『小児・思春期の心身症と対応～起立性調節障害を中心に～』 

柳本嘉時先生(関西医科大学総合医療センター小児科医) 

オンライン参加可能 

・第 2 部…「共有の時間」保護者のつどい／生徒のつどい 

※担当：二宮・池田・横山 

※オンラインでの参加は、第一部のみとなります。 

※参加者人数や申し込み方法などの詳細は、さくら連絡網にて確認してください。 

〇申 込：QR コード、URL よりお願いします。 

https://docs.google.com/forms/d/1h9j1fUtPL1vY82lFyqHJSPla47ThRk0ZWa5DyWpQfU4/viewform?usp=sharin

g_eip&ts=5f521ac1&edit_requested=true 
 
 
 
 
 

2020 年度【後期】グローバル・健康スポーツ・進学・マイスぺ+コース受講者募集！ 

 

10 月中旬より、グローバル、健康スポーツ、進学、マイスぺ+の各コースが始まります。コロナ感染防止に

十分注意を払いながら、後期は通常のスクーリング回数で開講する予定です。オンラインによる学習も状

況に応じて適宜取り入れていきます。 

  〇コース登録方法：9 月 14 日(月)発送の「コース登録承諾書」（前期よりコースを継続する人は「コース

継続申込書」）に記入し、学校に提出してください。 

〇コースについて知りたい人は、以下の説明会にぜひ参加してください。 
 

【コース説明会のご案内】 

 日 時：9 月 24 日(木) 14:00～15:00 

 場 所：本校 5 階 実習室（オンライン参加も可） 
 

 参加希望者は下記の URL、右の QR コードから申し込んでください。 

 オンライン参加希望者には、後日 Zoom のアドレスをお送りします。 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HDxelgGR3gaQQGZ3F42b4OxkTyy5gybCGdGd3oTiI1I/edit 

 

  

② 

https://docs.google.com/forms/d/1h9j1fUtPL1vY82lFyqHJSPla47ThRk0ZWa5DyWpQfU4/viewform?usp=sharing_eip&ts=5f521ac1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1h9j1fUtPL1vY82lFyqHJSPla47ThRk0ZWa5DyWpQfU4/viewform?usp=sharing_eip&ts=5f521ac1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HDxelgGR3gaQQGZ3F42b4OxkTyy5gybCGdGd3oTiI1I/edit


 
 

教務部より 
 
 

 ＨＲについて 

□ホームルームでは、前期の成績表等を渡し、講座登録の準備を行います。 

時 限 時 間 ホームルーム・講座説明会 

10 月 1 日 

10:00～10:50 1A・1B・2A・2B・3A① 

10:50～11:30 

後期開講講座説明会（特別活動にはなりません） 

＜全学年対象：事前予約制（定員 30 名）＞ 

オンラインでの参加も可能です 

  右の QR コードより申し込んでください。 

11:40～12:30 3A②・3B①・3C①・3D・3E・3F 

13:00～13:50 1L・1M・2C・3C②・3M①・3B② 

14:00～14:50 2M・2N・3M② 

15:00～16:00 オンライン歓迎会（＊別紙参照） 

＊「３A、３B、３C、３M は人数が多いため 2 グループに分けてホームルームを行います。 

①は学籍番号の下 1 桁が奇数の人、②は偶数の人が対象となります。」 
 
 

 講座登録について 
 

□「詳細は 10 月 1 日(木)発送の郵送物を確認してください。（3 年次のみ速達発送） 

なお、講座登録は下記の期間中に、電話または学校での実施となります。 

電話の場合 必ず、郵送物を事前に確認しておいてください。 

学校の場合 人数をできるだけ最小にし、時間短縮での実施予定となります。 
 

□日時調整に関しては、ホームルームやさくら連絡網、電話等で行います。 

＊今後の状況によっては、予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。 

＊2020 年度前期学費を 9/30(水)までに納入していない場合、後期の講座登録はできません。 

（期間） 

3 年次： 10 月 5 日(月) 終日・6 日(火)  終日 

2 年次： 10 月 7 日(水) 終日・8 日(木)  AМ 

1 年次： 10 月 8 日(木) PМ・9 日(金)  AМ 

全年次：10 月 9 日(金) PМ 登録予備期間 
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 2020 年度後期スクーリング期間 
 

Y チャレンジ 

マイスペース（2 年次） 
10 月 12 日（月）～12 月 22 日（火） 

マイスペース（1 年次）、 

グローバル、健康スポーツ、 

マイスぺ＋、進学、トランスリンガル 

10 月 13 日（火）～12 月 22 日（火） 

スタンダード 

10 月 26 日（月）～12 月 22 日（火） 

前半：10 月 26 日（月）～11 月 24 日（月） 

後半：11 月 25 日（火）～12 月 22 日（火） 

   ＊体育は開始日が異なります。 

 
 

