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８月スクーリング実施しました！ 

 

 
みなさんこんにちは！秋の気配が近づく昨今、早いもので前期もあとわずかとなりましたが、それぞれお住

まいの地域でいかがお過ごしでしょうか？8月のスクーリングは「沖縄の文化」というテーマで実施しました。

深い歴史を持つ沖縄を体験して頂き、沖縄に浸った 1 週間となりました。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！ 
 

    

 
 

 

                   
8 月スクーリング報告 [p.2] 
追加登録のお知らせ [p.3] 
調査書・推薦書について [p.3,4] 
保護者会のご案内 [p.4,5] 
              

通学スクーリングについて [p.6] 
指定校推薦校内選考募集 [p.7] 
センター試験の申込み方法  [p.8] 
学校説明会について[p.9] 
番組表[p.10,11] 



8 月スクーリング実施しました！ 

教務部 齊藤 綾子

8 月スクーリングは人数限定スクーリング、テーマは「沖縄の文化」！特別活動では三線、琉球舞踊、スタッフ 
に分かれて活動し、最終日は発表会！その他にも湧川青年会によるエイサーや、沖縄国際大学への訪問、食堂 
のメニューも毎日何かが沖縄料理！と沖縄の文化を満喫したスクーリングとなりました。 
参加した皆さん、いかがでしたでしょうか？？ 
～特別活動、沖縄の文化～ 

   
      最終日の発表会の三線           スタッフは首里城の貼り絵…     琉球舞踊、後ろにあるのが貼り絵の首里城です！ 

～沖縄国際大学への訪問・基地見学～ 

    
「沖縄の社会構造」についての講義                屋上から普天間基地を見学しました。 

～湧川青年会によるエイサー～ 

                

今回のスクーリングでは 9 名の生

徒さんが卒業確定となりました。 

 
卒業確定された皆さん、 
おめでとうございます！！ 

大迫力のエイサーを披露しに来て頂きました 



科目追加登録のお知らせ 

教務部 齊藤 綾子

次の学習に取り組むために新しく勉強する履修科目を申込むことを「科目追加登録」といいます。     

重要！ 

この科目追加登録の申込みをしないと、次の学習には進めません。1年間に2回、この登録の時期がありますが（前期4月・後期
10月）、後期生は基本的にこの時期に登録します。また、前期生でも登録できる場合がありますので、確認していきましょう。 
 
基本的に後期生はこの時期に登録します。また、前期生でも登録できる場合がありますので確認しましょう。 
 
【前期生】 ※生徒番号の前から4番目の数字が｢0｣の人 
◎ 今年度4月に追加登録を行わなかった人 
◎ 今年度前期のスクーリングに参加し、単位を修得し、次の学習を進めたい人 
◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 
◎ 来年3月の卒業を目指す人（卒業可能年月が2007年3月以前の方） 
◎ 除籍猶予者 
 
【後期生】 ※生徒番号の前から4番目の数字が｢1｣の人 
◎ 昨年度または今年度スクーリングに参加し、単位を修得した人 
◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が 

進んでいて次の学習を進めたい人 
◎ 今年度9月で履修科目の有効期限が切れてしまう人 
◎ 来年3月の卒業を目指す人（卒業可能年月が2007年3月以前の方） 
◎  除籍猶予者 

このような登録の必要があることをご理解いただき、学習計画を進めてくださいね。 

＊申込書は9月15日に発送されます！ 

→ 提出は郵送またはFAXでお願いします。（FAXの場合は送信後、必ず確認のご連絡をお願い致します。） 

教材を早く受け取りたい方は 
申込書を早く出して下さい！ 

何かわからないことがあれば、お気軽に担任・副担任までご連絡ください。 

  

 

提出先～ 
・沖縄の生徒さん→ 〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬1249   FAX：0980-48-4115 
・沖縄以外の生徒さん→〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町7-42 FAX：045-324-6961 

 

調査書・推薦書の発行について 

教務部 齊藤 綾子

 
・調査書・推薦書の発行について 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書を提出するには調査書の発行が必要です。進学を

希望する生徒さんで、志望校が決定しましたら、出願期間を考えて早めに担任へ申し込んで下さい。 

＊調査書が発行されるまでには、原則として、発行願が学校に届いてから１週間かかります。 郵送にかかる時間も

考えて、期限間近になって慌てることのないように、ゆとりを持って申込みをしてください。 

 
・調査書・推薦書の申込方法 
《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、原則１週間かかります。即日発行はできませんので御注意下さい。 

