
令和４年度　学校案内

青森県立北斗高等学校通信制
単 位 制 に よ る 通 信 制 の 課 程

（ 普 通 科 ）



試　験

レポート

スクーリング

レポート

スクーリング

試　験

７４単位以上を
修得する。
７４単位以上を
修得する。

・レポートとスクーリング、試験によって各科目の単位を修得します。
・他校での修得科目や高等学校卒業程度認定試験で合格した科目も単位と
　して認定されます。

・前期（４～９月）と後期（１０～３月）の２学期制です。
・学期ごとに単位修得が認定されます。

・２年次からは多くの選択科目を設けています。
・自分の適性に合わせ、学びたい科目を選択できます。

＋ ＋

　通信制課程は、全日制・定時制とともに正規の高等学校の課程です。年齢・職業を問わず、働きな

がら高等学校教育を受けることができます。学習内容や卒業資格は他の課程の高等学校と同じです。 

　平成１１年、単位制による通信制課程（普通科）として創立されました。平成２５年に、それまで

尾上総合高等学校・八戸中央高等学校に設置されていた分室が各校の通信制課程として独立しました。

創立から現在まで２千人以上が卒業しています。 

単位制

選択科目

２学期制

学習方法

卒業の条件（最短３年で卒業できます）

「学習書」とは自宅で

学習するための参考書

です。 

試　験

単位の修得 出校日数
特別活動への

参加

３年間で６０日以上
出校する。

「単位」の数は、科目ごと・学期ごとに決められています。例えば数学Ⅰは、前期試験に合格すると

２単位、後期試験に合格すると２単位、合計４単位を修得できます。  

自学自習を補うために出校することです。

・科目ごとに、出席すべき時数が決まっています。

・日曜日と水曜日に実施しています。

・ホームルーム活動や学校行事もあります。

・個人指導を受けることもできます。

科目ごとに出される課題のことです。

　教科書と学習書を参考にして、自宅で学習し、

　提出日までに学校に提出します。

・各学期末に実施しています。

・レポートとスクーリングの条件を満たす

　と受験できます。

・試験に合格すると単位修得となります。

ホームルーム活動や学校行事に
３年間で３０時間以上参加する。

「通信制」とは

本校通信制の概要

本校通信制の特色

進　学進　学就　職就　職

必ず学習する科目

学習する科目

卒業後の進路

学 費

現代の国語、言語文化、地理総合、歴史総合、公共、数学Ⅰ、科学と人間生活、体育、保健、
英語コミュニケーションⅠ、家庭総合、情報Ⅰ、総合的な探究の時間

必ず選択する科目

化学基礎・生物基礎のどちらか、音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰのいずれか

自由に選択する科目

論理国語、文学国語、国語表現、日本史探究、世界史探究、倫理、政治・経済、数学Ⅱ 、
数学Ａ 、数学Ｂ 、化学、生物、音楽Ⅱ 、美術Ⅱ 、書道Ⅱ 、英語コミュニケーションⅡ、
論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、フードデザイン、ビジネス基礎、簿記、情報処理

●㈱ひかり農園 ●㈱木村鉄工所 ●㈱ジャムフレンド

クラブ青森 ●日本ホワイトファーム㈱ ●㈲清野菓子

店 TATUYA ELM 店 ●東日本宇佐美東北支店

●㈱ほこだて仏光堂 ●ホテル華乃湯 ●自衛官 

●㈱青南商事 ●㈱日本ベジタ青森支店 ●（公財）むつ

科学技術館 ●酸ヶ湯温泉 ●青森日産自動車㈱

●㈱須藤善石油 ●㈱松山ハーブ農園道の駅 ゆーさ

浅虫レストラン ●バリューHR ●モンテローザフード

●㈱流通サービス ●㈱スタームービング ●あけぼの

歯科 ●㈱アースサポート仙台 ●高栄警備保障㈱

他(過去３年実績)

●岩手大学 ●玉川大学 ●神奈川大学 ●駿河台大学
●東京通信大学 ●武蔵野美術大学(通信制) ●青森
大学（薬学部）●青森中央学院大学 ●山形県立米沢
女子短期大学 ●青森中央短期大学 ●柴田学園大学
短期大学部 ●埼玉東萌短期大学 ●大原スポーツ公
務員専門学校（盛岡校）●大原簿記情報ビジネス医
療福祉専門学校 ●千葉・柏リハビリテーション学
院 ●東京ウエディング＆ブライダル専門学校 ●デ
ジタルアーツ仙台 ●仙台保健福祉専門学校 ●青森
市医師会立青森准看護学院 ●あおもりコンピュー
タカレッジ ●弘前厚生学院 ●S.K.K.情報ビジネス
専門学校 ●青森愛犬美容専門学院

