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八洲学園大学国際高等学校

教 務 部 齊 藤 綾 子

前期卒業証書授与式が挙行されました！ 

 

 
 
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？八洲学園大学国際高校では

前期最後のスクーリングが実施され、最終日は平成 18 年度前期卒業証書授与式が挙行され、大きな夢を胸に

抱いて、54 名の生徒さんが未来に羽ばたいていきました。卒業された皆さん、本当におめでとうございます！

また 9 月スクーリングに参加された皆さん、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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9 月スクーリング実施しました！ 

教務部 齊藤 綾子

9 月スクーリングのテーマは「クリーンアップ大作戦！」～きれいな校舎で気分爽快＆卒業式！ 

最終日の卒業式に向けて雑巾縫いからスタートし、教室・トイレをクラスごとに大掃除！手作りしたトイレット 

ペーパーホルダーも取り付け、八洲学園大学国際高校がキレイに生まれ変わりました。 

また最終日の卒業式に向け、「旅立ちの歌」の合唱練習を毎晩行い、卒業式当日には練習の成果を発揮すること

が出来ました。卒業された皆さん、卒業確定された皆さん、本当におめでとうございます！ 

 

  

トイレットペー

パーホルダー作

り（左）と合唱の

練習♪（右）うま

くできたかな？ 

                          ～ご卒業おめでとうございます！～ 

卒業式準備 

答辞 

☆☆卒業生からのメッセージ☆☆ 
・はじめは不安だけど、慣れれば何とかな

るし、楽しい！！在校生のみなさんにも『卒

業』という素敵な日が来る事を祈ってます。

さい、八洲最高！ 
 

・八洲に来て初めて人と出会う素晴らしさ

を知りました。八洲での出会いは一生の宝

物です。今がどんなにめんどくさくても、

卒業が決まればそんなのさっぱり忘れる

よ。辛いこと楽しいこと、この八洲でいっ

ぱい経験したけど、最後に残るのは達成感

と感謝の気持です。在校生の皆さん、八洲

で最高の思い出と最高の出会いを作ってく

だ

卒業証書とともに  
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後期科目追加登録のお知らせ 

教務部 齊藤 綾子

●科目追加登録とは 
次の学習に取り組むために新しく履修科目を申込むことを「科目追加登録」といいます。この科目追加登録の申込をしないと、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。なお、来年 3 月の卒業を目指している方は、こ

の時期に残りの単位を申し込まないと卒業できなくなりますので、注意してください！！！ 
 
 

まだ登録していない人はお早めに！ ●登録対象者 
 
 
 
 
 

【後期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢１｣の人 
 
◎ 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っ

た人 
◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をし

ている方） 

 
 
 

【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月に科目追加登録をおこわなかった人 
◎ 今年度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

報告書作成が進んでいて次の学習を進めたい人 
◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長を

している方） 
《注意》前期生が今回登録した場合は、教科書・
学習代は有償となります。  

 
●申込方法 
 9 月 15 日に発送しました「科目追加登録申込書」に必要事項を記入し、学校まで提出してください。 
 提出方法  ①郵送・・・リポート用の青封筒を使用し、「科目登録申込書在中」と記入して下さい。 

②ＦＡＸ・・・学校までＦＡＸしてください。 
●登録申込受付期間 

  申込期間 授業料納入期限 
第１期 ９月１６日（土）～９月３０日（土）    当日必着 １０月１６日（月） 
第２期 １０月１日（日）～１０月２０日（金）   消印有効 １０月３１日（火） 

 
●授業料について 

１単位あたりの授業料は８,０００円になります。（有効期限は１０月から２年間です。） 

教材は 
10 月以降
にお届け
します！申込む単位数によって授業料が決まります。登録は最低１０単位から申込めます。 

 

例 ） ２５単位申し込んだ場合 
       授業料         ８,０００円×２５単位＝２００,０００円 
       諸経費         １０,０００円 
       施設利用料      ２０，０００円 
       教科書・学習書代  １科目につき１,２００円程度 
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●申込から教材到着までの流れ 
①「科目追加登録申込書」を学校に送ります。（郵送またはファックス） 
②申込書が学校に到着したら、そのアンケート内容を元に履修科目を決定します。 
③その後、履修届・履修科目確認書・授業料振込用紙を学校からご自宅へお送りします※。 
④授業料を振込みます。 
⑤履修科目確認書を学校へ返送します。《急ぎの方は振込み後、即ご返送ください。》 
⑥履修科目確認書が学校に到着後、教材（教科書・リポート等）を宅配便にてお送りします。 
⑦教材は１０月以降、順次お届けします。 
※教材到着までの詳しい流れについては、履修届等に同封する書類でご確認下さい。 
 
