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2 月沖縄集中スクーリング開催しました！ 

み 調に一足お先に春に変わってきてい

るようです。朝晩は、まだ寒いですが、日中は晴れると暖かいです。みなさんの地域ではいかがでしょうか？ 
3 月は、卒業など別れの季節でもありますが、逆に出会いの季節でもあります。八洲学園国際高校のスクーリ

ングは、「高校卒業」という同じ目標を持った生徒さんが全国各地から集まります。新しい出会いをスクーリン

グで味わってみませんか？教職員を皆さんとお会いできることを楽しみにしています。 

なさん、こんにちは。沖縄では、カンヒザクラも満開となり、季節は順
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在校生の皆さん・保護者の皆さんいかがお過ごしでしょうか。 
今日の沖縄地方は、最高気温が２４℃で汗ばむほどの陽気でした。 
学校周辺にある桜は、今、満開です。その花の色は、本土に多い「ソメイヨシノ」より濃く、梅のよう

な色です。 
とても鮮やかで、それはそれは綺麗です。 
私は大阪出身ですので、桜といえば４月上旬に近所の方や友人と見に行ったりしたこともありました。

春の暖かな陽ざしと桜の淡い優しさに包まれて、ずいぶんゆったりとした気持ちになったものです。 
まだ２月なのに、春らしい今日の陽気がその頃のことをふと思い出させてくれました。 
 
暗く冷たい、そして厳しい冬が終わり、もう少しで、暖かい春を迎えることのできる安心感なのでしょ

うか。 
春は人の心を優しくしてくれる。そんな気がします。 
そして、春は「さあ、何か新しいことを始めよう。」「新しい夢に向かってがんばってみよう。」   
そんな勇気を与えてくれる季節なのではないでしょうか。 
 
しかし、皆さんの中には季節の変化に気づかないほど、重く苦しい問題や悩みを抱えている方もおられ

るかもしれません。そして、その苦しみに押しつぶされそうになっている方もおられるかもしれません。

しかし、その悩みから逃げずに、精一杯がんばって下さい。今は大変かもしれませんが、頑張っている

うちに「自分自身が成長していきます。」「自分が大きくなっていきます。」「人生に無駄など何もない。」

すべて、自分の力になっていくのです。力がつけば、どんな問題が起きようと悠々と乗り越えていける。

人生の荒波も全く怖くなくなる。本当に幸福な人とは、そんな人のことをいうのだと私は思います。 
「春の来ない冬はありません。」「闇が深ければ深いほど、夜明けは近い。」 
「人生いろいろなことがあるから、おもしろいのかもしれない。」 
私は、困難なことに出会うたびに、自分自身にそういい聞かせてきました。これからもどんな場面に遭

遇するかわかりませんが、「苦労した分だけ自分が成長する。」と信じて、楽天的にあらゆる問題に立ち

向かっていこうと思います。そして、自分の人生を満喫していこうと考えています。 
 
さあ今から、みなさんも「理想の自分にめぐりあうために」一歩一歩ゆっくりゆっくりと自分のペース

で新たな歩みを開始して下さい。 皆さんの成長を楽しみにしています。 



 
 
 2 月 9 日～16 日の 7 泊 8 日の日程で、2 月集中スクーリングを行いました。今回も、様々な年代の、様々な出身

地から、145 名の生徒さんが参加されました。 
 

 

？印象に残ったスクーリングは何ですか？ 

 
ちゃんと試験に出ると
ころは出て、きちんと教
えてくれたこと。 

先生が楽しく分かりや
すく教えてくれたこと。

テスト勉強のプリント
が分かりやすい。 

分かりやすいし、やさ
しいし、先生の熱心さ
が伝わってきた。 

 
 

英語がわかりやす
かった。 

特別活動の藍染め。 
分からないことを分かりや
すく教えてもらえた。 

書道。大城先生の授業凄
く大好きでした。  

 
 

 
今回、最後のスクーリングとなりまし

た。特に、事件もなく本当に良かった

です。むっちゃ楽しかった。高校最後

の学校生活、一生の思い出になりまし

た。ありがとうございました☆ 

まじで、八洲に入って幸せだと思った。

なにより友達がたくだんできた。 
最高☆ 

 

 

 

最初は、めっちゃ長いって思ってたケ

ド、やってみるといがいに早くてビッ

クリした。おわったときにたっせいか

んがあった。 

 