◎ 電話での申込みは一切受けつけておりません。またＦＡＸでの申込みもできません。 



◎ 調査書の発行は、卒業者、卒業見込み者に対して発行するものです。提出先の決まっていない調査書は発行しません。提

出先の学校名と学部を封筒に記載してお渡ししますので、提出先を変更する場合は、進路指導部または担任まで申し出て

下さい。 

＊学校に提出するもの 

① 学習の手帳ｐ.31「調査書・推薦書発行願」をコピーし、必要事項を記入します。 

② 受験しようとする学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳ｐ．32「自己ＰＲ用紙」をコピーし、 

記入します（調査書作成の参考にします） 

③ 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可） 

④ 専願の場合は、学習の手帳ｐ25「誓約書」をコピーし、記入して下さい。 

◎調査書発行手数料 ・・・ 在校生：無料 卒業生：1通 200円  ◎推薦書発行手数料 ：1通 2000円 

※手数料は郵送の場合、切手でお支払可能です。その場合は、なるべく小さな額の切手でご用意下さい。 

⑤ 返信用封筒を用意します 

＊ 返信用封筒の大きさ・・・2通までは定型の最大の大きさ（12ｃｍ×23.5ｃｍ）の封筒、それ以上はＢ5ノートが入るものを用意

します。封筒には宛名を明記し、切手を貼ります。 

＊ 申し込み書類の郵送は青色封筒も使用できます。 

 
提出先～  
〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬1249  フリーコール 0120-917-840 

 
～学習の手帳（p27～）をよく読んで、学校に請求してくださいね～ 

 

保護者懇談会を開催致します。 

                                    教務部 齊藤 綾子 

 
   保護者懇談会開催について（ご案内）  

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、本校の現況報告や単位修得までの流れ、スクーリ

ングの内容や成績表の見方などをご説明し、本校に対する不安や疑問点を解消して頂き、今後の学習をどのように

進めていくかご相談しながら、共に学習計画を立てていく事を目的に開催いたします。 
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、どのように学習されているかについてご理解頂ければ幸いです。 
是非、ご予約の上、お越しくだ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。  
 

         ＜ ご予約はこちらまで ＞ 

＊ 沖縄の生徒さん ⇒ ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-917-840 / 及び 各担任まで 
三井クラス：mitsui@okinawa.yashima.ac.jp 早川クラス：hayakawa@okinawa.yashima.ac.jp 

＊ 沖縄以外の生徒さん⇒ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-840-598 / 及び 各担任まで 
齊藤クラス：saitoh@okinawa.yashima.ac.jp   岸野クラス：hkishino@okinawa.yashima.ac.jp 

 



◎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    

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  
16：15～  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参加内容の変更等がございましたら、 

お電話またはメールにて直接ご連絡下さい。 
  

＜  会 場  ＞ 
地域 会場名 住所 電話 

北海道（札幌） 札幌市教育文化会館 札幌市中央区北 1 条西 13 丁目 011-271-5821 

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 

神奈川（横浜） 八洲学園大学国際高等学校（横浜分室） 横浜市西区桜木町 7-42 045-317-7820 

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 

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

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

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

 

＜  日 程  ＞ 

（15：00 受付）15：15～16：15 
要予約。前日までにお電話または E メールにてお申込下さい。 

 

札幌 新宿 横浜 名古屋 梅田 天神 本部町 那覇 

10/7（土） 10/7（土） 9/30（土） 10/1（日） 9/30（土） 10/8（日） 9/16（土） 9/24（日）
      9/23（土） 9/30（土）
      10/1（日）  
      10/7（土）  

 
 

          ～皆様のご参加お待ちしております～ 
 

 



文部科学省認可通信教育 

平成１８年度９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 

●９月通学スクーリングの実施について（９月２８日 木曜日） 
 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） 

理科総合A 現代文 オーラル 

●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 英語Ⅱ 化学 

●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 地学 

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。９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 
 ９月２８日（木）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】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【地歴科】與那嶺 優香（よなみね ゆうか）

 
★高校野球の沖縄県代表：八重山商工高校が１６強で

負けてしまうなんて・・・次は「世界バレー」ですね

♪私自身も実業団でバレーボールをしています。 
最近は、８月スクーリングの影響を受けて、「三線」

を始めようかと。では、スクーリングでお会いしまし

ょう（＊´▽｀＊）ノ            

【家庭科】山川 茂子（やまかわ しげこ） 
★前期高齢期（古希）に突入した現在、健康維持のため、

週に２回スイミングに行っています。しかし、泳ぐのでは

なく、水中運動、ウォーキング等です。高校生の皆さんは

これからいろんな事に挑戦できます♪その機会を大切に

してください。県内の皆さん、通学スクーリングを楽しみ

に参加して下さい。 

  



