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平 成 1 8 年 ７ 月 ３ １ 日

八洲学園大学国際高等学校

教 務 部 齊 藤 綾 子

７月スクーリング実施しました！ 

 
 

みなさんこんにちは！それぞれお住まいの地域でいかがお過ごしでしょうか？台風の影響も懸念されてい

ましたが、７月スクーリング無事実施しました！明るい日差しのもと、皆で「スポーツで青春の１週間！」 
ヤシマンピック堂々開催！汗を流し、協力し合いながら動きまくったこの１週間、夏の良い思い出になったの

ではないでしょうか？スクーリングに参加された皆さん、本当にお疲れさまでした！ 
 

この「ゆんたく」では皆さんに大切なお知らせをお伝えしています！ 
毎月必ず目を通して下さい！ 
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7 月スクーリング報告 

教務部 岸野 博一

一足はやく梅雨の明けた沖縄ですが、前半は台風の影響を若干受けつつも、無事 7 泊 8 日間を終了しまし

た。後半は台風一過。晴天に恵まれ「ヤシマンピック日和」となりました。 

 今回の７月スクーリングは６０名弱の参加者で、終始アットホームな雰囲気。スポーツや野外炊飯を通

して団結を深めた参加者達は、最終日は涙なみだの別れ…再会を約束するシーンが印象深く残っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  糸満
いとみつ

 英子
え い こ

 (英語) 
① いとみつ えいこ 
② うるま市 
③ 7月4日 ＡＢ型 
④ 音楽を聴くこと、 

映画を観ること。 
⑤ カナダに住みたい！ 
⑥ 自分を信じて目標に向かっ

て頑張ってください！ 
 

 
 
この度 英語科の糸満 英子先生が着任されました。
また英語科の中村 寛子先生は６月を持ちまして退
職されましたのでご報告いたします。 

 
 

☆番号の説明 
①出身地  
②誕生日・血液型 
③趣味・特技 
④夢・野望           
⑤生徒さんへのメッセージ 

←皆でやった花火大会 

運動会後の集合写真。

皆いい笑顔です→ 

←ビーチフラッグ！ 

↓炎天下の下猛ダッシュ！ 

↑運動会前に、一致団結！！

↑チーム対抗長縄とび！ 

80 回を越えるチームも！ 

↑班ごとに野外炊飯（カレーライス）

←ガスコンロではなくマキで！ 
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平成１８年度前期卒業証書授与式について 
総務部 早川 知里

平成１８年度前期卒業証書授与式のお知らせ 
９月スクーリング最終日（平成１８年９月１０日）に、本校において平成１８年度前期卒業証書授与式を

挙行いたします。すでに９月卒業が確定している生徒さんへは、８月１日に卒業証書授与式のご案内文を発

送させていただく予定ですので、是非ご覧ください。 

また、９月スクーリングに参加して前期卒業を確定させたいとお考えの生徒さんは、忘れずに９月スクー

リングに申し込んでください（申込〆切は８月８日（火）の消印有効、８月１１日（金）必着です。） 

あなたにとって、高校生活は楽しいものだったでしょうか、辛いものだったでしょうか。全ての思いを胸

に、高校生活最後のイベントである卒業証書授与式に参加し、今までを振り返り、また新たな人生への第一

歩にしていただけたらと思います。卒業を迎える生徒さんとご一緒に、ご家族の皆さんも是非ご参加下さい。 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 
平成１８年度前期卒業証書授与式において、送辞・答辞を読んでくれる

在校生と卒業生を募集しています。代表者は１名に限らず、希望者全員

にお願いしたいと考えています。お世話になった先輩たちにお礼の言葉

やエールを送りたい在校生！今まで頑張ってきたことや卒業後の決意な

どを発表したい卒業生！高校生活の良き思い出になると思います。少し

でも「やってみようかな・・・。」とお考えの方は、お気軽に担任・副

担任まで連絡ください！  
 
 
 

事務課：喜納さんの結婚披露宴が行われました！！ 
教務部 岸野 博一

去る７月１５日、事務課：喜納政樹さんの結婚披露宴が恩納村、かりゆしビーチリゾートにて挙行されました。 

早川先生が琉球舞

踊を披露（写真・右）

 
 

 
 

 
 