楽しかった。友達も出来たし、その友

達と会えなくなるのは、寂しいけど、

またいつかどこかで会いたいです。 

 

 

 
友達が出来るか心配だったけどたくさ

ん友達ができてよかったです。楽しか

った！！ 
                              藍染めをしているところです。 沖縄に一度も来た事もなかったし、来

るのが嫌だったけど友達も出来てよか

った。先生も話してみると良い先生だ

った。こんなに 1 人の生徒に対して一

生懸命になってくれる先生がいて驚い

た。暑くて辛かったけど何だかんだ言

って楽しかった。ありがとう。お世話

になりました。もう、ここには来ない

けど忘れないでね☆ 

 

 
ここでした経験は一生絶対に忘れるこ

とはありません。ここで過ごした一分

一秒。今年来たメンバー。ここで出会

った人たち。泣くとは思っていません

でしたが、去年に引き続き…今年もや

っぱりポロリ＞_＜…。八洲んちゅぬ宝

サイコウ＞_＜ 

 

 

 

 

 

                             パイナップルパークでの一コマです。 

最初は、とても来たくなかったけれど、

参加してみたら、友達がいっぱいでき

て、毎日が楽しかったです。今では、

逆に帰りたくないくらいです。 
まじ楽しかったぁ~。友達いっぱいでき

て 1 日 1 日きちょうな日でした。八洲

はほんとにイイ所☆最高でしたぁ~。 
 

 
7 泊って考えればすごく短いけどすご

く凝縮されていて、大切で大好きな友

達もできて、勉強は大変だったけど本

当に来てよかった！ 

 
最初は長いな～と思っていたけど、今

になってみるとすごく短かった。帰り

たくないよ～！！ 
 

 

楽しかったです。もお、卒業だけどま

た遊びに来たいです。 
 

今回で最後だったからおもいっきり楽

しんだ。  

                               フラミンゴと一緒に！！ 

 

１週間お疲れさまでした。 

卒業確定された生徒さんおめでとうございます！！ 



 
 
 
 
 
 
 
 3・4 番副担任  徳永 知枝子

 
皆さんこんにちは。今回は、私がとても大切にしている本を一冊紹介したいと思います。パ

ット・パルマーという人が書いた、「自分を好きになる本」という本です。まるで絵本のよう

な、とても薄い本です。おそらく、15 分くらいで読み終わってしまうでしょう。書いてある

言葉も、難しい言葉は何ひとつありません。小学生でもすらすら読めてしまいます。でも、一

文一文が、とても心に染み渡ってくるのです 
私がこの本に出会ったのは、中学生の頃でした。その頃私は、友達との関係がうまくいかず

に悩んでいました。毎日毎日悩んでばかりで、そんな自分のことが嫌いでした。自分は何でこ

んなにダメなんだろうと思っていました。しかし、この本を読んで、とても気持ちが楽になり

ました。辛い気持ちから私を救ってくれたのです。「私なんて・・・」と思っていましたが、

この本を読んだら、本当に自分で自分のことが少し好きになれていたのです。 
その中でも、特に私が印象に残っている一文があります。 

『あなたはあなた、それでいい』という文です。あなたは世界でたった一人しかいない。だか

ら、他人と比べる必要はない。そのまままのあなたでいい。 
友達とうまくいかずに悩んでいた時、自分が良くないからだと思っていました。自分を抑え

て、周りの人に何とか合わせようと必死になっていて、とても疲れていました。そんな時に、

この本に出会ったのです。ああそうか。私は私なんだから、それでいいんだ、無理して自分を

作らなくていいんだ、そのままでいいんだ・・・と、素直に思うことができました。何か問題

にぶつかって悩んでいる時、悩んでいる自分のことが嫌いになってしまうことってありません

か？今でも、辛いことがあって悩んでしまったら、自分のことが嫌いになりそうになったら、

この本を読みます。その度に、大切なことを思い出させてくれます。一生大事にしていきたい

一冊です。きっとこれからも、この本にお世話になることでしょう。ぜひ、皆さんにも読んで

ほしいです。 
自分で自分のことを好きになるというのは、難しいことかもしれませんが、とても大切なこ

とだと思います。私は自分に自信が持てなくなった時、「私は私、それでいい。」と言い聞かせ

ています。世界でたった一人の自分のことを、どうか大切にしてあげてくださいね。 
 
 



               
                
     
                                  

 
 

教頭   多田 浩之 
さて、このタイトル文字を何て読むかわかりますか？ 
そうです！「えん」「えにし」と読みますよね。みなさん大体の意味は理解していると思います 
が辞書で意味を調べた人は少ないんじゃないかな? 
 