文部科学省認可通信教育 

指定校推薦校内選考（1 次・2 次）募集のお知らせ 
進路指導部：金居 央 

ゆんたく７月号の P6-7 で連絡したとおり、指定校推薦の詳細を HP（http://www.yashima.ac.jp/okinawa）内の

在校生のページで、各学校の詳細をお知らせしていますが、再度ご連絡いたします。また、電話でも詳細をご

案内しております。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字程度にまとめて下さい。 

・ 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、または定員に余裕がある学校に関しては、第二次校内選考（9月27日）必

着です。申込方法は、1次と変わりません。 

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 

 

※その他、校内推薦基準などは、黄色い冊子の学習の手帳P24をご覧下さい。 

※また、指定校の連絡が随時、学校へ届いています。届き次第、HPを更新しております。指定校推薦希望の

生徒さんは定期的にHPや担任・副担任と連絡を取り合い、新しい学校の情報を仕入れてください。  



文部科学省認定通信教育 

平成 19 年度センター試験の申込方法 
進路指導部・金居 

平成 19 年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。入手方法は大きく２つ。センタ

ー試験を利用する全国の各大学の窓口で入手するか、有料になりますが電話やホームページ（テレメール

Web）、郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタログで申し込みをすることができま

す。詳しくは下記アドレスのホームページ、または電話問合せ窓口にてご確認下さい。学校ではセンター試

験願書を取り寄せることは致しませんのでご注意下さい。 

 

  大学入試センターホームページ ⇒http://www.dnc.ac.jp/  

大学入試センター事業第一課 ⇒ TEL（03）3465-8600（平日 9:30～12：00・13：00～17：00） 

※ この９月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますのでご注意下さい！ 

なお、来年３月卒業予定の生徒さんと、今年９月の卒業する生徒さんでは出願方法が異なります。この 9

月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますが、来年 3 月卒業予定の生徒さんは、学校から一括での

出願になります。一括出願は、学校で受験者の願書を取りまとめた上での出願となりますので、大学入試セ

ンターの定める申し込み締切り（10 月 13 日）より早い 9 月 28 日（木）必着が学校への出願書類提出締

切りになりますので、下の表に記しました流れを参考に、受験案内の入手、学校への提出を期日までに行え

るようにご準備下さい。 

 
願書提出方法  ～ 来年３月卒業予定の生徒さん対象 (一括出願) ～ 
 ※ この９月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますのでご注意下さい！ 

出願までの流れ 注意事項① 

①願書を入手します 
『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（金）からです。願

書は、各自で取り寄せてください。 

②検定料を納付します 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付して下さい。 

③願書を記入します 

受験案内の記入方法をしっかり読んで記入して下さい。 

・八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・全員現住所を記入して下さい。 

・高等学校コードは、４７５０６Ｊです。 

④出願します 

 

2007 年 3 月卒業予定の方 

▼ 

学校からの一括出願です。 
必ず八洲学園国際大学高等学校進路指導部宛に郵送して下さい。 学校経由以外での出願

を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意下さい。 

⑤出願期間 

▼ 

出願書類の学校への提出受付期間は、 

９月 15 日(金)～9 月 28 日(木)必着 
です。期限に遅れた場合は受験できませんので、注意して下さい。 

※万が一、遅れそうな場合はご連絡ください。 

 
※ 入試センターへの願書提出期間より、学校への提出期間が早目になっているのは、願書の記入ミスがあ

った場合に、再度訂正・郵送していただくためです。 
※健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありませんが、各大学受験の際には必要になります。各大

学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。  
※学校からの一括出願（2007年3月卒業見込み者）でセンター試験申込みについてご不明な点がありました

ら、進路指導部・金居（kanesue@yashima.ac.jp）までご連絡ください。試験の内容については、分かり

かねますので大学入試センターまで、お問い合わせください。 



学校説明会について 

                                      広報 中村 智子

皆さんのお友達やご親戚で本校への入学をお考えの方がいましたら、以下の会場・日程で学校説明会を行いますので

是非参加するように教えてあげてください。もちろん、一緒についてきてあげても OK です(^_^)要予約なので、お電

話またはメールでお申込下さい。 

10 月生の願書受付期間 9 月 1 日～10 月 20 日【消印有効】 

※ただし、高校中退者と高校からの転校希望の方は随時入学できます。 

 

