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生徒指導部 市之瀬 重紀

Ⅰ

バイク免許・車両購入・運転の届出について

埼玉県教育委員会は、昭和 56 年からの高校生のバイク利用を禁止した「三ない運動」
（
「乗らない・

買わない・免許を取らない」）を廃止し、通学目的以外でのバイク免許取得・運転を保護者の同意の
もとで認め、学校への届出制として、県の行う「安全講習」受講を勧めることとしました。

146 単通ネットワーク

No.
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埼 玉 県 立 大 宮 中 央 高 等学校

さいたま市北区櫛引町2- 499-1 TEL048-653 -1010

単通では通信制という特殊な形態であることから、これまで通学に使用しない限り、バイク免許の
取得・運転等については学校としての禁止や把握を行っておりませんでしたが、この「３ない運動」
廃止に伴い、未成年の生徒に対して
①自動二輪車等（原付含む）免許の取得

②車両の購入運転

二つの映画から

について、保護者の方の同意を確認したうえでの届出制とすることとします。
「届け出」
「安全講習」受講についての御指導と御協力を宜しくお願いします。なお、
◦バイク（原付・自動二輪）での登校・通学については、今まで通り「原則禁止」です。
◦生徒のみなさんには、履修指導等の登校時に説明します。
◦詳細情報については、埼玉県の県政ニュース
「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」

の制定について（下記 URL）を御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2018/0925-06.html

Ⅱ

いじめのない学校生活のために

いじめは人権侵害であり、決して許すことのできないものです。いじめを受けた場合やいじめを受

けている人を見かけた場合は、すぐに学校へ連絡してください。なお、令和元年度は、いじめの報告
はありませんでした。

令和２年度前期の主な行事予定
4/  3（金）秋季生受講手続（尿検査有）

6/  1（月）秋季・併修生月曜Ｓ 中間考査

7（火）連携生受講手続（尿検査有）

7（日）大宮中央祭

9（木）秋季・併修生 木曜Ｓ開始

7/  9（木）秋季・併修生木曜Ｓ 期末考査

15（水）連携生Ｓ開始

13（月）秋季・併修生月曜Ｓ 期末考査

20（月）秋季・併修生 月曜Ｓ開始

15（水）連携生前期考査

5/ 14（木）健康診断・生徒総会

16（木）秋季 - 併修生木曜Ｓ 期末考査

19（火）進路説明会（定時制主催）

22（水）連携生前期考査

21（木）秋季・併修生木曜Ｓ 中間考査

9/ 24（木）卒業式

28（木）秋季・併修生木曜Ｓ 中間考査
＊4/21～7/21の毎週火曜日は質問日です。
レポートで解らない問題等があれば、教科担当者に連絡をして登校学習しよう！
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校長
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。心
からお祝いを申し上げます。
皆さんは、本校に入学して以来、勉強や学校行事
など様々なものを通して自らを鍛え、自分の目標に向
かって積極的に取り組んで来たことと思います。振り
返ってみれば、楽しかったことや苦しかったことなど、
本当にいろいろとあったことでしょう。仕事や家事、育
児、介護と学業を両立させるなど、大変なご苦労をさ
れた方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆さん
のたゆまぬ努力に心から敬意を表したいと思います。
そして、いま大きな節目にあって、自分のこれから
のことについて考えてみるのも大切なことかと思いま
す。ここでは、二つの映画を題材にして、未来や将来
の捉え方について考えてみたいと思います。皆さんの
中にも、映画が好きな人は大勢いると思いますが、私
も昔から映画が好きで、気に入ったものは繰り返して
みる方です。映画によっては、録画したもので、気に
なった台詞と字幕を確認しながら見ることもあります。
そうした映画の一つに、少し古いものですが、
『アラ
ビアのロレンス』という映画があります。映像も音楽も
素晴らしい作品で、舞台は1910 年代の中東です。ロレ
ンスは、イギリス軍の将校としてアラブ民族の支援と
指導に当たっていました。彼は、独自の活動をする中
でアラブ人に溶け込み、仲間からも慕われていました。
そんなロレンスのあるシーンの言葉に、
「Nothing is
written.」というものがありますが、これは字幕でどの
ようになっているか分かりますか。直訳すれば、
「何も
書かれていない」となりますが、……。これは、字幕で
は「運命などない」となっています。
これは、彼が敵の不意をつくために、当時だれも
渡れないと言われた砂漠をアラブ人の仲間を率いて
渡り、途中でラクダから落ちてもう助からないと言わ
れた部下を救出した時に発した言葉です。
「That is