え ん＝（仏教の思想から）ある運命になるめぐりあわせ。 
えにし＝えん（縁＝えに）の日本化した字音、「し」は強意の助詞。意味は以前からの宿命でそうなった人と人（物

と物）の結びつき。狭義では、男女間の縁を指す。 
※新明解国語辞典参照 

先生何が言いたいの？と思ったかもしれません。最近スクーリングを振り返ってよく思うのです 
が、八洲学園国際高校には全国（北は北海道から南は沖縄まで）から皆さんが集まりスクーリングをしますよね。

その時に友達が出来たり、嫌な人にあったりと、たくさんの出会いがあります。そうです国際高校に入学しなかっ

たら絶対になかった「縁」です。 
よく男女間の縁を「赤い糸で結ばれている」などといいますが、自分の人生で起きる良い事、悪い事、嬉しい事や

悲しい事などすべての事が「縁」だと考えたことはありませんか？ 
良い事があれば幸福感を感じ生きている喜びを味わえますが、悪い事が続くと毎日がつらく「死にたい」と思うと

きもあります。私も精神的に強いほうではなく人間関係などで嫌な事があれば「死んでもいいかな？」と考えたこ

とがあります。でも、「縁」なんだと考えることによって、すごく精神的に楽になりました。 
何故か？って。えん（縁）なんだから運命的に決まってるんだ。そう考えれば自分にプレッシャーをかける事もな

く、焦（あせ）る事もなく気楽に物事を考えられるようになりました。只、自分の行動が良いと良い縁にめぐりあ

え、だらけたり、人を傷つけていると悪い縁にあったような気がします。人との縁もそうです。自分の行動にあわ

せて自分とよく似た人が集まってきます。 
 国際高校入学の「縁」から少しそれましたが、スクーリングの出会いという「縁」は、すごいですよね。八洲に

入学→何月のスクーリングかを選ぶ→宿舎の部屋割り、と「縁」が重なり合います。そんなすごい「縁」でしりあ

った人と共通の人生の目標が持てたり、将来の親友になったりとかあれば良いですよね。また我々教職員も八洲の

教師になっていなかったら皆さんと会うこともなかったはずです。精神的につらい思いをする事は、数多くありま

すが少しでも嬉しい事があれば、ほんの一瞬でも忘れられます。人生つらい事やしんどい事のほうが多く、楽しい

事、嬉しい事は少しですが、その少しの幸せの為に皆生きていると思います。「縁」によって素晴らしい、めぐりあ

わせ・結びつきがあり今以上の強い自分に変われる事を祈っています。 
こんな果てしない宇宙の中の、こんなきれいな地球の中の、こんな大きな世界の中の、 
こんな広い日本という国で、あなたにあえてよかった！                      

 
 
 
 
 
 
 



 
平成１６年度ＮＨＫ高校講座「春期講座」放送スケジュール  

３月 7 日（月）～４月 4 日（月）の期間のＮＨＫ高校講座は、「春期講座」が放送されます。通常の放送時間帯には番組の放送が

ありませんので、注意して下さい。（深夜アンコール放送を除く） 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 
放送時間帯 

3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 

行事予定 ３月①スクーリング 

（3/3～10）     

家庭総合 
15：00～15：30 

生命をはぐくむ 
子どもの豊かな 

発達を求めて 
子どもの生活と遊び

家庭で育つ 

社会で育つ 

子どもの人権を 

考える 

地理 

15：30～16：00 ネパール 

～高山の営み～ 

モンスーン 

～水の恵み～ 

ヨーロッパ 

～多様な風土～ 

アマゾン川 

～山地から熱帯林へ～ 

シベリアと極東 

～タイガとツンドラの民～

化学 1：00～1：30 

※深夜翌日  原子量・分子量 物質量 溶液の濃度 

生物 1：30～2：00 

※深夜翌日  刺激の受容 神経 神経系 

第１週 
  

月 火 水 木 金 
放送時間帯 

3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 

行事予定 ３月②スクーリング 

（3/13～20） 
    

数学Ⅰ 
15：00～15：30 

三角形の面積 正弦定理(1) 正弦定理(2) 余弦定理(1) 余弦定理(2) 