♪喜納さんよりメッセージ♪ 

『7 月 15 日の愛娘の誕生日に 

結婚披露宴を挙げました。 

この感動を忘れずに仕事もプライベートも

頑張っていきたいと思います。』 

 
 

披露宴会場にはステージがあり、数多くの余興が繰り広げられ、八洲学園大学国際高等学校の職員も皆で「八洲

人体操」を踊りました。最後は、カチャーシーで締めくくられ、大盛り上がりのひと時でした。 
喜納政樹さん、七重さん、愛紗ちゃん、末永くお幸せに！ 

 

ゆんたく 8 月号 



卒業記念ビデオ・DVD 販売のお知らせ 

                                        担当： 中村智子 

この度、卒業記念ビデオ・ＤＶＤを販売することになりました。 

このビデオは、平成 18 年度（5～9 月）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・特別活動の様子・休み時間の様子などに加え、卒業証書授与式の様子なども編集に組み込

む予定をしております。主に 9 月卒業見込みの生徒さんの映像を中心に編集されています。 

購入希望の方は 9/10（土）卒業式当日必着までに「卒業記念ビデオ・DVD 購入申込書」（※

このページをコピーし、切り取り線以下）に必要事項をご記入いただき、FAX または郵送、メール

（okinawa@yashima.ac.jp）で学校にお申込ください。 

注意事項 
パソコンでの再生をお考えの方は、「DVD が再生可能であること」をご利用のパソコンの「製造元」

または「ご購入先」に必ずご確認の上、ご購入ください。 

理由を問わず、返品・返金は一切できませんのでご了承ください。 
なお、購入までの流れは以下のとおりです。 

卒業記念ビデオ購入までの流れ 

卒業記念ビデオ・DVD 購入申込書を提出（またはメールで申込）（9/１0 必着） 

↓ 

9 月下旬に郵便局の代金引換にて発送（２５００円を準備してお待ち下さい！） 

 

 

メール送り先 okinawa@yashima.ac.jp 

メールの件名に「卒業記念ビデオ」ＤＶＤ申込 

と記入の上、下の申込書の内容をメールしてください！ 

 

卒業記念ビデオ・DVD 購入申込書 FAX 0980-48-4115 

 

 
送り先の 

住所・氏名を丁寧にご記入下さい。 

生 徒 番 号  

氏     名  

ビデオ  本 
ビデオデッキ（VHS）での再生が可能。 

DVD と比較すると画質は落ちます。 

購 入 希 望 商 品 
希望数をご記入下さい。⇒ 

※ １本あたり￥２５００ 

（消費税・送料込み） DVD  枚 
DVD の再生使用可能のパソコン・DVD プレーヤー・

プレステⅡで再生可能。画質は良い。 

住所 〒   －     

 

氏名               様 

切り取り線 

八洲学園大学国際高校での思

い出を映像に残しておきたい

方は、是非お申し込み下さい。



＜平成 18 年＞通信制大学 秋期合同入学説明会のお知らせ 
教務部 齊藤 綾子

以下の日程で大学通信教育を実施している大学・短期大学合同の入学説明会が開催されます。大学・短
期大学別に個別相談形式で行われますので、興味のある方は、時間内でしたらいつでもお出かけ下さい。
参加申込不要。入場無料。＊なお、この合同入学説明会に参加しなくても入学することはできます。疑問や質問が
あれば、希望する大学・短期大学に電話でご相談下さい。 

平成１８年秋の開催日時・場所 

期日 開催時間 開催地 会場 アクセス 

８月 26 日(土) 12：00～17：00 大 阪 阪急グランドビル 26 階
ＪＲ大阪駅東口出口から徒歩１分・梅田

駅から徒歩２分 

８月 27 日(日) 11：00～16：00 札 幌 アスティホール４階 ＪＲ札幌駅から徒歩５分 

８月 27 日(日) 11：00～17：00 名古屋 名古屋明治生命ホール 
地下鉄名城線･東山線「栄」駅５番出口 
徒歩１分（明治安田生命名古屋ビル 16Ｆ）

９月２日(土) 12：00～17：00 東 京 新宿エルタワー30 階 新宿駅西口から徒歩３分 

９月３日(日) 11：00～16：00 福 岡 エルガーラホール８階 
地下鉄｢天神｣駅から徒歩３分・西鉄福岡

駅から徒歩２分 

参加予定校・・・日本大学玉川大学・佛教大学・大学院近畿大学・短期大学部・法政大学・慶應義塾大学・中央大学・日本女子大学・東洋大学・明星大学・大学院・大阪
学院大学・創価大学・産業能率大学・愛知産業大学・短期大学・京都形芸術大学 その他 