他(過去３年実績)

（年度始に一括で納入）

入学時
入学料　　　　　　　　　　　　５００円

受講料　　　　　　年間約　８，０００円

諸経費　　　　　　年間約１５，０００円

教科書・学習書  　 年間約１８，０００～２０，０００円  

体育着・シューズ　　　　約９，０００円         

特 典

★就学支援金による受講料の減額があります。 

★勤労生徒の給与年間収入額によって、所得税の特別控除があります。

★奨学金制度（青森県育英奨学会、青森県高等学校定通課程修学奨励金、阿部育英基金等）

　があります。

★通学のための割引制度（ＪＲ・青い森鉄道回数券、一部バス回数券）があります。

★学校へのレポートの郵送料は１５円（～100ｇ）です。（100ｇを越えるごとに10 円増）

制服はありません。 

体育の授業では指定の体育着と

シューズを着用します。 
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試　験

レポート

スクーリング

レポート

スクーリング

７４単位以上を
修得する。

・レポートとスクーリング、試験によって各科目の単位を修得します。
・他校での修得科目や高等学校卒業程度認定試験で合格した科目も単位と
　して認定されます。

・前期（４～９月）と後期（１０～３月）の２学期制です。
・学期ごとに単位修得が認定されます。

・２年次からは多くの選択科目を設けています。
・自分の適性に合わせ、学びたい科目を選択できます。

＋ ＋

　通信制課程は、全日制・定時制とともに正規の高等学校の課程です。年齢・職業を問わず、働きな

がら高等学校教育を受けることができます。学習内容や卒業資格は他の課程の高等学校と同じです。 

　平成１１年、単位制による通信制課程（普通科）として創立されました。平成２５年に、それまで

尾上総合高等学校・八戸中央高等学校に設置されていた分室が各校の通信制課程として独立しました。

創立から現在まで２千人以上が卒業しています。 

単位制

選択科目

２学期制

学習方法

卒業の条件（最短３年で卒業できます）

「学習書」とは自宅で

学習するための参考書

です。 

試　験

単位の修得 出校日数
特別活動への

参加

３年間で６０日以上
出校する。

「単位」の数は、科目ごと・学期ごとに決められています。例えば数学Ⅰは、前期試験に合格すると

２単位、後期試験に合格すると２単位、合計４単位を修得できます。  

自学自習を補うために出校することです。

・科目ごとに、出席すべき時数が決まっています。

・日曜日と水曜日に実施しています。

・ホームルーム活動や学校行事もあります。

・個人指導を受けることもできます。

科目ごとに出される課題のことです。

　教科書と学習書を参考にして、自宅で学習し、

　提出日までに学校に提出します。

・各学期末に実施しています。

・レポートとスクーリングの条件を満たす

　と受験できます。

・試験に合格すると単位修得となります。

ホームルーム活動や学校行事に
３年間で３０時間以上参加する。

「通信制」とは

本校通信制の概要

本校通信制の特色

進　学進　学就　職就　職

必ず学習する科目

学習する科目

卒業後の進路

学 費

現代の国語、言語文化、地理総合、歴史総合、公共、数学Ⅰ、科学と人間生活、体育、保健、
英語コミュニケーションⅠ、家庭総合、情報Ⅰ、総合的な探究の時間

必ず選択する科目

化学基礎・生物基礎のどちらか、音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰのいずれか

自由に選択する科目

論理国語、文学国語、国語表現、日本史探究、世界史探究、倫理、政治・経済、数学Ⅱ 、
数学Ａ 、数学Ｂ 、化学、生物、音楽Ⅱ 、美術Ⅱ 、書道Ⅱ 、英語コミュニケーションⅡ、
論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、フードデザイン、ビジネス基礎、簿記、情報処理