英語Ⅰ 
15：30～16：00 

Lesson 9 (1) Lesson 9 (2) Lesson 9 (3) 文法のまとめ２（1） 文法のまとめ２(2) 

化学 1：00～1：30 

※深夜翌日 酸と塩基 水素イオン濃度と pH 中和反応 中和滴定 

生物 
1：30～2：00 

※深夜翌日 
恒常性（1） 

～自律神経系～ 

恒常性（2） 

～ホルモン～ 

植物の一生（1） 

～植物ホルモン～

植物の一生（2） 

～花芽形成～ 

第２週

 

※ 春期講座で放送される番組はすべて再放送番組です。したがって、すでに提出した番組を再度視聴しても合格にはつ

ながりません。今まで自分がどの番組を視聴したかを把握して提出しましょう。 

※ 春期講座で放送される科目は限られています。計画を立て、番組の録音・録画を行いましょう。 

※ 放送時間・内容は変更になる場合があります。詳しくは下記アドレス・新聞テレビ欄等でご確認下さい。 

NHK 学校放送オンライン ⇒http://www.nhk.or.jp/school/tebiki/index.html   

◎ラジオ番組  ・・・ 「学習の手帳」ｐ．４０～のＮＨＫ高校講座「年間予定表」で確認していきましょう。 

◎テレビ番組  ・・・ 以下の日程で放送されます。視聴報告書をこれから作成する方・作成中の方は、 

参考にしてください。 

 

                                   



月 火 水 木 金 
放送時間帯 

3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 

行事予定   成績発送   

数学Ⅰ 
15：00～15：30 

図形の計量（1） 図形の計量（2） 

英語Ⅰ 
15：30～16：00 Communication2+ 

Vocabulary Builder1 

Communication3+ 

Vocabulary Builder2

第３週 
        せっせ せっせ 

          どんどん書こう！ 

歴史でみる日本 1：30～2：00 

※深夜翌日 源義家 

～武門の棟梁～ 

尼将軍 北条政子 

～承久の乱～ 

蒙古襲来 

～河野水軍と大三島～

足利尊氏 

～室町幕府の成立～ 
 

 

月 火 水 木 金 
放送時間帯 

3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 

行事予定   ゆんたく発送 
5月スクーリング・ 

Ｒ1/2 合格のための〆切 

 

世界史 

15：30～16：00 絹と紙の中国文明 

～時空を超えて（1）～ 

船でたどる世界史 

～時空を超えて（2）～

なぜ歴史を学ぶか 

～時空を超えて（3）～

アメリカ大陸との出会い 

～時空を超えて（4）～ 

大衆消費社会の到来

～時空を超えて（5）～

理科総合Ａ 1：00～1：30 

※深夜翌日 カーリングの物理 
仕事の貯金・ 

エネルギー 

熱しやすく、 

さめやすい 

エネルギーは使っても

減らない？ 

情報Ａ 1：30～2：00 

※深夜翌日 マルチメディアをつくる

（1） 

マルチメディアをつくる

（2） 
ディジタルな世界（1） ディジタルな世界（2） 

第４週 
 

 

 