☆通信制の大学への進学を考えている生徒さんはこの機会に説明会に参加しましょう☆ 
詳しくはHPも参考にして下さい  → http://www.uce.or.jp/ 

本校の姉妹校の通信制大学、八洲学園大学でも個別の入学説明会を行っています！ 

ご予約・お問い合わせは『八洲学園大学 学生支援センター』までお気軽にどうぞ。 

八洲学園大学 学生支援センターＴＥＬ：045-410-0515 Ｍａｉｌ：u-info@yashima.ac.jp  

 

オープンキャンパスに出かけよう 
教務部 齊藤 綾子

 
オープンキャンパスのシーズンになりました！オープンキャンパスとは、主に休日などに大学がキャンパスを開放し、受験生･

保護者･高校の教員へ向けて入学説明や模擬授業、資料の配布などを行うものです。大学案内やホームページには載っていない、生

の情報が入手できます！（体験入学を行っているところもあります！）夏休みがオープンキャンパスの最シーズンですが、年間通

して複数回実施する大学も増えていますので日程を調べ、参加スケジュールを組み立ててみましょう。また、参加には予約が必要

なところもありますので、事前に確認して出かけてくださいね。 

希望の大学がオープンキャンパスを行っているかどうかは各学校の HP、入学案内またはオープンキャンパスガイド→ 

http://www.edunavi.net/op/index.html で調べる事ができます！ 

                                     

ぜひ出かけてみましょう！！！  

http://www.uce.or.jp/
mailto:u-info@yashima.ac.jp
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指定校推薦の校内選考申込について 
進路指導部：金居 央 

2006 年 9 月または 2007 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思います。

特に、進学（大学・短大・専門）を考えている方へお知らせです。入学試験は近年多様化し、推薦入試・AO 入

試・一般入試などさまざまあります。今回は、指定校推薦・学校一覧（07/20 現在・今後も増えていきます）につ

いてお知らせします。８月上旬に学校の HP（http://www.yashima.ac.jp/okinawa）内の在校生のページ（学校か

らのお知らせ）で、各学校の詳細をお知らせしますが、今月号では校内推薦申込の日程をお知らせします。希

望する生徒さんは、下記の内容をしっかり読んで申込までの計画を立ててください。 

 

                                                 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から、本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学試験です。選考方法は、面接と書類審査のみの場合が多く（一部小論文あり）、合格の可能性

が極めて高いです。そのため、各校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっています。 

対象者は、校内（次のページ）及び各校の出願資格の条件（基準）を満たし、学校長の推薦を受ける

ことのできる方となります。推薦基準を満たしているか、指定校推薦入試受験者としてふさわしいかを

確認するために、希望者全員に校内選考（作文・成績で判定）を行います。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通知

が届き、合格すれば授業料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者（家族）の方ともよく相談して、慎

重に決めてください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできませんので、リポート作

成を計画的に進め、スクーリングに参加するようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園国際高校の代表となります。安易な気持ちで希望するのでは

なく、なぜ、その学校に入学したいのか、その学科で勉強したいのかということをよく考えてください。 

 
 
 
 

①学校案内・資料の請求 

②オープンキャンパス・学校説明会 参加 

③申込書と志望理由書の提出  

・ 申込書と志望理由書は各担任に連絡し、入手して下さい。 

（担任に電話もしくはHPよりダウンロードしてください） 

・ 志望理由書「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について４００字程度にまとめてくださ

い。 

・ 提出期限は９月９日（土）必着で、進路指導部・金居まで提出して下さい。 

※注意：申し込みたい方は、事前に申込書と志望理由書を手に入れて置いてください。また、〆切

に間に合わなかった場合、定員に余裕がある学校に関しては、第二次校内選考を別途設定します。 

④面接準備・練習 

・ 指定校推薦にはほぼ必ず面接があります。服装・頭髪の色・装飾品や言葉遣いなどにも注意し

ましょう。 

・ 準備や練習は各自でおこなって下さい。 

⑤校内選考 

 【 選考方法 】 

1、志望理由書 ： 「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について 400 字程度 

2、成績 ： 今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む） 

※ その他必要に応じて選考方法を追加することがあります。 

 