● 送付先 
郵送の場合：全員リポート用の青封筒で郵送してください。（15 円切手貼付） 

青封筒が無い場合は普通郵便で沖縄本校宛に郵送してください。 
 

ファックスの場合：東日本・西日本在住の方→０４５－３２４－６９６１ （横浜分室宛） 
沖縄在住の方→０９８０－４８－４１１５（沖縄本校宛） 

※ファックス送信後は必ず電話かメールで届いているかどうかの確認を行って下さい！！ 
 

 
問い合わせは各担任・副担任までお気軽にどうぞ！！ 

 

教育実習を終えて 

                               教育実習生 丑野隆史

 
自分は姉妹校の八洲学園高等学校（新宿校）を 5 年前に卒業しました。その後、沖縄にある名桜大学に進学し、

4 年間教職課程を学び、最後に「教育実習」を残すのみとなったとき、正直悩みました。高等学校の教育実習は原

則的に母校と決まっていて、通信制の高等学校に教育実習に行く例は少なかったので、沖縄県内の普通高校に実

習することも考えていました。しかし「自分の母校はどこか？」と考えていくうちに、八洲に対するアイデンテ

ィティが強くなっていき、人生で一度きりの教育実習を沖縄にある『八洲学園大学国際高等学校』に教育実習を 8
月・9 月スクーリングの二回に分け教育実習をお願いしました。 

 
本来の教育実習での一番のねらいは「自分の授業」をみんなに教えて、 

 研究授業までの授業を受け持つことなんだけど、自分が思うに八洲学園大学国

際高等学校ではそれ以外のことをそれ以上に生徒さんに学ばせてもらいまし

た。本当にみんな素直な気持ちを話してくれたり、困らせてくれたり、宿直で

夜を一緒に過ごしたり、勉強したり、食事を一緒にしたり、アロハシャツで教

育実習をやったりと、（これは全国の教育実習生の中でも多分うっしー先生くら

いかな…！？）他の高校以上に「教師と生徒」という関係を身近に接すること

ができて、とてもよい教育実習を終えることができました！八洲学園大学国際

高等学校（みんな！）から学んだものの恩返しとしては少ない文章だけど、こ

れが自分の気持ちです！そしてみんなも「八洲人」としてのアイデンティティ

を誇りに思って頑張ってください！！ 
 Muito obrigado!!（ポルトガル語でどうもありがとうの意味！） 
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平成１８年度１０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 

●１０月通学スクーリングの実施について（１０月２３日 月曜日） 
 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） 

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 

●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） 

国語総合 数学Ⅰ 日本史B 

●3時間目 
（14：10～15：40） 

 英語Ⅰ 現代文 地学Ⅰ 

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 
 １０月２３日（月）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】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【癒し犬】さちこ 

 
★９月に卒業のみんな、沖縄に遊びに来たら、元

気な顔を見せに、学校にも遊びに来てね！   

学校の様子は、各教員が作ってるブログからわか

るはず♪ 本当に、卒業おめでとぉ～！    

 

【アイドル犬】ゆいこ（通称：ユッコ） 
 
★沖縄県内に住んでいる生徒さんだけでな

く、本土に住んでいる生徒さんも、観光など

で沖縄に来ていたとき、参加も出来るよ♪ 

 5
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平成 19 年度センター試験の申込方法 
進路指導部・金居 

ゆんたく８月号で、お知らせした通り、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

っています。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！ 
  個人出願対象の生徒さんは、個人で願書の要項を参照して出願してください。 

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、すでに９月２８日（木）必着で締め切っていますが、受験したい方は至急、１

０月６日に必着で出願に必要な書類を学校へ郵送し、進路指導部・金居に連絡をしてください。 
※ 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。 
※ 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。 
 