 
ＮＨＫ高校講座アンコール放送(深夜再放送)のお知らせ 

「ＮＨＫ高校講座」では、今年度 4月から 9月までに放送した番組のアンコール放送をしています。春期講座放送中

もアンコール放送を実施します。詳しくは下記アドレス・新聞テレビ欄等でご確認下さい。 

●ＮＨＫ放送オンライン ⇒ http://www.nhk.or.jp/school/tokusyu/07.html 

 テレビ  
★注意事項★ 

☆ 再放送番組は深夜・早朝に

放送されていますので放

送曜日・時間帯に注意しま

しょう。 

例）土曜日 0：00～ 

⇒金曜日の深夜 0：00～

☆ テレビは 30 分番組、ラジ

オは 20 分番組です。 

☆ 一度視聴した番組は再度

視聴しても採点の対象に

なりません。 

☆ ※「理科総合」は、Ａの内

容・Ｂの内容と交互に放送

されます。Ａの内容を視聴

しましょう。 

（Ｂは採点対象外です）

 月曜深夜 火曜深夜 水曜深夜 木曜深夜 金曜深夜 土曜深夜

深夜 （火曜） （水曜） （木曜） （金曜） （土曜） （日曜） 

3:50～ 世界史 
歴史で見る

日本 
地理 物理 化学  

4:20～ 数学Ⅰ 英語Ⅰ 
理科総合

A・B
※

 
家庭総合 情報 A 生物 

 ラジオ   
 火曜深夜 水曜深夜 木曜深夜 金曜深夜 土曜深夜 

深夜 （水曜） （木曜） （金曜） （土曜） （日曜） 

0:00～  英語 II  国語総合 古典 

0:20～  英語 II  国語総合 古典 

0:40～ 現代社会 英語 II  国語総合  

1:00～ 現代社会 現代文 保健体育   

1:20～  現代文 保健体育  ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ

 



生徒・保護者各位 
  

 保護者懇談会開催について（ご案内） 

 校長 宮長 芳登 
この度、保護者懇談会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

保護者懇談会は、平素、直接交流の機会が少ない保護者の皆様に、当校の現況報告や、単位修得・卒業

までの流れ、定期的に郵送しています成績表の見方などをご説明し、ご理解いただくとともに、当校に対

する不安や疑問点を解消していただき、相互理解を深めることを目的として開催いたします。 

また、保護者同士の情報を交換する場としても活用して頂きたいと考えております。 

この機会に、お子さんがどのような高校に通い、どのように学習しているかについてご理解得られれば

幸いです。是非、ご出席下さいますようご案内申し上げます。 

※生徒さん本人の同席も可能です。是非、ご出席下さい。 

 

 

懇談会の内容及び時間 ※参加人数によって当日変更になる場合もあります 
時 間 内    容 

15：00～ 受付開始 資料配布 ①保護者懇談会資料 
②成績表（※事前に申込書を提出された方のみ配布） 

15:15～ 保護者懇談会 

① 当校の現況報告（在籍者数･スクーリング参加人数等） 
② スクーリングの様子のビデオ上映 
③ 学校のシステム面の説明 

・学習方法の説明 
・成績表の見方の説明 
・スクーリング参加までの流れの説明 他 

④ 質疑応答・意見交換 

16:30 終了  
※ 当日は時間厳守でお願い致します。ただし、何らかの事情で急遽来られなくなった場合や会場・日程の変

更等がございましたら、お電話または Fax にて直接学校にご連絡下さい。 
 
 

開催地域・日程 ※会場地図は次頁でご確認下さい 

開催地域 開催日 会     場 所  在  地 連  絡  先

那覇（沖縄） 4/2（土） 沖縄県青年会館 那覇市久米 2-15-23 098-864-1780

沖縄市（沖縄） 4/10（日） 沖縄市立中央公民館 沖縄市八重島 1-1-1 098-939-0033

本部（沖縄） 4/3（日） 八洲学園国際高校 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 
0120-840-598
0980-51-7711

札幌（北海道） 3/27（日） 札幌市男女共同参画センター 札幌市北区北 8 条西 3 丁目 札幌エルプラザ内 011-728-1222

仙台（宮城） 4/2（土） 仙台市民会館 仙台市青葉区桜ヶ丘公園 4-1 022-262-4721

新宿（東京） 3/26（土） 八洲学園高校 新宿会場 新宿区新宿 2-12-13 03-3225-5491

名古屋（愛知） 4/3（日） マナハウス（７階）マナルーム 名古屋市中区錦 3 丁目 22 番 20 号 052-971-3830

梅田（大阪） 4/1（金） 八洲学園高校 梅田会場 大阪市北区堂島 2-3-29 06-6343-1173

広島（広島） 4/3（日） RCC 文化センター 広島市中区橋本町 5-11 082-222-2277

高知（高知） 4/3（日） 高知共済会館 高知市本町 5 丁目 3-20 088-878-8887

天神（福岡） 4/2（土） アクロス福岡 福岡市中央区天神 1-1-1 092-725-9113

熊本（熊本） 4/3（日） 熊本市国際交流会館 熊本市花畑町 4 番 8 号 096-359-2020

 



お申込方法 

同封の“保護者懇談会申込書”に必要事項を記入の上、３/２２（火）必着で、FAX または郵送にて  

教務部宛にお申し込み下さい。電話相談ご希望の方、資料のみ送付ご希望の方も同様に申込書にてお申

し込み下さい。尚、電話でのお申し込みは受け付けしておりませんのでご了承ください。 

また、当日は開催場所へ直接お越し下さい。保護者懇談会申込書の提出後、学校から改めてのご案内はいたしませ

んので、ご了承下さい。 
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「やー」とは、

あなたという

意味みたいだ

ね。 

  

  

  

  

  

皆さんがふだん興味のあることに、一度チャレンジして

みてはいかがでしょうか？思わぬ自己発見があるかも♪

詳しくは各自で応募先へお問い合わせください!! 