 

 

 

・ これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 

⑥出願 
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１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

校長が推薦を認めること。 
前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクーリング

出席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 
推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 
前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２．３以上あることを原則とする。それに満たない場合

は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。 

 

 

指定校推薦校内選考に合格した方は… 

校内選考に合格された方には、９月中旬 ～ 下旬頃にご連絡します。 

  

■ 学校からは以下の書類を配布します 

① 指定校出願書類 → 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。 

② 誓約書（入学を辞退しない旨の誓約書：保護者連名） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳２７ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 
・ 発行するまでに１週間かかります。出願期間を確認し、受験が決定次第早急に申込みをして下

さい。 
・ 電話での発行の申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、全員受診が必要です。 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で下書き後、再度確認をし、清書してください。 

・ 検定料の振込も忘れずに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は別途ご連絡させて頂きます。 

 

 出願と受験に際して  

 校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」

という自覚を持って試験に臨んでください。出願期間・出願に

必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を確認

してください。推薦書・調査書の申込みや健康診断の受診は早

めにしてください。また、授業料等の金額や納付期限について

は必ず保護者の方にお知らせしておいてください。 
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学校名（大学・短大）07/20 現在 学部・学科 

拓殖大学北海道短期大学 経営経済科・環境農学科・保育科 
札幌国際大学 現代文化学科・心理学科・観光学科・ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務学科・ﾏｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

北陸大学 薬学部・未来創造学部 
立正大学 地球環境科学部環境システム学科 

LEC 東京リーガルマインド大学 総合キャリア学部 
名古屋産業大学 環境情報ビジネス学部 
姫路獨協大学 外国語学部・法学部・経済情報学部 
大阪国際大学 人間科学部・国際コミュニケーション学部 

大阪国際大学短期大学部 家政科・国際文化学科 
大阪産業大学 経営学部流通学科・経済学科 

京都光華女子大学 文学部・人間関係学部 
京都光華女子大学短期大学部 ライフデザイン学科 

嘉悦大学短期大学部 ビジネスコミュニケーション学科 
白梅学園短期大学 保育科・福祉援助学科・心理学科 
大阪経済法科大学 経済学部・法学部 

奈良産業大学 ビジネス学部 
平安女学院大学 国際観光学科・生活福祉学科 

平安女学院大学短期大学部 英語コミュニケーション学科 
岐阜経済大学 経済学部・経営学部 
鈴鹿国際大学 国際学部 
城西国際大学 福祉総合学部・経営情報学部・メディア学部・人文学部・観光学部 
東邦学園大学 地域ビジネス学科 

山口東京理科大学 基礎工学部（学科不問） 
九州東海大学 応用情報学部・工学部 
第一経済大学 全学科 
九州産業大学 国際経営学科・産業経営学科・物質生命化学科・美術学科・芸術工芸学科 

デザイン学科・写真学科 
東海大学福岡短期大学 情報処理学科・国際文化学科 

第一福祉大学 全学科 
長崎ウエスレヤン大学 現代社会学部 

東亜大学 医療工学部・人間科学部・デザイン学部 
日本文理大学 工学部・経営経済学部 

別府大学 英文学科・芸術文化学科 
九州情報大学 経営情報学部 

沖縄大学 国際コミュニケーション学科 
沖縄国際大学 日本文化学科 

名桜大学 国際文化学科・経営情報学科・観光産業学科 
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ大学 国際総合学部 

学校名（専門）07/20 現在 学部・学科 

東京豊島医療福祉専門学校 介護福祉・病院事務・医療保険事務・医薬メディカル・社会福祉・児童福祉 
お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 全学科 
東京ﾐｭｰｼﾞｯｸ＆メディアアーツ尚美 全学科 

中日本航空専門学校 航空電子制御科・航空生産科・ｴｱﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ科 
大阪医療技術学園専門学校 全学科 
駿台観光＆外語専門学校 全学科 