指定校推薦校内選考について 
ゆんたく7・8月号で、ご案内している通り指定校校内選考（１次・２次）を行いました。まだまだ、定員

に達していない学校で、出願が間に合う学校がたくさんあります。これから指定校推薦を希望する生徒さん

は、HP（http://www.yashima.ac.jp/okinawa）内の在校生のページもしくは学校へ電話して、指定校推薦の

校内選考を受けられるか確認してください。確認後、下記の方法で手続きをとってください。 
 
 

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。 

・ 提出期限は特に定めませんので、決まりましたら早めに進路指導部・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。 

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 

 



 

E ラーニング無料体験会・学習会開催のお知らせ 

担当： 中村 智子

 
 
今年から導入されたeラーニングって一体どういうシステムなの？自宅学習って難しいけど、みんな

ちゃんとやっているの？な～んて声にお答えするべく、横浜にある八洲学園大学の教室をお借りし

て、学習会を実施することにしました！～こんな人は是非参加してみてくださいね～ 
 
○ e ラーニングって何？e ラーニングを無料体験したい方 
○ リポートが進まない方 
○ 担任の先生に会ってみたい方 
○ 今後の学習の進め方や進路相談をしたい方 

横浜分室にて開催！ 

 
日時：平成１８年１０月２５日（水） 午前９時～１７時  （昼食は持参して来てください。） 
場所：八洲学園大学(神奈川県横浜市西区桜木町７-４２ 市営地下鉄高島町駅より徒歩１分) 

４階、４e 教室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込方法：生徒番号、氏名、連絡先電話番号（自宅、携帯）、メールアドレス、参加したい内容を 

①～③のうちいずれかの方法で連絡して下さい。 
① ﾒｰﾙ（okinawa@yashima.ac.jp） 

② 電話（０１２０-９１７-８４０） 
③ ファックス（０４５-３２４－６９６１） 

！皆様のご参加をお待ちしております！ 

mailto:okinawa@yashima.ac.jp
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灯台 ～沖縄と私～ 
総務部 早川 知里

 