平成 18 年度後期学校説明会会場及び日程 

＜  会 場  ＞ 

地域 会場名 住所 電話 

北海道（札幌） 札幌市教育文化会館 札幌市中央区北 1 条西 13 丁目 011-271-5821 

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 

神奈川（横浜） 八洲学園大学国際高等学校（横浜分室） 横浜市西区桜木町 7-42 045-317-7820 

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 

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

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

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～ （１日２回開催） 

（※ 横浜会場のみ 10 時～、13 時～、15 時～、17 時～） 

ただし、9/30（土）のみ、15 時～は実施いたしません。 

要予約。お電話または E メールにてお申込下さい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ 

ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-840-598 / ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：okinawa@yashima.ac.jp 

八洲学園大学国際高等学校・入学案内係 

 

札幌 新宿 横浜 名古屋 梅田 天神 本部町 那覇 

10/7（土） 10/7（土） 8/20（日） 10/1（日） 9/30（土） 10/8（日） 9/16（土） 9/24（日）
  8/27（日）    9/23（土） 9/30（土）
  9/18（祝）    10/1（日）  
  9/23（土）    10/7（土）  
  9/30（土）   



9月6日 水曜 9月7日 木曜 9月8日 金曜 9月9日 土曜 9月10日 日曜

(5日 火曜深夜) (6日 水曜深夜) (7日 木曜深夜) (8日 金曜深夜) (9日 土曜深夜)
深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 正弦定理 （１） Lesson 10-1

- One Way,
1:30 No Return 1
1:30 日本史 理科総合 A 家庭総合 情 報 A

- 蝦夷地から北海道へ A-19 自立のための 近未来のロボット
2:00 医薬品の化学 経済学
2:00 地　理 生　物 化　学

- 東アフリカ 生体防御 窒素とリン
2:30
2:30 地　学

- 地球を取り巻く
3:00 大気とその構造

9月13日 水曜 9月14日 木曜 9月15日 金曜 9月16日 土曜 9月17日 日曜
(12日 火曜深夜) (13日 水曜深夜) (14日 木曜深夜) (15日 金曜深夜) (16日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 正弦定理 （２） Lesson 10-2

1:30
1:30 日本史 家庭総合 情 報 A

- 琉球から沖縄へ ライフスタイルと ＣＭを作ろう
2:00 経済計画 -1
2:00 地　理 生　物 化　学

- 国境を越えた人々 肝臓と腎臓の働き 炭素とケイ素
2:30
2:30 地　学

- ジェットと
3:00 日本の気象

9月20日 水曜 9月21日 木曜 9月22日 金曜 9月23日 土曜 9月24日 日曜
(19日 火曜深夜) (20日 水曜深夜) (21日 木曜深夜) (22日 金曜深夜) (23日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 余弦定理 （１） Lesson 10-3

1:30
1:30 日本史 理科総合 A 家庭総合 情 報 A

- 日露戦争 ＣＭを作ろう

2:00 やってみよう課題研究 新たな生活文化の創造 -2
2:00 地　理 生　物 化　学

- 異文化との共生 恒常性（１） 鉄と銅
2:30 ～自律神経系～
2:30 地　学

- 次から次へと
3:00

9月27日 水曜 9月28日 木曜 9月29日 金曜 9月30日 土曜 10月1日 日曜
(26日 火曜深夜) (27日 水曜深夜) (28日 木曜深夜) (29日 金曜深夜) (30日 土曜深夜)

深夜 数 学 I 英 語 I
1:00 余弦定理 （２） Communication 3

1:30
1:30 日本史 家庭総合 情 報 A

- 第一次世界大戦 新しい これからの
2:00 ライフスタイル 情報社会
2:00 地　理 生　物 化　学

- 国際化の中の日本 恒常性（２） 化学と人間生活
2:30
2:30 地　学

- 新しい地球観
3:00

9月6日 水曜 9月7日 木曜 9月8日 金曜 9月9日 土曜 9月10日 日曜

(5日 火曜深夜) (6日 水曜深夜) (7日 木曜深夜) (8日 金曜深夜) (9日 土曜深夜)
深夜 英　語 II 国語総合 古　典
0:00 How Do You 古文 更級日記