大阪 IT 会計専門学校（各校） 
大阪法律専門学校（各校） 

京都 IT 会計法律専門学校・大阪動物専門学校 
全学科 

ウ゛ェールルージュ美容専門学校・美容専科 各コース 
ウ゛ェールルージュ美容専門学校 美容学科 

京都コンピュータ学院 全学科 
徳島工業短期大学 自動車工業学科・車体整備工学専攻科 
福岡教員養成所 児童教育科 



文部科学省認可通信教育 

平成１８年度８月通学スクーリング時間割・保護者懇談会(沖縄) 
教務部 中村成希 

●８月通学スクーリングの実施について（８月１８日金曜日） 
 平成１８年度より、毎月、1日間だけ『通学スク

ーリング』を実施致しています。この通学スクー

リングは、事前の予約は必要ありません。 

 1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ) 
●1時間目 
（10：00～11：30） 

国語総合 英語Ⅱ 地学 

●昼休み 
（11：30～12：30） 

★コンビ二まで学校バスで送迎も致し

ます。 
●2時間目 
（12：30～14：00） 

英語Ⅰ 情報Ａ 古典 

●3時間目 
（14：10～15：40） 

体育α 
動きやすい服装 

体育β 
動きやすい服装 

体育γ 
動きやすい服装 

自由参加です。ＡＭ９：５０からホームルーム

があります。 
 
出席した時間数は、視聴報告書提出分としてカ

ウントします。なお、試験は7泊スクーリング・9
泊スクーリング期間に行います。８月に関しての

行事予定は、最終ページをご覧ください。 
  
また、当日は『名護市民会館』から学校まで送迎を行います。那覇方面からの方は、バス停「名護市役

所前」で下車し、名護市民会館まで徒歩10分ほどです。乗車希望の方は前日までに、必ず学校へ電話

（0120-917-840）をし、当日はAM９：１５までに集合（名護市民会館の施設前）してください。学校の旗

（青色）を持った教員が待っています。時間厳守でお願いします。リポート・視聴報告書作成をしたい方は、

学習会も行っております。自宅で学習が進まない方など参加してみてはどうでしょうか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●沖縄保護者懇談会について 
 ８月１８日（金）の通学スクーリング終了後、１５：４５～１６：３０まで三井クラス・早川クラスは【保

護者懇談会】を行います。まだ一度も参加されていない方は、是非ご参加ください。お子様の学習相談・進

路相談等、担任と個別に行うことも可能です。※前日までに連絡を下さった場合、資料を準備致します。 
 

【名護市民会館周辺地図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆんたく 4 月号 5

 
【国語科】玉城 健一（たましろ けんいち）

 
★事務課の喜納さんと共に指導している本部小学校

のサッカーチーム『本部ジュニアフットボールクラ

ブ』が沖縄県北部で優勝しました！！（←嬉しい報告

♪） 次の目標は、沖縄県大会で「ナンバー１

では、生徒さんの通学スクーリングの参加、楽しみに

待っています。                 

」♪ 

【教頭代理】中村 成希（なかむら まさき） 
 
★最近、沖縄の北部をサイクリングしてダイエット中の

中村成希です。まぁ、アシスト自転車なんですけど♪詳

しくは、ブログにて更新中！携帯電話・ＰＣからどうぞ。

メールアドレス：mnakamura@okinawa.yashima.ac.jp
ブログ：http://blog.goo.ne.jp/masaki1216_1978 



文部科学省認可通信教育 

進路関係・就職希望の皆さんへ 
進路指導部・金居 央 

２００６年９月卒業もしくは２００７年３月卒業の皆さんの中で、就職を希望している皆さんへお知

らせです。７月１日よりハローワークや企業より求人が届き始めています。そこで、８月中旬より、学

校の HP（http://www.yashima.ac.jp/okinawa）内の在校生のページ（学校からのお知らせ）で、随時

お知らせしていきます。また、ハローワークから教員のみ閲覧できる HP があります。 
就職希望の生徒さんで就職先をさがしている生徒さんは、学校の HP または学校へ連絡してください。

ハローワークの HP で、高校生向けの求人案内（全国）から教員が探すこともできます。しかし、連絡

をする前に、具体的に就職希望地・職種・就職形態（正社員・派遣・アルバイト）などをしっかり決め

ておいてください。 
 
 