●㈱ひかり農園 ●㈱木村鉄工所 ●㈱ジャムフレンド

クラブ青森 ●日本ホワイトファーム㈱ ●㈲清野菓子

店 TATUYA ELM 店 ●東日本宇佐美東北支店

●㈱ほこだて仏光堂 ●ホテル華乃湯 ●自衛官 

●㈱青南商事 ●㈱日本ベジタ青森支店 ●（公財）むつ

科学技術館 ●酸ヶ湯温泉 ●青森日産自動車㈱

●㈱須藤善石油 ●㈱松山ハーブ農園道の駅 ゆーさ

浅虫レストラン ●バリューHR ●モンテローザフード

●㈱流通サービス ●㈱スタームービング ●あけぼの

歯科 ●㈱アースサポート仙台 ●高栄警備保障㈱

他(過去３年実績)

●岩手大学 ●玉川大学 ●神奈川大学 ●駿河台大学
●東京通信大学 ●武蔵野美術大学(通信制) ●青森
大学（薬学部）●青森中央学院大学 ●山形県立米沢
女子短期大学 ●青森中央短期大学 ●柴田学園大学
短期大学部 ●埼玉東萌短期大学 ●大原スポーツ公
務員専門学校（盛岡校）●大原簿記情報ビジネス医
療福祉専門学校 ●千葉・柏リハビリテーション学
院 ●東京ウエディング＆ブライダル専門学校 ●デ
ジタルアーツ仙台 ●仙台保健福祉専門学校 ●青森
市医師会立青森准看護学院 ●あおもりコンピュー
タカレッジ ●弘前厚生学院 ●S.K.K.情報ビジネス
専門学校 ●青森愛犬美容専門学院

他(過去３年実績)