鶴巻 一郎

written.」
（それが運命だ）というアラブ人の仲間に対
して言ったものです。これ以後ロレンスは、
「運命をつ
くる男」として、さらに尊敬されるようになります。そ
して、未来は運命として決まっているものではないと
いうこのメッセージは、現代の私たちにも伝わるので
はないでしょうか。
もう一つの映画は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
です。この映画は知っている人も多いと思いますが、
このもともとの舞台は 1985 年のアメリカです。デロリ
アンという自動車（ドアが上に開くあの車）が改造され
てタイムマシンとなり、30 年前や 30 年後の世界に行く
という設定になっています。30 年前が 1955 年、30 年
後が 2015 年ということで、数年前（2015 年）には、い
ろいろと話題になりました。あの映画の中での未来は、
どれくらい現実のものとなっているかと。
そして三部作の最後のパートⅢでは、百年前の1885
年、つまり西部開拓期のアメリカに行って、何とか現
代（1985 年）に戻ったラストシーンに、次のような台詞
があります。
「Your future has’nt been written yet.」これには、
「未来は白紙だっていうことさ」という字幕が付いて
います。これに続くのが、
「Your future is whatever
you make it.」つまり「未来は、いずれにしても、自分
で作るものだ」という言葉です。そして最後には、
「So
make it a good one, both of you.」つまり「だから君
たちも、良い未来を作りたまえ」と添えられています。
未来は既に決まってしまっているわけではなくて、
自分が未来を作っていくのだということ。つまり、自分
のやり方次第で、自分の未来は変えられるのだという
こと。二つの映画の中でも言われていたこうしたこと
は、当たり前のようでいて、普段は意外に忘れている
ことです。卒業という節目に当たって、こうしたことも
ぜひ意識してみてください。
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国 語

卒業に寄せて

旅立つ日に
副校長 小川 伸一

教頭 堀口 博史

卒業生の皆さん、ご卒業おめでと
うございます。皆さんは、高校卒業
という生涯有効の資格を手に入れま
した。奇しくも皆さんは、令和最初
の卒業生として、これからの新時代に旅立ちます。
この門出にあたり、３つのことを述べてお祝いの言
葉にいたします。
１ 技術革新に目を向けよう
皆さんは、次の言葉の意味を知っていますか。
「５
Ｇ」
・
「ソサエティ５．
０」
・
「シンギュラリティ」
。
これらは、すべてこれからの時代を表す用語です。
「５Ｇ」によって通信速度が飛躍的に向上し、やがて
は、
「ソサエティ５．
０」の世の中が実現する。
そして、ＡＩ（人工知能）の発達が人類を超越する
「シンギュラリティ」の世の中が実現する。まさにＳＦ
（サイエンスフィクション）の世界に近づいていくこ
とになるかは、私たち次第であり、予想外の気象の変
化や大規模災害や伝染病の流行によって、世界が荒
廃することも予想されます。しかし、技術の進歩には
常に眼を向けてください。
２ 常識を身に付けよう
社会に出て行くと一番大変なことは、人間関係で
す。学校では上級生や先生との関係、職場では同僚
や上司との関係など、今まであまり気を遣わずにい
たことにも眼を向けなくてはなりません。
私は一人暮らしをしようとして、都内の不動産屋を
回ったところ、部屋を借りるのも一苦労でした。そし
て一人で住んでみると、新しいアパートの住民と言
うだけで嫌がらせを受け、玄関前に他人のゴミ袋が
置かれていたこともあります。どうしようか迷った結
果、地域の子供会が主催の新聞や雑誌の回収に協力
し、近隣住民と挨拶を交わしていると、次第に打ち解
け、正月にはお餅を持ってきてくれたこともあります。
とにかく、挨拶とマナーは大切です。
３ 信念を持とう
誰もが不安を持っている中で、自分とは何かを常
に考えてください。そして、他人から聞いたことやマ
スコミの報道などを鵜呑みしない生き方、信念を持
ってほしいと思います。私たち誰もが、一人ひとり違
うわけで、答えは一つとは限りません。
以上３点述べましたが、今後の皆さんの限りない
可能性とご多幸をお祈りいたします。