  

～T シャツ・プリント・デザイン・コンテスト 2005 作品募集！！～ ～T シャツ・プリント・デザイン・コンテスト 2005 作品募集！！～ 

５月１０日は「コットンの日」。「コットンの日」にふさわしい T シャツのプリントデザインをお待ちしています！ 

●作品テーマ：「コットン・マジック」 

●応 募 作 品：T シャツにプリントするイラスト、絵画、CG、写真など、未発表のオリジナル作品。 

応募点数の制限はありません。 

●応 募 規 定：作品には裏面に住所、氏名、年齢、性別、学校名、電話番号、作品のテーマを必ず各作品に明記してく

ださい。 

作品サイズは A3～はがきのサイズ。CG 作品は必ずプリントを同封し、CD-ROM、FD などの記録メデ 

ィアには住所氏名を明記してください。 詳しくはホームページをご覧下さい。 

● 賞  ：グランプリ２０万円・優秀賞５万円・学生奨励賞３万円 

●締 切 り：２００５年３月１８日（当日消印有効）          

●主 催：COTTON COUNCIL INTERNATIONAL、日本紡績協会ほか。 

●応 募 先：〒541-0051 大阪市中央区備後町 2-5-8 （財）日本紡業振興会  

「T シャツ・プリント・デザイン・コンテスト」係   

電話：06-6231-2665 ホームページ：http://www.cotton.or.jp/                

～思わずメモしたくなった「身近な人の名言・格言」募集！～ 
●募集内容：ふとした会話の中で相手が言った意見やアドバイスに「うまいこというなあ」と感心し、 

思わず手帳にメモしたくなったことはありませんか。そんな身近な人の名言・格言を送ってください。 

字数は問いませんが｢歯切れの良い一言｣をお待ちしています。 

その際、誰が言ったか、その言葉の簡単な説明（言われた時の状況や感想など）も書いてください。 

受賞作を含め優秀な作品を集めて出版する予定です。 

●応募方法：作品には住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号を明記の上、郵便で応募ください。（はがきでも可。） 

● 賞  ：大賞 ５０万円、優秀賞 １０万円、審査員賞 １０万円ほか。 

●締 切 り：２００５年３月３１日（必着） 

●応 募 先：〒１１２－００１３ 東京都文京区音羽 1-26-1 高橋書店「手帳大賞」事務局 H 係 

       電話：０３－３９４３－６５８９   

       ホームページアドレス：http://www.takahashishoten.co.jp/techotaisho08/index.html          



 

「4 月入学生募集」＆「学校説明会開催」のお知らせ 
 
 
 

願書受付期間：2/1（火）～4/18（月）（消印有効） 

皆さんの周りで、中卒・高校中退・他の高校からの転校希望でお悩みの方はいらっ

しゃいませんか？本校では在校生宛でもパンフレットを無料で送付いたします。 

また、以下の日程で学校説明会を全国各地で開催いたします。沖縄本校の教員が、実際

に使っている教材や集中スクーリングの写真なども持参して、説明させていただきます。ま

た、個々の事情による相談にも応じさせていただきます。本校へのご入学をお考えの方に、

是非、最寄りの説明会会場の日程をご紹介ください。 

ご相談・お問い合わせ：フリーコール ０１２０－８４０－５９８までお願いします。 

＜  会 場  ＞ 
地域 会場名 住所 電話 

北海道（札幌） 札幌市男女共同参画センター 札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ内 011-728-1222 

