敬徳高等学校通信制 広報誌

平成２９年４月８日（土）
敬徳高等学校通信制
文責

堀

田

宏

介

縁あって敬徳に集った仲間たち！
縁あって敬徳高等学校通信制に入学をされる皆さん！
こんにちは、これから始まる新しい学校生活・・・
自分の置かれている環境が一変する人も多く、期待よりも
不安の方が多いのではないでしょうか？

本年度から新設した「 敬 徳 高 等 学 校 通 信 制 」は君たちが
第一期生になります。勉強に関しても、学校生活に関してもま
だすべてが手さぐりのままでの船出であることは間違いありません。
しかし今年ここに集まった１４名は「縁あって集った大切な仲間達」です。
君たちをサポートする教職員も全力で勉強・生活・進路等お世話をさせていただ
きます。
学習面・学校生活面で相談事、悩み事があれば気軽に声をかけてください。
ともにこの校舎で元気よく、明るく、楽しく、積極的に学校生活を送れるよう頑
張っていきましょう！
平成２９年度 敬徳高等学校通信制
前期入学者（４／１現在）
男子７名 女子７名
計１４名
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通信制非常勤
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敬徳高校では・・・
浄土真宗本願寺派の宗門校として、
「和
浄土真宗本願寺派の宗門校として、
「和
顔愛語」を校訓とし、宗教教育を通じて
自立できる社会人を育てるための教育を
実践しています。
その他、全日制の職員もスクーリングに

本日お配りしている「聖典」
本日お配りしている「聖典」・「念珠」
来ていただきます。

は本校で学校生活を送る際に必要になり
ますので常にお持ち下さい。
（朝の時間や本校独自の教科である「宗

４月の予定について

教」の授業でも使用いたします）

４／１（土）教科履修登録日
４／８（土）入学ガイダンス
４／１５（土）ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・ ｽｸｰﾘﾝｸﾞ
４／２２（土）全日制出校日のため休校

※ 第1回スクリーングは４／１５（土）
より開始いたします。

敬徳高等学校通信制
ＴＥＬ ０９５５－２９－８５７１（通信制専用）
ＦＡＸ ０９５５－２９－８５７５（通信制専用）

敬徳高等学校通信制 広報誌

平成２９年５月２０日（土）
敬徳高等学校通信制
文責

堀

田

宏

介

縁あって敬徳に集った仲間たち！
ゴールデンウィークが明け、５月１３日（土）からいよいよ
本格的に通信制のスクーリングが始まりました。
週に１回のスクーリングですので、１回１回を大切に出席し
スクーリングはもとより、レポートの作成が遅れないよう、
自覚を持って毎日の家庭学習と土曜日のスクーリングに励んで
ください。
本校通信制では、土曜日のスクーリング以外でもレポートの提出やわからないと
ころがあれば平日でも事前に連絡をもらえれば、指導を受けることができます。教
科によっては無理なものもありますが、遠慮をせず連絡をしてください。
ＴＥＬ０９５５－２９－８５７１（通信制直通） 普段は、岡教頭先生が対応をさ
れますので、授業のこと・教科のこと・学校生活のこと・その他いろいろ聞いてみ
てください。前期テストに向けて所定のスクーリング出席日数とレポート提出枚数
をクリアしてください。
平成２９年度 敬徳高等学校通信制
前期入学者（５／２０現在）
男子８名 女子７名
計１５名