（年度始に一括で納入）

入学時
入学料　　　　　　　　　　　　５００円

受講料　　　　　　年間約　８，０００円

諸経費　　　　　　年間約１５，０００円

教科書・学習書  　 年間約１８，０００～２０，０００円  

体育着・シューズ　　　　約９，０００円         

特 典

★就学支援金による受講料の減額があります。 

★勤労生徒の給与年間収入額によって、所得税の特別控除があります。

★奨学金制度（青森県育英奨学会、青森県高等学校定通課程修学奨励金、阿部育英基金等）

　があります。

★通学のための割引制度（ＪＲ・青い森鉄道回数券、一部バス回数券）があります。

★学校へのレポートの郵送料は１５円（～100ｇ）です。（100ｇを越えるごとに10 円増）

★勤労生徒の給与年間収入額によって、所得税の特別控除があります。

★奨学金制度（青森県育英奨学会、青森県高等学校定通課程修学奨励金、阿部育英基金等）

★通学のための割引制度（ＪＲ・青い森鉄道回数券、一部バス回数券）があります。

教科書・学習書  　 年間約１８，０００～２０，０００円  教科書・学習書  　 年間約１８，０００～２０，０００円  

制服はありません。 

体育の授業では指定の体育着と

シューズを着用します。 
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１年間の行事

●入学式
●全校集会・進路説明会
●対面式・生徒総会

●後期試験

●かるた大会

●卒業式

●ボウリング教室
●避難訓練
●芸術鑑賞教室
●生徒総会

●遠足
●校内生活体験発表

●前期試験

●前期卒業式

★前期スクーリング

★後期スクーリング

●職場実習

●薬物乱用防止教室
●避難訓練
●交通安全教室
●定通総体
●企業見学会

●後期入学式
●北斗祭
●避難訓練

●全校集会・進路説明会

校内生活体験発表

●薬物乱用防止教室

●交通安全教室

★後期スクーリング

校内生活体験発表

●ボウリング教室

★後期スクーリング★後期スクーリング

●芸術鑑賞教室●芸術鑑賞教室
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１年間の行事

●入学式
●全校集会・進路説明会
●対面式・生徒総会

●後期試験

●かるた大会

●卒業式

●ボウリング教室
●避難訓練
●芸術鑑賞教室
●生徒総会

●遠足
●校内生活体験発表

●前期試験

●前期卒業式

★前期スクーリング

★後期スクーリング

●職場実習

●薬物乱用防止教室
●避難訓練
●交通安全教室
●定通総体
●企業見学会

●後期入学式
●北斗祭
●避難訓練

必ず選択する科目 自由に選択する科目必ず学習する科目

１週間の流れ（例）

スクーリング日の流れ（例）

生徒会活動・部活動

8:40～ 8:45ＳＨＲ

8:50～ 9:40 情報Ⅰ 現代文Ｂ 日本史Ｂ

9:50～10:40 ホームルーム活動 数学Ⅱ ビジネス基礎

10:50～11:40 数学Ⅰ 体育 フードデザイン

11:50～12:40 科学と人間生活 英語表現Ⅰ

12:40～13:25 

13:25～14:15 生物基礎 音楽Ⅱ

14:25～15:15 英語コミュニケーションⅠ 世界史Ｂ 簿記

15:15～15:30 

15:30～16:20 現代の国語 国語総合

１校時

２校時

３校時

４校時

昼休み

５校時

６校時

７校時

清　掃

３年・Ｆさんの場合２年・Ｅさんの場合１年・Ｄさんの場合

卒業に必要な単位数に合わせて自由に科目を

選びました。空いた時間は、先生に質問した

りラウンジで自習したりしています。

国語総合は１年のとき、不合格でした。

今年、もう一度頑張っています。 

アイデアを出し合いなが

ら作業しています。

北斗祭の装飾を

準備中です。

バドミントン部、卓球部など活動しています。
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１　募集人員