宮城（仙台） 仙台市民会館 仙台市青葉区桜ヶ岡公園 4-1 022-262-4721 

東京（新宿） 八洲学園高等学校（新宿会場） 新宿区新宿 2-12-13 03-3225-5491 

愛知（名古屋） マナハウス (7 階)マナルーム 名古屋市中区錦三丁目 22 番 20 号 052-971-3830 

大阪（梅田） 八洲学園高等学校（梅田会場） 大阪市北区堂島 2-3-29 06-6343-1173 

広島（広島） RCC 文化センター 広島市中区橋本町 5-11 082-222-2277 

高知（高知） 高知共済会館 高知県高知市本町 5 丁目 3-20 088-823-3211 

福岡（天神） アクロス福岡 福岡市中央区天神 1-1-1 092-725-9111 

熊本（熊本） 熊本市国際交流会館 熊本市花畑町４番８号 096-359-2020 

沖縄（本部町） 八洲学園国際高等学校 本部町備瀬 1249 0980-51-7711 

沖縄（沖縄市） 沖縄市立中央公民館 沖縄市八重島 1-1-1 098-939-0033 

沖縄（那覇） 沖縄県青年会館 那覇市久米 2-15-23 098-864-1780 

 

＜  日 程  ＞ 

 午前の部 10：00～ ／ 午後の部 13：00～（予約不要） 
 
 

札幌 仙台 新宿 名古屋 梅田 広島 

3/21（月） 3/26（土） 3/12（土） 3/5 （土） 3/6 （日） 3/26（土） 
3/27（日） 4/2 （土） 3/26（土） 3/27（日） 3/13（日） 4/3  (日) 
   4/3 （日） 3/25（金）  
    4/1 （金）   
    4/2 （土）   
       

 
 
 
 
 
 
 

高知 天神 熊本 本部町 沖縄市 那覇 
3/25（金） 3/13（日） 3/12（土） 3/26（土） 3/5  (土) 3/6（日） 
4/3 (日） 3/27（日） 3/25（金） 4/3 （日） 3/27（日） 3/27(日) 
 4/2  (土) 4/3  (日) 4/10（日） 4/3 （日） 4/2（土） 
 4/9 （土）   4/10（日） 4/9（土） 

 
 



 
                                            
                                           
                                             
                                               
  

1 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木 3 月集中スクーリング①（10 日まで） 18 金  

4 金  19 土 後期卒業式 

5 土 学校説明会（名古屋・沖縄市） 20 日  

6 日 学校説明会（梅田・那覇市） 21 月
春分の日（祝日） 
学校説明会（札幌） 

7 月  22 火  

8 火  23 水 成績発送 

9 水  24 木  

10 木  25 金 学校説明会（梅田・高知・熊本） 

11 金  26 土 学校説明会（仙台・新宿・広島・本部町） 

12 土 学校説明会（新宿・熊本） 27 日 学校説明会（札幌・名古屋・福岡・沖縄市・那覇市） 

13 日 
3 月集中スクーリング②（20 日まで）

学校説明会（福岡・梅田） 
28 月  

14 月  29 火  

15 火  30 水 ゆんたく発送 

   31 木 5 月スクーリング R1/2 合格のための〆切 

☆ 〆切日に直接学校にリポートなどの提出物を持参する場合は、１７時までとします。 

☆ 〆切は全て消印有効とし、その〆切とは各月のスクーリング参加予定者のみとします。 

☆ R はリポート、H は視聴報告を意味します。 

 

 
 

この度、卒業記念ビデオ（スクーリング記念ビデオ）を販売することになりました。このビデオは、今年度（前期・後期

ともに含む）に行われたスクーリングの様子をまとめたもので、教職員紹介・授業風景・特別活動や休み時間の様子な

どが編集されています。主に今年度の 3 月で卒業される生徒さんが多く映っています。 

在校生でも購入可能です！購入希望の方は、同封の卒業記念ビデオ・ＤＶＤ 

購入申込書を郵送もしくはＦＡＸにて 3/19（土）必着で、学校までお送り下さい。 
 

 

編集後記 

 学校のある本部町は、日本一早い桜祭りが先

日、終わりました。まだ、朝晩は寒いですが、日

中は徐々にではありますが、季節は春めいてきて

いるようです。みなさんの地域では、いかがでしょ

うか？少し、身の回りの自然に目を傾けて、季節

の移り変わりを感じてみてはいかがでしょうか？ 

金居（kanesue@okinawa.yashima.ac.jp） 

〒905-

☎   

Fax   

HP   

http

 

八洲学園国際高校通信 

0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 

0120-840-598（携帯電話からもかかります）・0980-51-7711 

0980-48-4115（科目に関する質問など受け付けております） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

://www.yashima.ac.jp/i/2/ （i モード対応） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
http://www.yashima.ac.jp/i/2/