8 月スクーリングでは、テーマ「沖縄の文化に触れ

よう」を掲げ、リーダーをさせていただきました。

なぜ私がここまで沖縄に取り付かれたのか、私にと

って沖縄とは何か、早川の独り言だと思ってお聞き

ください。 
 

私と沖縄の出会い 
私が沖縄を初めて訪れたのは、約 6 年前、まだ私

がピチピチの 19 歳のときでした。このときは単なる

観光旅行で、那覇のホテルに宿泊し、首里城やパイ

ナップルハウスへ行ったり、沖縄出身の友達が帰省

していたので、初めて“クラブ”へ連れて行っても

らったり、波の上の海を見て「綺麗～！」と感動し

たりしていました。（波の上＝沖縄で一番汚いとま

で言われるビーチ）その半年後、大学で学園祭があ

りました。模擬店や運営役員をやろうか迷っていた

ところ、例の沖縄出身の友達から、「イチャリバや

らない？」と誘われました。その頃の私は『イチャ

リバ』の意味など全く知らなかったのですが、沖縄

の踊り（エイサーや琉球舞踊）を踊るサークルで、

沖縄の方言『イチャリバチョーデー（＝出逢えば皆

兄弟）』から取った『イチャリバチョーデーズ』と

いうサークル名であることを教えてくれました。そ

のときの私は、学園祭で何をやるか全く決めていな

かった上、ちょっと前に知り合った沖縄出身のイケ

メン男性もそのサークルに入っていると聞き、ある

意味“ノリ”で入部しました。このことが、私のそ

の後の人生を大きく変えたのです。 

イチャリバと私 
イチャリバに入ってから学園祭当日まで約 1 ヶ月

半、毎日夜遅くまで踊りの練習をしました。その当

時のメンバーは沖縄出身が約 30 人、本土出身が約

20 人ぐらいだったと思います。（現在メンバーは

120 名ぐらいに増え、そのほとんどが本土出身だそ

うです。）沖縄人はとてもシャイで、また結束がと

ても強いため、最初私はその輪の中になかなか入れ

ず、練習に行きづらいと感じることもありましたが、

それでもめげず毎日顔を合わせるうちに、だんだん

と打ち解けていき、練習もどんどん楽しくなってい

きました。また、学園祭直前には、はるばる沖縄か

ら踊りを教えるために婦人の方が何名か来てくださ

り、踊りの「お」の字もわからない私に手取り足取

り教えてくれました。いつも「ご飯食べてる？」「疲

れはたまってない？」と、お母さんのように励まし

てくれました。練習場所には、いつも笑顔と笑いが

絶えませんでした。短い練習期間でしたが、舞台は

大成功に終わりました。それからというもの、踊り

を習うために毎年 2 回は沖縄に行くようになりまし

た。 

沖縄の平和と文化 
沖縄の人と接する中で単純に感じたことは、「沖縄

人はなんて優しいんだろう！」ということでした。

自分は少しぐらい難儀したり、自分の欲求が満たせ

なくても、『人のためなら』と考え動いている姿を

見て感動しました。自分の利益のことは頭になく、

『人の喜びは自分の喜び』であり、同時に『人の苦し

みは自分の苦しみ』という概念が自然に備わってい

ることを実感しました。沖縄には『チムグルサン』

という言葉があります。『チム＝肝、心』が『グル

サン＝苦しい』という意味で、これは可哀想などと

いった一方的な、また高みから見た言葉ではなく、

同じ目線に立ち、苦しみを共有するという意味の言

葉です。古来、中国の使節を迎える際には、歌舞音

曲をもってもてなしたそうです。沖縄にとって歌舞

音曲とは、人を喜ばせる手段であり、同時に自分を

鼓舞させる手段でもあるのです。私が通っていた大

学の創立者が詠んだ詩の中に、「古来 沖縄の床の

間には 刀に非ずして三線が飾られてきた 武器よ

り楽器を！軍事より芸術を！琉球の民の心のゆかし

さ」という一節があります。ナポレオンは琉球の話

を聞き、「この世界に武器を持たぬ国があるとは！」

と驚嘆したそうです。こよなく平和を愛した琉球の

人々を讃え、中国からは「守礼の邦」の尊号が贈ら

れました。こんな平和主義の沖縄が、なぜ戦争の被

害に遭わなければならなかったのでしょうか。『ヌ

チドゥタカラ（＝命こそ宝）』という言葉の本当の

意味を知っている沖縄だからこそ、命の尊さ・戦争

の悲惨さを世界に訴えることができると思います。

また、思いやりにあふれた温かい沖縄の文化は、こ

れに貢献できるものと信じています。私はこれから

も沖縄の文化、中でも踊りという手段で人と人の心

を結び、踊りを通して平和を訴えていきたいと思い

ます。 

ゆんたく 9 月号 



教務部　　齊藤　綾子

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 　　　　　　　　　　タイトル

10/5 日本のあけぼの～旧石器時代と環境～ 10/6 科学の目で見てみよう 10/8 「情報A」って何？

10/26 縄文時代～自然の恵みと交易～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/4 式の計算 10/8 化学への招待 10/7 家庭科学習と日々の生活

10/25 整式 10/29 物質をつくる粒子 10/28 人の一生と発達

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/8 地学への招待 10/7 生物を学ぼう 10/6 世界を学ぶ

10/29 宇宙の果てまで 10/28 細胞（１）～細胞説～ 10/27 世界の地形とくらし

放送日 タ　イ　ト　ル

10/5 入門講座（１）

10/26 入門講座（２）

※ＮＨＫラジオ第2放送です。1回20分番組です。1枚作成するには3回分の番組視聴が必要です。

■　　 木（水曜深夜）1：00～1：40（2番組連続放送）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/7 入門講座　現代文（１） 10/5 入門講座 10/5 入門講座（1）

10/7 入門講座　現代文（2） 10/5 「木の自由」を考えながら（1） 10/5 入門講座（2）

10/7 入門講座　表現（話す・聞く） 10/12 「木の自由」を考えながら（2） 10/5 入門講座（3）
10/14 入門講座　表現（書く） 10/12 きみに宛てた手紙（1） 10/12 Lesson1:Any Volunteers Here?(1)

10/14 入門講座　古文 10/19 きみに宛てた手紙（2） 10/12 Lesson1:Any Volunteers Here?(2)

10/14 入門講座　漢文 10/19 相棒（1） 10/12 Lesson1:Any Volunteers Here?(3)

10/21 現代文　随想　それぞれの羅針盤（１） 10/26 相棒（2） 10/19 Lesson1:Any Volunteers Here?(4)