ご卒業おめでとうございます。
「レポートの自学自習」を基本とした
通信制高校で、高校卒業資格を得るこ
とは大変だったことでしょう。心から
敬意を表します。
さて、これから本格的に社会に飛び立つ皆さんに、
2020（令和２）年２月11日に 84 歳で逝去された野村克也
さんの話を紹介します。野村さんは「努力の人」
と評され、
「考える野球」を追求し、監督に就任したチームいずれも
を「弱い」から「強い」チームに立て直したり、
「戦力から
外されそうになった選手」を復活させたりした方でした。
「努力の人」の強い意志はどこから来たのでしょうか？
それは、野村さんの現役時代、王貞治さんや長嶋茂雄さ
んという
「ひまわり」のような華やかなスター選手がおり、
その人たちに「負けたくない」という反骨心とライバル心
が根底にあったからでした。
野村さんは1954 年に南海（現ソフトバンク）にテスト
入団し、当初は投手が調整のために投げるボールを受け
るブルペン捕手でした。
「自分は王さんや長嶋さんのよう
な天才ではない。下手でも汗水流して本当にうまくなり
たい」
。人一倍努力し、頭を使って工夫し続けました。ご
本人も３冠王を達成したり、選手出場試合数歴代２位、
監督出場試合数歴代３位、通算本塁打数歴代２位など
数々の記録を打ち立てたりしました。
こうした努力して工夫する姿勢や習慣は、監督時代に
も花開きました。米国流の「Thinking Baseball」を取り
入れ、データを徹底的に分析・活用した「ＩＤ野球」を取
り入れました。そして伸び悩んだり、力が衰えたと見ら
れる選手を蘇
（よみがえ）
らせて再活躍させたりして、
「野
村再生工場」と言われました。
「人間には目に見えない能力
『無形の力』
を持っている。
それをフルに使うことでいい仕事ができる」
。
「失敗と書いて『せいちょう』と読む」
。
野村さんの語録です。

おめでとうございます

地歴・公民
島﨑

祝・卒業

修一

祐奈

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。

ご卒業おめでとうございます。すさまじい量
のレポートをこなし、完了させ、卒業を迎えら

これからの人生いろいろとあると思いますが
ゆっくりと「臨機応変」に乗り切ってください！

れた皆さんに、全私がスタンディングオベーショ
ンです。本当にお疲れ様でした。

～ 人間万事 塞翁が馬 ～

大宮中央で過ごした時間は十人十色です。長
かった人も短かった人も、自分で考え、自分か
ら行動をすることが出来たからこそ、卒業まで

様々に思いはあれど

たどりつけたのでしょう。その力はこの先絶対
に役に立ちます。

中島 則夫

皆さんがこれから先の人生を自分らしく生き
ていけますように、祈っています。そしてこれ

卒業おめでとうございます。
明治維新の立役者、

からの活躍をずっとずっと応援しています。

西郷隆盛 の

「敬天愛人（けいてんあいじん）」
という言葉を贈ります。
「敬天」とは、天を敬い（うやまい）人を愛する
こと。ここで言う「天」とは、
「真理」
「神」
「宇宙」

「ご卒業おめでとうございます！」

仲田 莉果


などといった意味です。
「森羅万象」や「真善美」
といってよいかもしれません。それを敬い、それ
に従う。そして「愛人」とは広い人間愛や万人へ
の慈愛などを表します。
心中に愛を持ちながら、行動すべき時は断固と
して行動する。そしてその行動は、自分たちの利
益や他人からの評価を求めるところから発する
のではなく、大義や使命や天命といったところか
ら発するというわけです。
しかし、もちろん、不調の人生もあるわけで、
そうしたら遠慮なく援助を公共に求めましょう。
当分、日本は「いい国」でいてくれるから。