レポート作成を進めるコツ！
通信制の封筒を活用しよう！
レポートの提出は、スクーリングの
時だけではありません。教科書を見て

※男子の生徒が１名新たに仲間として加
わります。

自学自習で作成しますが、わからなく
ても出来たところまででいいので専用
の封筒に入れて、郵便局から送ってく
ださい。添削だけでなくヒントなども

５・６月の予定について

書いて送り返してくれるので、先に進

５／２０（土）スクーリング

むことが出来ます。少しづつでもコツ

５／２７（土）スクーリング

コツやって郵送で送れば知らずのうち

６／ ３ （土）スクーリング

にレポート完成に向かうはずです！

６／１０（土）スクーリング

１００ g までは１５円です。レポー

６／１７（土）スクーリング

トだけなら、１０枚以上一括で送れま

６／２４（
６／２４（土）スクーリング（特別活動日）
特別活動日）

すヨ！

※特別活動日は通常の授業ではなく、課
外活動等を実施する予定です。内容が決定
次第連絡します。

敬徳高等学校通信制
ＴＥＬ ０９５５－２９－８５７１（通信制専用）
通信制専用）
ＦＡＸ ０９５５－２９－８５７５（通信制専用）
通信制専用）

敬徳高等学校通信制 広報誌

平成２９年６月１３日（火）
敬徳高等学校通信制
文責

堀

田

宏

介

縁あって敬徳に集った仲間たち！
敬徳高校の通信制が新設して３ヶ月が過ぎ、スクーリングも
６回目を終了しました。１５名の在校生も少しずつ週１回のス
クーリングに慣れてきているようです。それぞれ自分ペースで
いいので日々の学習に励んで下さい。レポート作成はまず授業
に出席して教科書や資料を活用し、わからない所を担当の先生
に聞くことにより理解が深まるはずです。家庭での学習も大切ですが、土曜日のス
クーリングにしっかり出席して下さい。また、敬徳高校の通信制は全日制に併設さ
れているので、スクーリング以外の平日でもレポート作成指導が可能です。遠慮せ
ずに連絡をして下さい。
先日、ある生徒がスクーリングを体調不良で欠席すると連絡してきたのですが、
その電話口で「平日に出て来るので遅れた分を指導して欲しい」
「平日に出て来るので遅れた分を指導して欲しい」と言ってくれまし
「平日に出て来るので遅れた分を指導して欲しい」
た。とても嬉しい一言でした。
しっかりとした意識があれば、間違いなく３年間で高校卒業ができます！私たち
通信制の職員も、校訓である「和顔愛語」の精神で心を込めて生徒達に関わり、笑
顔で卒業までサポートしていきたいと思います。

スクーリングの様子
平成２９年度 敬徳高等学校通信制
前期入学者（６／１３現在）
男子８名 女子７名
計１５名

（今回は体育です）

６・７月の予定について
６／１７（土）スクーリング
６／２４（
６／２４（土）スクーリング（特別活動日）
特別活動日）
７／ １ （土）スクーリング
７／ ８ （土）スクーリング
７／１５（土）スクーリング
７／２２（土）スクーリング
７／２９（土）スクーリング

少ない人数ですが、体育の先生の指導
のもと楽しくやってます！

※６／２４の特別活動日は校外でのボラン
ティア活動を予定しています。６／１７の
スクーリングで詳しい連絡をしますので必
ず出席して下さい。

敬徳高等学校通信制
ＴＥＬ ０９５５－２９－８５７１（通信制専用）
通信制専用）
ＦＡＸ ０９５５－２９－８５７５（通信制専用）
通信制専用）
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平成２９年７月２９日（土）
敬徳高等学校通信制
文責

堀

田

宏

介

縁あって敬徳に集った仲間たち！
九州北部豪雨により水の恐ろしさを再認識し、九州地方も
梅雨が明けました。被害にあわれた方々には心よりお見舞い
申しあげます。
本校全日制は７月２０日（木）に終業式を迎え、３８日間の
夏休みに入りました。通信制は７月２６日（水）～２８（金）に
三者面談を実施いたしました。４月１日に入学し、新たな環境の中で高校生活をス
タートした生徒達も、通信制の授業や学校での生活にも慣れた様子でそれぞれのペ
ースで頑張っています。
また、本校で８月２６日（土）～２７日（日）の２日間、前期テストを実施しま
す。このテストは４月～８月中旬までに規定のスクーリングとレポートを提出しな
ければ受験することができません。通信制の生徒はみんなまじめに頑張っています。
前期テストまでにレポートの内容を再度復習し、万全の状態で臨んでください。

（テスト受験科目の申請及び試験料の納付を早めに済ませてください）
平成２９年度 敬徳高等学校通信制
前期入学者（７／２９現在）
男子８名 女子７名
計１５名

６月２４日（土）
ボランティア活動を実施しました！

通信制では、他校からの転・編入の
生徒の受け入れを随時行っています。

（ 敬徳通信制で共に頑張る仲間を見つけよう）
敬徳通信制で共に頑張る仲間を見つけよう ）

８月の予定について
８／ ５ （土）スクーリング
8／ 12 （土）休 講
8／ 19 （土）特別スクーリング
８／２６ （土）前期テスト（１日目）
８／２７ （日）前期テスト（２日目）
※前期テストについては、レポートの
内容を中心に出題をします。あと１カ月
しっかり学習に励んでください。

敬徳高校通信制のメリット！
全日制に併設している本校通
信制は、スクーリングも単位認
定試験もすべて本校で受講でき
るので安心して通えます。
るので安心して通えます。

敬徳高等学校通信制
ＴＥＬ ０９５５－２９－８５７１（直通）
ＦＡＸ ０９５５－２９－８５７５
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通信制の生徒１４名はこの日、 近
くにある伊万里保育園で清掃活動を
行いました。どの生徒も普段、教室
行いました。
で学習している姿とは違い、笑顔で
窓ふきや外の清掃等、短い時間では
ありましたが一生懸命、汗を流しな
がら取り組んでいました。