８月１７日成績発送ついて 
管理部：金居 央 

８月１７日に今年度第二回成績発送を行います。成績発送とは、定期的（学習の手帳の行事予定に記

載されている成績発送日）に成績を打ち出して、100 円/１回（1000 円単位でデポジット（預り金）を

入金していただきます。）でお送りすることです。昨年度までは、第四種郵便でお送りしておりました

が、個人情報保護のため同封物が見えてしまっていましたので、見えることのない第一種郵便に切り替

えてお送りすることになり、手数料をいただいております。 
すでに第一回成績発送で申し込まれている方には、今回の成績発送でも自動的にお送りいたします

が、今回から申し込みたいという方も受付いたします。申込〆切は、８月７日（消印）です。なお、申

し込みをされた方には、デポジット 1000 円（100 円/１回として引いていきます）をコンビニで入金し

ていただきます。申込までに期間が短くなっているので、ご協力ください。なお、新たに第二回成績発

送から申し込まれる方は、下記の用紙をコピーして申し込んでください。 
-------------------------------------キリトリ---------------------------------------- 

 
成績発送申込書 

八洲学園大学国際高等学校長 様 
平成  年 月 日  

1、 私は、成績発送を希望いたします。 
なお、デポジットを入金し、100 円/1 回の手数料を支払います。 

  
上記内容に同意し、下記の通りパスワードを登録致します。 
 生徒番号                    
  
 生徒氏名               ㊞    

 
 2、入金をするコンビニを選んで○をつけてください。 
 セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・スリーエフ・ポプラ・サークル K・ampm 
ココストア・ホットスパー・デーリーヤマザキ・セイコーマート・サンクス・セーブオン 
コミュニティストア 

 
受付 登録 

  

 



8月9日 水曜 8月10日 木曜 8月11日 金曜 8月12日 土曜 8月12日 日曜
(8日 火曜深夜) (9日 水曜深夜) (10日 木曜深夜) (11日 金曜深夜) (12日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 余弦定理 （２） Reading 2

-
1:30

1:30 日本史 理科総合 A 家庭総合 情 報 A
- 映像でつづる昭和史（２） 環境のことを考えよう 消費者の自立 ＣＭを作ろう2

2:00

2:00 地　理 生　物 化　学
‐ ごみと環境 生態系（１） 芳香族炭化水素

2:30
2:30 地　学

- ジェットと日本の気象
3:00

8月16日 水曜 8月17日 木曜 8月18日 金曜 8月19日 土曜 8月20日 日曜
(15日 火曜深夜) (16日 水曜深夜) (17日 木曜深夜) (18日 金曜深夜) (19日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I

1:00 空間図形と三角比 文法のまとめ3月1日

1:30

1:30 日本史 家庭総合 情 報 A

- 映像でつづる昭和史（３） 消費生活と環境 ＣＭを作ろう-2
2:00
2:00 地 理 生 物 化　学

- 異文化との共生 生態系（２） フェノール類

2:30 ～東西文明の交差点・トルコ～
2:30 地　学

- 次から次へと－秋の天気
3:00

8月23日 水曜 8月24日 木曜 8月25日 金曜 8月26日 土曜 8月27日 日曜
(22日 火曜深夜) (23日 水曜深夜) (24日 木曜深夜) (25日 金曜深夜) (26日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 図形の計量1 文法のまとめ　3月2日

-
1:30

1:30 日本史 理科総合 A 家庭総合 情 報 A
- 映像でつづる 課題研究 新たな生活文化の創造 これからの

2:00 昭和史（４） やってみよう 情報社会

2:00 地　理 生　物 化　学
- エネルギー問題 進化 アニリンと染料

2:30
2:30 地　学

- 熱とエネルギー 大気と海洋の結びつき
3:00

8月30日 水曜 8月31日 木曜 9月1日 金曜 9月2日 土曜 9月3日 日曜
(27日 火曜深夜) (30日 水曜深夜) (31日 木曜深夜) (1日 金曜深夜) (2日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 図形の計量-2 英語は楽しい

1:30
1:30 日本史 家庭総合 情 報 A

- 映像でつづる昭和史（５） 新しいライフスタイル これからの情報社会
2:00

2:00 地　理 生　物 化　学
- 国際化の中の日本 「生物」が教えてくれること 化学と人間生活

2:30

2:30 地　学
- 新しい地球観

3:00

8月9日 水曜 8月10日 木曜 8月11日 金曜 8月12日 土曜 8月13日 日曜
(8日 火曜深夜) (9日 水曜深夜) (10日 木曜深夜) (11日 金曜深夜) (12日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典