卒業生のみなさん、おめでとうございます！
今回の卒業生とは長い付き合いでしたので、み
なさんの旅立ちが嬉しいと同時に寂しさもありま
す。入学したばかりの頃が懐かしいですね。
大宮中央で過ごした日々には、人知れず悩み、
大変なこともあったと思います。でも、もう一度
学びたい、高校を卒業したいという思いで大宮中
央に入学し、卒業できたことは、立派なことです。
いつまでも誇らしく思ってください。
私の好きな小説に「ゆっくり歩け、そしてたっ
ぷり水を飲め」というフレーズがあります。どんな
時も歩いて、よく食べてよく寝て、その上で自分
の人生について色々と考えてみてください。シン
プルな言葉ですが、つらい時には思い出して、ど
うか前向きに過ごしてください。
これからのみなさんの一層のご活躍を、心から
お祈りしています。

卒業生の皆さんの前には、無限に広がる未知の世界が
待っています。これからも困難に合うこともあるでしょ
う。気持ちがふさいでしまうこともあるでしょう。しか
し、頭を使って考え、工夫し、努力していくことで、必ず
自分の中の大きな花が咲きます。
「本や新聞を読む」
「辞
書などを使って調べる」ことは大きな武器になります。
頑張りましょう。
「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣
が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変わ
れば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる」
。

Good Luck ！
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大山
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数 学
………

大塚

能弘

一人前になるには50年はかかるんだ。功を焦
るな。悲観するな。もっと根を深く張るんだ。
根を深く張れ。
升田幸三
（将棋棋士、実力制第四代名人 / 1918～1991）
既成の定跡にとらわれず「新手一生」を掲げ、常
に序盤での革命を数多く起こした天才棋士でした。


「みち」

齊藤

義教

「みち」
この言葉を聞いて、卒業生の皆さんは、何を
思い浮かべますか。これから続く人生のような
「道」を思い浮かべる人もいるでしょう。一方で、
はじめてのことに触れるような「未知」を思い
浮かべる人もいるかもしれません。
これから皆さんが歩もうとする世界は、
「未知
なき道」
ではなく、
「道なき未知」
なのです。
「みち」
という言葉からもわかるように、見方を変える
と、気づかなかった側面が見えてきます。世界
は多様です。是非多角的な視点をもち、自身の
信じる道を力強くしなやかに歩んでほしいと思
います。
最後に餞の言葉として、次の言葉を贈りたい
と思います。

「努力をしても、成功するとは限らない。
しかし、成功した者皆努力をしている。
」
皆さんの活躍を心より期待しています。
卒業おめでとう。

現場のフィードバック無しに「改定」される仕組
みは相変わらずで、果てや「大学共通入試」の混
乱に至るなど、双方向のやりとりを経た平衡点に
あるとはとても言い難い。それに順応してしま
った我々が、
「互いのコミュニケーションが大事」
などと生徒さん達に説いたとしても、それは眉唾
モノかもしれない。ほぼ一方的なスクーリングを
するばかりの僕なども、それを言う資格は無いが、
それでも時々レポートや試験にささやかな感想を
寄せてくれたり、なかには「点数不足なのに課題
で単位を認めてくれてありがとう」と少々際どい
ことを、カラフルなチョークで卒業式の日に黒板
に書き残していった生徒さん達などがいてくれる
ことに、随分救われる思いがする。…どうか皆さ
んの「平衡点」を上手に探していって下さい。

根岸

UW1
Thank you very much for your

cooperation.
I wish you a pleasant voyage.
（貴船の協力を感謝する。ご安航を祈る。）

保健体育
「卒業おめでとう」

卒業！

 市之瀬 重紀

みなさんは、本校での在籍期間は異なります
が、勉強、部活動、学校行事などたくさんのこ
とを経験しました。この経験を将来に生かして
ほしいと思います。

「継続は力なり」

理科
祝

直興

頑張れ！大宮中央高校卒業生

林

亘孝

「平衡」と呼ばれる自然の捉え方がある。水面か
ら蒸発する変化と同時に、空気中の水蒸気が液体
に戻る双方向の変化によって安定した状態が保た
れる。人間も自然の一部だとすれば、人間と自然
との関わり、また人間相互の関わりも双方向であ
るのが自然なはずだが「環境破壊」や「社会の分断」
が言われるように、それが失われつつある兆しが
見られる。学校を取り巻く環境も、学習指導要領
（教科書の中身を決めている原典みたいなもの）が