10/21 現代文　随想　それぞれの羅針盤（2） 10/26 相棒（3） 10/19 Lesson1:Any Volunteers Here?(5)

10/21 現代文　随想　「常識」の常識（1） 10/19 Lesson1:Any Volunteers Here?(6)

10/28 現代文　随想　「常識」の常識（2） 10/26 Lesson2:Singaporean Teen Talk(1)

10/28 表現　話す聞く　スピーチ（１） 10/26 Lesson2:Singaporean Teen Talk(2)

10/28 表現　話す聞く　スピーチ（2） 10/26 Lesson2:Singaporean Teen Talk(3)

■    日(土曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■    日（土曜深夜）1:20～1：40

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/4・6 保健体育の学習 10/8 入門講座（古文）　私と古典（1） 10/8 入門講座

10/4・6 私たちの健康のすがた 10/8 入門講座（漢文）　私と漢文（2） 10/15 Warm-up JAM TOMORROW(1)

10/11・13 保健のとらえ方 10/15 入門講座（古文）古典の思い出（3） 10/22 THIS WAY AND THAT(2)

10/11・13 保健活動と対策 10/15 伊勢物語　初冠 10/29 Lesson1: THE NAME OF THE GAME(1)

10/18・20 生活習慣病と日常の生活（1） 10/22 伊勢物語　通ひ路の関守

10/18・20 生活習慣病と日常の生活（2） 10/22 伊勢物語　小野の雪（1）

10/25・27 体ほぐしの運動（1） 10/29 伊勢物語　小野の雪（2）

10/25・27 体ほぐしの運動（2） 10/29 徒然草　吉田と申す馬乗り

水（火曜深夜）1：00～1：30

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

日（土曜深夜）1：30～2：０0

化　学Ⅰ

木（水曜深夜）1：30～2：00

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

※ＮＨＫ教育テレビです。1回30分番組です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

金（木曜深夜）　2：00～2：30

隔週　金（木深夜）1：30～2：00

理科総合Ａ 情  報  Ａ

土(金曜深夜)1：30～2：00

生  物 Ⅰ

日（土曜深夜）2：00～2：30　

日 本 史 

地  理  Ｂ

現   代   文

■     木（水曜深夜）0：00～1：00（3番組連続放送）

地  学  Ⅰ

オーラルコミュニケーションⅠ古  典 

土（金曜深夜）2：00～2：30　

英  語  Ⅱ

■　水(火曜深夜)0：00～0：40・金(木曜深夜)1：00～1：40

体育α・β・γ

木（水曜深夜）1：00～1：30

日（土曜深夜）2：30～3：00

英  語  Ⅰ

国 語 総 合

■　　  土(金曜深夜)0：00～1：00（3番組連続放送）

※学習の手帳（40ページ～）も合わせて必要番組数を確認しましょう。
※2月スクーリング（卒業式）で卒業を目指す方→必要番組数が足りるかどうか、
必ず早めに確認しておいてください。
　
※ 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/



                                 
                              

                                 

1 日 保護者懇談会（名古屋・本部町） 16 月
保護者懇談会（本部町） 

11 月 S 申し込み〆切（必着） 

2 月  17 火  

3 火  18 水 敬老の日 

4 水 11 月スクーリング申込書発送 19 木  

5 木  20 金 11 月 S 詳細発送 

6 金  21 土  

7 土 保護者懇談会（新宿・札幌・本部町） 22 日  

8 日 保護者懇談会（天神） 23 月
☆通学スクーリング 
保護者懇談会（本部町） 

9 月 体育の日 24 火 保護者懇談会（那覇市） 

10 火  25 水 E ラーニング無料体験会・学習会 

11 水  26 木 11 月スクーリング残りの RH〆切 

12 木 11 月スクーリング申込〆切（消印） 27 金 スクーリング参加費振込み期限 

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月
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） 

   31 火  

☆ 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 

 前期卒業証書授与式も無事に終わり、横浜に

戻ると秋でした…前期で卒業された皆さん、卒業

確定された皆さん、本当におめでとうございま

す。また元気な顔を見せに来てくださいね…さて

後期が始まります！追加登録のお知らせも来て

いるかと思いますので登録が必要な方は早めに

申し込んでくださいね♪ 

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/
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