２　出願資格及び出願書類

３　書類作成上の留意点

４　出願の手続き

２００名  

（１）志願者は、出願書類を在学（出身）中学校の校長を通して提出（送付）すること。

　　   出願資格（１）ウの志願者は、出願書類を志願者本人が提出（送付）すること。

（２）出願書類には、次の２種類の「合否結果送付用封筒」を同封すること。

　　ア　角形２号〈志願者宛・簡易書留〉

　　　　・志願者本人の郵便番号、住所、氏名を明記する。

　　　　・570 円分切手を貼付する。（志願者）

　　イ　長形３号〈在学（出身）中学校長宛・簡易書留〉

　　　　・在学（出身）中学校の郵便番号、住所、中学校長名を明記する。

　　　　・404 円切手を貼付する。（中学校）

　　　　　＊１中学校につき１通（複数志願者がいた場合でも１通）。

　　　　　＊出願資格(１)ウの志願者は、長形３号の封筒は不要。

（３）出願書類を直接持参せずに郵送等で送付する場合、次の「受付番号・面接実施時間通知用封筒」

　　　を更に同封すること。

　　　　長形３号 〈在学（出身）中学校長宛〉

　　　　・在学（出身）中学校の郵便番号、住所、中学校長名を明記する。

　　　　・84 円切手を貼付する。（中学校）

　　　　　＊１中学校につき１通（複数志願者がいた場合でも１通）

（４）入学願書の送付先

　　　　「青森県立北斗高等学校通信制の課程」

　　　　・願書を送付する封筒の左端に「通信制入学願書在中」と朱書きする。

　　　　　＊住所は本誌裏面に記載されています。 

（１）青森県内に住所を有する者のうち、次に掲げる者とする。

　　ア　令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という。）を卒業する見込みの者

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　調査書　（出身中学校で作成したもの）

　　イ　中学校を卒業した者

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　調査書　（出身中学校で作成したもの）

　　ウ　学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者

　　　　　（中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者）

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　入学出願資格に関する証明書

　　　③　最終在籍学校又は中学校卒業程度認定試験の成績証明書

　　　④　前期は令和３年４月１日以降、後期は令和３年１０月１日以降に検査を受けた健康診断書

（２）出願できる県立学校の通信制の課程は、１人、１校に限るものとする。

（１）「入学願書」について

　　ア 「本人氏名」のふりがなを忘れないこと。

　　イ　保護者に関する欄は、 入学式までに 本人が成人に達している場合は記入する必要はない。

　　ウ 「現住所」の欄には、郵便番号と電話番号を必ず記入すること。

　　エ　学歴 および 職歴については、分かる範囲で記入すること。

（２）「調査書」について

　　　「調査書」は、出身中学校に申し出て作成してもらうこと。

　　　既に中学校を卒業した人で、調査書を発行できないときには、卒業証明書を作成してもらい提出

　　　すること。

生徒募集要項

６　合格者の発表

（１）入学者の選抜は、入学願書とともに提出された調査書等及び面接の結果を資料として行う。

　　　学力検査は実施しない。

（２）面接の補助資料として、志望動機や入学後の抱負についての作文（200字～300字）を書く。

５　選抜の方法

   　　合否結果は、本人及び在学（出身）中学校の校長に通知する。

７　選抜に関わる日程

 　入学者の選抜は、提出書類及び面接の結果を資料として行う。

前　期

出願用紙の

交付
令和４年２月１日（火）～ 令和４年８月１７日（水）～

入学願書

受付

令和４年３月２日（水）

　　　　　　　　～３月２５日（金）
＊郵送の場合　３月２５日（金）消印有効

＊直接持参する場合

　・受付時間は、９時～１６時

　・土曜、日曜、休日を除く

令和４年９月２日（金）

　　　　　　　　～９月１２日（月）
＊郵送の場合 ９月１２日（月）消印有効

＊直接持参する場合

　・受付時間は、９時～１６時

　・土曜、日曜を除く

選抜実施日

令和４年４月３日（日）

　午前９時～
＊時間は、志願者本人に通知するので確認する。

令和４年９月１４日（水）

　午前９時～
＊時間は、志願者本人に通知するので確認する。

合否結果 令和４年４月５日（火）発送予定 令和４年９月１６日（金）発送予定

転入学 編入学

出願の手続き
　現在在籍している高等学校を通し

て行う。

　編入学希望者（高等学校中途退学者）本人が行

う。（未成年の場合は保護者の同意が必要。）

提出書類

本人が作成するもの

①作文（様式４）

②選択希望調査用紙（様式５）

在籍校が作成するもの

①転入学資料（様式１）

②転学照会（在籍校の様式）

③在学証明書（在籍校の様式）

本人及び保護者が作成するもの

①転入学願書（様式２）

②転入学希望者調査（様式３）  

本人が作成するもの

①作文（様式４）

②選択希望調査用紙（様式５）

①編入学願書（様式６）

②編入学希望調査（様式７）

前籍校が作成するもの

　成績・単位修得証明書（前籍校の様式）

本人及び保護者が作成するもの

長形３号封筒

　　　〈志願者宛・選抜結果通知用〉

　・本人の郵便番号、住所、氏名を明記する。

　・84円切手を貼付する。

願書受付期間 令和４年３月２日（水）～３月９日（水） ＊最終日１６時必着とする。

試験日 令和４年３月１３日（日） ＊面接のみ 

合否結果 令和４年３月１５日（火） 発送予定

後　期

その他同封するもの

転入学・編入学について
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１　募集人員

２　出願資格及び出願書類

３　書類作成上の留意点

４　出願の手続き

２００名  
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　　　　・404 円切手を貼付する。（中学校）

　　　　　＊１中学校につき１通（複数志願者がいた場合でも１通）。

　　　　　＊出願資格(１)ウの志願者は、長形３号の封筒は不要。

（３）出願書類を直接持参せずに郵送等で送付する場合、次の「受付番号・面接実施時間通知用封筒」
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　　　　長形３号 〈在学（出身）中学校長宛〉
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（４）入学願書の送付先