- Say It? 2 徒然草（４） 源氏の五十余巻

0:20 -1
0:20 英　語 II 国語総合 古　典

- How Do You 漢文 更級日記-2
0:40 Say It? 3 春暁
0:40 英　語 II 国語総合

- How Do You 漢文
1:00 Say It? 4 竹里館
1:00 現代文 保健体育

- 山月記（７） 喫煙と健康（２）
1:20
1:20 現代文 保健体育 オーラル

- 山月記（８） 飲酒と健康 LESSON6 (4)
1:40

□■□　9月ラジオ　アンコール放送予定　□■□

□■□　9月テレビ アンコール放送 □■□



9月13日 水曜 9月14日 木曜 9月15日 金曜 9月16日 土曜 9月17日 日曜
(12日 火曜深夜) (13日 水曜深夜) (14日 木曜深夜) (15日 金曜深夜) (16日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典
0:00 Culture Box 1 漢文　登鸛鵲楼 子衿、七歩詩

-
0:20
0:20 英　語 II 国語総合 古　典

- Culture Box 2 漢文 雑詩、遊子吟
0:40 送元二使安西
0:40 英　語 II 国語総合

- Culture Box 3 古文
1:00 万葉集-1
1:00 現代文 保健体育

- 鼻（１） 体ほぐしの運動
1:20 -1
1:20 現代文 保健体育 オーラル

- 鼻（２） 体ほぐしの運動 LESSON7(1)
1:40 -2

9月20日 水曜 9月21日 木曜 9月22日 金曜 9月23日 土曜 9月24日 日曜
(19日 火曜深夜) (20日 水曜深夜) (21日 木曜深夜) (22日 金曜深夜) (23日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典
0:00 Culture Box 4 古文 蕉門

- 万葉集-2
0:20
0:20 英　語 II 国語総合 古　典

- Read and Think 2 古文 芭蕉以降
0:40 The Iceman (1) 万葉集-3
0:40 英　語 II 国語総合

- Read and Think 2 現代文
1:00 The Iceman (2) 評論-1
1:00 現代文 保健体育

- 鼻（３） 運動と体力（１）
1:20
1:20 現代文 保健体育 オーラル

- 鼻（４） 運動と体力（２） LESSON7 (2)
1:40

9月27日 水曜 9月28日 木曜 9月29日 金曜 9月30日 土曜 10月1日 日曜
(26日 火曜深夜) (27日 水曜深夜) (28日 木曜深夜) (29日 金曜深夜) (30日 土曜深夜)

深夜 英　語 II 国語総合 古　典
0:00 Read and Think 2 現代文 建礼門院右京

- The Iceman (3) 評論-2 大夫集(1)
0:20
0:20 英　語 II 国語総合 古　典

- Read and Think 2 現代文 建礼門院右京
0:40 The Iceman (4) 評論-3 大夫集(2)
0:40 英　語 II 国語総合

- Read and Think 2 現代文
1:00 The Iceman (5) 評論-4
1:00 現代文 保健体育

- 鼻（５） 体力トレーニングの目的

1:20
1:20 現代文 保健体育 オーラル

- 鼻（６） トレーニング LESSON7  (3)
1:40 プログラム

※ 放送時間・内容は変更になる場合があります。
確定情報は下記でご確認ください。

http://www.nhk.or.jp/hensei/

視聴報告のやり方は学習の手帳p15～を参照してくださいね
また通常のNHK高校講座の番組表はp40～にあります！
あわせて確認してください。
*番組数は限られているので余裕を持って録音・録画して
　おいてください！



                                   
                              

                                 
1 金  16 土 保護者懇談会（本部町） 

2 土  17 日  

3 日  18 月 敬老の日 

4 月 ９月スクーリング（４～１１） 19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金  

8 金  23 土
秋分の日 
保護者懇談会（本部町） 

9 土  24 日 保護者懇談会（那覇市） 

10 日 前期卒業証書授与式 25 月  

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木 ☆通学スクーリング 

14 木  29 金  

15 金 
成績発送 

科目追加登録のお知らせ発送 
30 土

保護者懇談会（梅田会場） 
保護者懇談会（横浜分室） 
保護者懇談会（那覇市） 

☆ 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。 

 
 
 
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 

 暑い中にも秋らしい気配が感じられます。 

芸術の秋、食欲の秋、そして追加登録の季

節でもあります！登録を希望する生徒さん

はなるべく早めに登録用紙を提出してくださ

いね！分からないことがありましたらお気軽

に各担任までご相談下さい。 

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/
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