卒業おめでとうございます

小池

創

大宮中央高校での生活はいかがでしたか。
人それぞれ、色々な思いがあるのではないか
と思います。
何はともあれ、自分の力で単位を取得し、卒
業するということは素晴らしいことです。本当
におめでとうございます！
これからも、自分の力を信じて人生を歩んで
行ってください。
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外国語

「旅の重さ」

川合

帯刀

スクーリングで話す時間が取れなかったので、知
らない人も多いでしょう。私が旅好きだということを。
なぜ旅に魅力を感じるのでしょうか。役者が
自分の仕事の面白さを説明するときに、
「何種類
もの人生を味わうことができるから」という言
葉を使います。旅も同様です。その世界に入っ
ていき、現地の人に交じってそこで生きてみる。
束の間のものでしかありませんが、それは素晴
らしく楽しいことなのです。
皆さんもぜひ色々な世界を発見し、見聞を広
めてみてください。
卒業おめでとうございます。

｢子曰く｣

山口

できれば日々の生活の先にある、自分の目標が
あれば、迷ったりするときに目印になるのでは
ないでしょうか。
「この先５年間でこんなふうに
生きてみよう」とか、
「自分の夢はこんなだ」とか、
ノートにつけたり、友達や親しい人に話すこと
ができるといいですね。あとは、貯金して下さ
い。お金ももちろんそうですが、社会的な知識
や、友との信頼関係、健康なども貯金して下さい。
いざというときのためです。
５年後か、10年後になるか、いつか必ず、イザ！
という時がきますよ。

家庭
「一期一会」


吾十有五にして学に志す
三十にして立つ
四十にして惑はず
五十にして天命を知る
六十にして耳順ふ
七十にして心の欲する所に従へども矩を踰えず

令和元年度
卒業生生徒表彰
埼玉県教育委員会教育長表彰
石川 満久
（秋季生８組）

全国高等学校通信制教育研究会

芸術
「努力賞をもらえるように」

ゆみ子

卒業生のみなさん、
ご卒業おめでとうございます。
大宮中央高校で過ごした期間はさまざまであり、
また、思い悩むこともあったと思います。
そこを乗り越えて卒業を迎えられたことは、とても
価値あることと自信を持ってください。
これから新しい場所へと旅立っていくことになりま
すが、皆さんには今までも、そしてこれからもたく
さんの出会いと別れがあります。
一つひとつの出会いを大切に、
人の「縁」を大切に、
ふと人生の歩みを緩めたとき、素晴らしい人生を
送ることができていると思える時を過ごしてくださ
い。皆さんにはその権利があるのです。

尊実

初めて論語を知ったとき、人生とはそういう
ものかと思ったことを昨日のように思い出しま
す。が、ふと気がつくと、いまだに惑っていた
りする自分がいたりします。さすが孔子は別格。
気がつくともう時間だけが過ぎている。Time
flies. とは言い得て妙。ぼーっとしていても過ぎ
ていってしまう時間を有効に使って、これから
の人生充実したものにしていって下さい。

新井

小田川

彩花 （秋季生７組）

全国高等学校定時制通信制教育振興会
松本

島野

清隆

卒業おめでとうございます。これからは「社
会の中で勉強」する日々が続いていきますね。
これは、「卒業」という区切りもなく、誰からも
証書ももらえません。でも努力しているかどう
かは自分自身が一番分かりますね。ときどき、
自分に「ご苦労様」と努力賞をあげてください。
アドバイスというほどのものではないですが、

裕輝

（秋季生８組）

埼玉県定時制通信制教育振興会
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吉田
早田
小野
池上
田中
加藤

千恵美
悠一郎
茉奈実
広志
俊介
優貴

（川口文化服装専門学校）
（秋季生５組）
（秋季生５組）
（秋季生８組）
（秋季生８組）
（秋季生９組）

連携生・秋季生保護者会

事 務局からのお知らせ

進 路係より

保護者会が 12 月４日（水）に開催されました。寒い中でありましたが、48 名の保護者が
出席されました。

○今期卒業生の各種証明書の発行について

◎ ３月卒業予定者の進路決定状況
（2/10現在）

●卒業証明書

大学・短大： ５名

13 時 15 分から LL 室にて、全体会がありました。
13 時 45 分より C 棟の各教室に分かれてクラス懇談会が行われ、クラス担任から「個人
別学習状況」などの資料をもとに通信制のシステムの説明とともに生徒たちの学校での
様子などが話され、保護者の方からは家庭での子どもたちの様子や学校への質問などが
出されました。おおよそ１時間から２時間のクラス懇談会となりましたが、生徒たちの
かかえる様々な問題を話し合い、とても有意義な時間となりました。