　　　　「青森県立北斗高等学校通信制の課程」

　　　　・願書を送付する封筒の左端に「通信制入学願書在中」と朱書きする。

　　　　　＊住所は本誌裏面に記載されています。 

（１）青森県内に住所を有する者のうち、次に掲げる者とする。

　　ア　令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という。）を卒業する見込みの者

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　調査書　（出身中学校で作成したもの）

　　イ　中学校を卒業した者

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　調査書　（出身中学校で作成したもの）

　　ウ　学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者

　　　　　（中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者）

　　　①　入学願書（通様式第１号）

　　　②　入学出願資格に関する証明書

　　　③　最終在籍学校又は中学校卒業程度認定試験の成績証明書

　　　④　前期は令和３年４月１日以降、後期は令和３年１０月１日以降に検査を受けた健康診断書

（２）出願できる県立学校の通信制の課程は、１人、１校に限るものとする。

（１）「入学願書」について

　　ア 「本人氏名」のふりがなを忘れないこと。

　　イ　保護者に関する欄は、 入学式までに 本人が成人に達している場合は記入する必要はない。

　　ウ 「現住所」の欄には、郵便番号と電話番号を必ず記入すること。

　　エ　学歴 および 職歴については、分かる範囲で記入すること。

（２）「調査書」について

　　　「調査書」は、出身中学校に申し出て作成してもらうこと。

　　　既に中学校を卒業した人で、調査書を発行できないときには、卒業証明書を作成してもらい提出

　　　すること。

生徒募集要項

６　合格者の発表

（１）入学者の選抜は、入学願書とともに提出された調査書等及び面接の結果を資料として行う。

　　　学力検査は実施しない。

（２）面接の補助資料として、志望動機や入学後の抱負についての作文（200字～300字）を書く。

５　選抜の方法

   　　合否結果は、本人及び在学（出身）中学校の校長に通知する。

７　選抜に関わる日程

 　入学者の選抜は、提出書類及び面接の結果を資料として行う。

前　期

出願用紙の

交付
令和４年２月１日（火）～ 令和４年８月１７日（水）～

入学願書

受付

令和４年３月２日（水）

　　　　　　　　～３月２５日（金）
＊郵送の場合　３月２５日（金）消印有効

＊直接持参する場合

　・受付時間は、９時～１６時

　・土曜、日曜、休日を除く

令和４年９月２日（金）

　　　　　　　　～９月１２日（月）
＊郵送の場合 ９月１２日（月）消印有効

＊直接持参する場合

　・受付時間は、９時～１６時

　・土曜、日曜を除く

選抜実施日

令和４年４月３日（日）

　午前９時～
＊時間は、志願者本人に通知するので確認する。

令和４年９月１４日（水）

　午前９時～
＊時間は、志願者本人に通知するので確認する。

合否結果 令和４年４月５日（火）発送予定 令和４年９月１６日（金）発送予定

転入学 編入学

出願の手続き
　現在在籍している高等学校を通し

て行う。

　編入学希望者（高等学校中途退学者）本人が行

う。（未成年の場合は保護者の同意が必要。）

提出書類

本人が作成するもの

①作文（様式４）

②選択希望調査用紙（様式５）

在籍校が作成するもの

①転入学資料（様式１）

②転学照会（在籍校の様式）

③在学証明書（在籍校の様式）

本人及び保護者が作成するもの

①転入学願書（様式２）

②転入学希望者調査（様式３）  

本人が作成するもの

①作文（様式４）

②選択希望調査用紙（様式５）

①編入学願書（様式６）

②編入学希望調査（様式７）

前籍校が作成するもの

　成績・単位修得証明書（前籍校の様式）

本人及び保護者が作成するもの

長形３号封筒

　　　〈志願者宛・選抜結果通知用〉

　・本人の郵便番号、住所、氏名を明記する。

　・84円切手を貼付する。

願書受付期間 令和４年３月２日（水）～３月９日（水） ＊最終日１６時必着とする。

試験日 令和４年３月１３日（日） ＊面接のみ 

合否結果 令和４年３月１５日（火） 発送予定

後　期

その他同封するもの

転入学・編入学について
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本校通信制が目指すもの

【交通案内】

校　   訓

教育目標

通信制に通う生徒の声

　社会人として、しっかりと生きていく力を育む。

⑴　自らの特性や適性を知り、自己肯定感・自己有用感を持つ。

⑵　他者との円滑な人間関係を築くことができる。

⑶　健康な体を持ち、基礎学力と教養を身に付けている。

　独学で勉強するほど興味があった整体師の求人には、かつて私が投げ出した「高卒」の二文字が条件として

書かれていました。その時、「高校を卒業し、整体師を目指す」という、30代を迎える前にやるべき新たな

目標が決まりました。そこからの行動は早く、母校の北斗高校へ連絡し、必要な書類をいただき、先生方のお

世話になりながら作成・受験し、晴れてもう一度高校生となりました。ここまでの私の行動を、中退当時の私

が見たら、死ぬほど驚くのではないかなと思います。こうして、今、私は二度目の学生生活を送っています。

10代の頃に投げ出した、できなかったこと、やらなかったことを頑張ろうと考えています。

　生きていると何が起こるかわかりません。きっと今「大変だ。」、「別に今や

らなくても。」「面倒だ。」と思っていることが、自分の将来の為になってくれ

ます。私は今、大分遠回りしてここにいます。夢のために、自分のために、「明

日やろうは馬鹿やろう」という言葉をモットーに、今この時を大事に後悔の無い

ようにやっていこうと思っています。

〔令和３年度青森県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会優良賞  工藤美樹 「明日やろうは馬鹿やろう」〕

青森駅より青森市営バス（国道経由

東部営業所行き）で１０分、リンク

ステーションホール青森（旧文化会

館）下車、徒歩８分。

青森県立北斗高等学校（通信制）

〒030-0813　青森市松原二丁目１番２４号

☎０１７-７３４-４４６４　FAX０１７-７３４-４５９９

http://www.hokuto-h.asn.ed.jp/

学校案内図