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。9 月に入り、多くの大学・短大・専門学校で、総合型

選抜（AO 入試）のエントリーや出願がスタートしています。進路は自分が主となって進めていくものではあ

りますが、相談して気づくこともたくさんあります。志望校決定、志望理由書や出願課題の書き方などで困

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。 

  1・2 年次生のみなさんは、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」が必要になります。 

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 週間前までに記載事項を学校に報告してもらう必要があります。詳しくは 8 月 17 日(月)に

送信済みのさくら連絡網を確認してください。または担任まで尋ねてください。 

□9 月末までに発行する「調査書」は 2019 年度後期の成績までのものです。 

  2020 年度前期の成績が入った「調査書」は 10 月 1 日(木)から発行します。 

□「推薦書」が必要な場合は、作成に 1 週間ほど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。 
 
 

 総合型選抜(AO)入試について 
 

 □総合型選抜(AO)入試のエントリーや出願が始まっています。 

 □総合型選抜(AO)入試のエントリーは自由ですが、出願時に専願であることが多いので注意が必要です。 
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 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。 

 

 大学入試共通テストについて（『それぞれの未来へ』P.３参照） 

 

 □大学入試共通テストは、国公立大学の一次試験であり、多くの私立大学が利用する試験です。 

  試験日は来年の 1 月 16 日(土)、17 日(火)です。積極的に受験してください。 

 □現在『受験案内(志願票)』を受付にて配布しています。必要な生徒は窓口で手続きをして受け取ってくださ

い。 

 □高校への『志願票』の提出締切は 10 月 2 日(金)17:00 です。現役生の場合、出願は高校で取りまとめて行う

ことになっています。個人では出願できません。 
 
 

 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)から始まりました。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。 

 □応募は 10 月 5 日(月)からです。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。 

 □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。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止

で３密を避けるため、集団による対面での特別活動を行うことが非常に難しい状況です。 

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。 
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★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 

 
□下記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：10 月 7 日～12 月 21 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) 
 
 
 

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 月下旬に学校から郵送で案内の予定です。 

納入期限は、11 月中旬を予定しています。学費納入期限の延期（延納）、または分割納入を希望する場合

の手続きについても同様に、11 月中旬までに行ってください。手続きの詳細については納入案内に記載し

ますので確認してください。 
 

 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後、「証明書発行願（進学用・就職用）」に記入して、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）」に記入押

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。 

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


 
 

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 週間後 

（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 

 
 

 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）。 

  

手 数 料 

発 行 日 

返信郵送料 
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 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。 
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今月の聖句 

 「つまらない毎日だな」。自分が中学時代、そう思っていた時期がありました。それ

でも自分が頼んだわけでもないのにまた新しい一日がやってくる。朝がやってきて、一

日がはじまるわけです。「なんで朝は来るんだろう。朝なんか来なきゃいいのに。新し

い一日なんか来なきゃいいのに」。そのころの疑問であり、思いでした。 

 それから 15 年くらいたった頃、改めて自分の歩みをふりかえる時がありました。そ

れまで歩いてきた「道」は、時には細くなったり、すごい回り道をしたり、あるいは道

なき道だったりといろいろな状態でしたが、よく見てみると、一本の道となっていまし

た。自分が道を作っていったわけでもないし、道があると思って歩いていったわけでも

ない。ただ、毎日なんとなく過ごしていたらこういうことになっていた。一本の道にな

っていたのです。とすると、これからも毎日毎日過ごしていくことで、道ができてい

く。「自分が道を作るわけじゃなく、何かが道を作っていくんじゃないのかな？」、そ

う思った時に、この聖書の箇所が浮かんだのです。 

 それだけではありません。「人は倒れても、打ち捨てられるのではない。／主がその

手をとらえていてくださる」。ある人の言い方を借りれば「アフターケアもしてくださ

っている」。しかもその「アフターケア」は、見える形でなされることもあるでしょう

し、まったく見えない、あるいは気づかない形でなされているかもしれません。 

 そう考えると私たちの人生、「道」はとても不思議なものだと思います。その不思議

な「道」を導いているくださる方を信じて歩んでいきたいと思います。 

（元日本基督教団吐田郷教会牧師 川俣 茂） 

 

 

南 YMCA「キリスト教委員会」2020-9 

「主は人の一歩一歩を定め 

 御旨にかなう道を備えてくださる。 

 人は倒れても、打ち捨てられるのではない。 

 主がその手をとらえていてくださる。」 

（詩編 37 篇 23-24 節） 

 

 

 

 

 
 