0:00 Listen and Speak!1 現代文　評論 言葉の風景（１） 枕草子 うつくしきもの1

0:20

0:20 英　語 II 国語総合 古　典
- Listen and Speak! 2 現代文 評論 言葉の風景（２） 枕草子 うつくしきもの2

0:40

0:40 英　語 II 国語総合
- Listen and Speak!3 現代文 評論言葉の風景（３）

1:00

1:00 現代文 保健体育
- 山月記（１） 私たちの健康のすがた

1:20

1:20 現代文 保健体育 オーラルⅠ
- 山月記（２） 健康のとらえ方 LESSON6

1:40

8月16日 水曜 8月17日 木曜 8月18日 金曜 8月19日 土曜 8月20日 日曜
(15日 火曜深夜) (16日 水曜深夜) (17日 木曜深夜) (18日 金曜深夜) (19日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典

0:00 Listen and Speak!4 現代文　評論 言葉の風景（４） 枕草子　鳥は　１
-

0:20

0:20 英　語 II 国語総合 古　典
- Listen and Speak!5 表現 書く 枕草子　鳥は ２

0:40 通知と手紙（１）

0:40 英　語 II 国語総合

- Listen and Speak! 6 表現　書く
1:00 通知と手紙（２）

1:00 現代文 保健体育
- 山月記（３） 健康について考えてみよう

1:20

1:20 現代文 保健体育 オーラルⅠ
- 山月記（４） 生活習慣病 LESSON6

1:40

8月23日 水曜 8月24日 木曜 8月25日 金曜 8月26日 土曜 8月27日 日曜
(22日 火曜深夜) (23日 水曜深夜) (24日 木曜深夜) (25日 金曜深夜) (26日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典

0:00 Listen and Speak! 7 古文 徒然草（１） 更級日記 門出（１）
-

0:20

0:20 英　語 II 国語総合 古　典
- Listen and Speak! 8 古文 徒然草（２） 更級日記 門出（２）

0:40

0:40 英　語 II 国語総合
- How Do You Say It? 1 古文

1:00 徒然草（３）
1:00 現代文 保健体育

- 山月記（５） 健康の基本
1:20

1:20 現代文 保健体育 オーラルⅠ
- 山月記（６） 喫煙と健康（１） 無常・無我の教え

1:40

                      □■□　8月のテレビ深夜ライブラリー放送予定 □■□ *放送時間・内容は変更になる場合があります。

              □■□　8月の深夜ラジオ放送予定 □■□ 確定情報はこちらでご確認ください。→http://www.nhk.or.jp/hensei/



                              

                                                                 
1 火 ９月 S 申込書発送 16 水 ９月 S 詳細発送 

2 水 ８月 S（２～９） 17 木 成績発送（希望者のみ） 

3 木  18 金 ☆通学 S 

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火 ９月 S 申し込み〆切（消印） 23 水 ９月 S 残り RH〆切 

9 水  24 木  

10 木  25 金 S 参加費振込み期限 

11 金 ９月 S 申し込み〆切（必着） 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火  

15 火  30 水 S 参加費振込み確認書必着 

   ３１ 木 ゆんたく発送 

☆ 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。 

☆ S はスクーリングを意味します。 

 
 
 
ご兄弟やご親戚、お友達などご紹介ください！    

中学生で高校進学について悩んでいる方 
中卒や高校中退、他の高校からの転校を希望している方 

「あと何年で卒業できるの？」「授業料はどのくらいかかるの？」という素朴な疑問などでも構いません。 
お気軽にお電話ください。通話料無料で入学相談ができます。 
高校在学経験者なら年度途中でも随時入学できます。また、在校生宛でも、パンフレットを送付いたします（無料）。 

 
ご相談・お問合せ フリーコール ０１２０-８４０-５９８ 

平日９時～１７時 （PHS/携帯/公衆電話からも可） 
 
編集後記 

 本格的に暑くなりました！前期もそろそろ

ラストスパートに近づいてきていますね！  

１年の折り返し地点、夏バテなどしないように

体調管理には十分気をつけましょう。 

また９月には前期の卒業証書授与式が行

われます！卒業確定した生徒さんは是非参

加してくださいね。 

齊藤（saitoh@okinawa.yashima.ac.jp） 

八洲学園大学国際高校通信 

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 

☎   0120-917-840（携帯電話からもかかります） 

0980-51-7711 

Fax  0980-48-4115（科目に関する質問など受け付けております） 

HP    http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 
http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 

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