●調査書

専門学校等： ９名
就職

： ６名

●成績証明書
●単位修得証明書

◎連絡

●その他

◦卒業後も相談には応じられますが、指導は
できません。特に、就職の学校斡旋は卒業
生には行えません。卒業後は専ら、職安＝

役員および理事一覧
役

会

て就職活動することになります（ネットで

長

島野

知二

副会長

石井

美由紀

副会長

小島

真理子

監

門岡

素子

監

吉田

れい子

事

事

求人案内に従って、市販の履歴書を用意し
エントリーする場合もある）
◦今日発行された「卒業証明書」は、すでに
進路が決まっている人はそれぞれの学校や
事業所の求めに応じて提出して下さい。こ

（川口文化服装専門学校）
矢久保

明美 （２年

絢音 ）

中山

由香

れから進路を決める人も、大学入試センタ

（３年 刘 子玉 ）

小林

里夏

（1 組

（9 組

    守 ）

田邉

弘美

（1 組 菜月・美月） 石井

美由紀 （6 組

さくら） 牛込

くみ

（10 組

晴菜）

奈良

千春

（1 組

佳純）

阪上

博美

（6 組

勇哉）

上野

幸恵

（11 組

ゆかり）

岩本

美穂

（2 組

亜衣夏） 早川

賀子

（6 組

侑那）

大澤

広美

（10 組

悠理子）

瀬川

みやび （2 組

まお）

小島

真理子 （6 組

  哲 ）

西井

孝

（11 組

正人）

尾﨑

由佳

（3 組

胡桃）

平田

龍児

（7 組

  花 ）

関口

美穂

（11 組

祐希）

小野

尚子

（3 組

弘貴）

炭本

達子

（7 組

  伶 ）

井上

紀子

（11 組

佑珠）

友利

樹理愛 （3 組

琉詩）

小川

美栄子 （7 組

  海 ）

滝沢

京子

（11 組

純輝）

山田

弘美

（3 組

諒太）

門岡

素子

（7 組

咲希）

吉野

恵美子 （4 組

雄貴）

吉田

れん子 （7 組

凌大）

染谷

直子

（4 組

功太）

石川 康子

（8 組

満久）

佐瀬

睦美

（卒業

翔太）

伊藤

貴久子 （4 組

綾花）

島野 知二

（8 組

裕輝）

小松

千鶴

（転学

和樹）

関根

有紀

綾香）

渋谷 直紀

（9 組

悠真）

（4 組

蒼波）

山本

直美

（5 組
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  杏 ）

丸山 晴子

紙が必要です。これは
国の「収入印紙」では
ありません。
＊下記の場所で購入し
て下さい。

計量検定所

○申請方法（必ず本人が申請してください）
◦HP（大宮中央高等学校で検索）からの電子申
請
◦来校しての窓口申請
申請前に下記の必要事項を確認してください。
①単通の卒業生

調査書、成績証明書等、

他の就職活動等で必要になるので、大切に

②生徒番号

成績に関する証明書は

保管しておきましょう。

③卒業年月

ー試験出願時や、公務員試験受験時、その

（秋季生）

400円の埼玉県収入証

除く）、埼玉りそな銀行、本校正門前埼玉県

自分で地元のハローワークに行くか、各種

員

１通につき

＊埼玉県庁、県内の市町村役場（さいたま市を

ハローワークの管轄となります。従って、

令和元年度
（後期）
後援会

平成29年４月１日から

◦それ以外の書類が必要になったら、
右の「事

④卒業時の担任

務局からのお知らせ」の通りに申請して下
さい。ほとんどの書類は申請後事務局か旧
担任・進路係で作成できます。発行は申込

⑤その通数

発行までに、１週間程
かかります。
日数に余裕を持って申
請してください。

ご質問は、大宮中央高等学校単位制事務局まで

日から１週間後です。
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