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平 成 18 年 １ 1 月 ３ 0 日

八洲学園大学国際高等学校

教 務 部 齊 藤 綾 子

11 月スクーリング実施しました！ 

 

 
 

後期初のスクーリングが行われました！11 月の沖縄は、夜はさすがに肌寒いですが、日中は半袖で太陽を

満喫できました。後期に入り、一年の締めくくりが近づいて来ました…皆さん、学習計画は順調でしょうか？？ 
何か分からないことがあればいつでも聞いてくださいね！ 

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！ 

 

  

               

学校見学会開催のご案内 [p.6] 
ブログ紹介 [p.7] 
e ラーニング無料体験会・学習会報告  [p.8] 
コミュニティウェブのお知らせ [p.9-10] 
NHK 高校講座 アンコール放送 番組表[p.11] 

 

  
                     
11 月スクーリング実施しました [p.2] 
後期のスクーリングについて [p.3] 
後期のスクーリング・テーマ発表 [p.4] 
年末年始の証明書発行・保護者懇談会報告 [p.5]



11 月スクーリング実施しました！ 

教務部 齊藤 綾子

11 月スクーリングは「English S hooling」！ c
食堂はハロウィン風に飾り付けられ、朝の放送ももちろん英語！特別活動では名桜大学留学生と世界の料理

をクッキング体験！また、JICA 沖縄（国際協力機構）の方々の出前授業、米軍基地訪問など、とても国際色

豊かなスクーリングになりました。 

    
        食堂への入口がハロウィン仕立て                        初日は留学生の方々とクッキング！ 

  
         JICA 沖縄の方々による出前授業                   米軍基地・キャンプフォスターでボクササイズ！ 

   
    米軍基地・キャンプフォスターでのヨガ 

                                        

☆ 生徒さんの感想 ☆ 

 

・色んな国の料理がわかって面白かった。初対面の人とも仲

良くなりやすくてめっちゃ楽しかった。 

・仕事に対する熱い情熱を感じた。今後に生かしていきたい

です。（WHO のドキュメンタリーを鑑賞） 

・ヨガはやってみたかったのでやれてよかったです。（米軍基

地・キャンプフォスターで） 

・（米軍基地・キャンプフォスターに）めったに入れんし、ア

メリカのお金（ドル紙幣）でお昼ご飯を買って食べたり、

いい経験できた。 

・他国の人と接する事で、興味深い思い出が出来ました。 

・JICA 出前授業で「グアテマラ」の話を聞き、学校に行けず

に字も書けない、計算もできない人生を過ごすなんて辛い

と思ったが、みんな苦しい中でも素敵な笑顔をしていてす

ごいと思った。自分が悩んでることが吹っ飛んでいった。

・毎回 100％満足です！みんな歳も関係なく接してくれるの

で、それが八洲で頑張れる支えになっています。 

 

今回のスクーリングでは 19 名の生徒さんが

卒業確定されました。 
卒業確定された皆さん、 
おめでとうございます！！ 



後期のスクーリングについて 
                                  教務部 齊藤 綾子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※３泊４日スクーリングは必ずＡ日程→Ｂ日程の順序で参加してください。 

９泊１０日スクーリング １２月のみ 
視聴報告書の提出ができない方、履修科目数の多い方、必要時間数以上に各科目のスクーリングに参加したい方が対

象となります。自分の履修している(勉強している)科目が開講されている時間には、すべて出席が必要です。 

７泊８日のスクーリングの前半がＡ日程、後半が
Ｂ日程になり、両方に参加すると７泊８日スクーリン
グと同じように単位修得ができます！お仕事の関係な
どでどうしても一週間のお休みがとれない方・一週間
の滞在が難しい方にオススメです。 

スクーリングの基本パターンです。今年度は

あと1、2、3月に実施します。  

※後期より、B日程が４泊５日になりました。Ｂ日程に参加する方は基本的には4泊ですが、状況により3泊で帰ることも可能
ですので、担任に相談してください。ただし、Ｂ日程3泊の場合は、帰りの送迎バスはありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＊残りのスクーリング回数は3回しかありません

Ｓ･･･スクーリングの略です 

 

 

 

 
後期の卒業式は２月です。来年３月の卒業を予定している方は、２

今年度後期もあとわずか！まだスクーリングに参加していない生徒さんは、担

 

 

 

 現在履修している単位数・科目によって一概には言えませんが
 

 

 

 

 

 

 

 

● 視聴報告書の書き方は、｢学習の手帳｣のP.15～に詳しく掲載されて

● テレビ・ラジオ番組の放送日程などは｢学習の手帳｣P.40～に掲載さ

● 履修科目によって、上記日程でも足りない場合があります。必ず担
1 月 4 日(木)【当日消印有効】 

1 月 24 日(水)【当日消印有効】
！視聴報告はなるべく提出してください！ 

2 月 22 日(木)【当日消印有効】

月までに卒業確定しないと、卒業できません！   
任と必ず連絡をとって、今後の計画を立ててください！ 
、下記が目安になります。（標準履修の場合）

７泊Ｓを１回 

 

３・４泊Ｓ(A･Bセットを)２回 

７泊Ｓを２回 

 

９泊Ｓを１回 

います。 

れています。  

任に事前に相談してくださ
い。 



後期スクーリング・テーマ発表 
                                   教務部 齊藤 綾子 

毎回テーマを決めてスクーリングを開催しております。以下のスクーリングテーマをよく読み、参加時期を選んでください！ 

 

【沖縄史跡めぐり】 

沖縄の史跡をめぐって歴史を知りたい人集まれ～（少人数制） 
（担当者からのひとこと）(^^) 

       世界遺産の今帰仁城址や首里城に

沖縄の歴

【YASHI MAX ～2007～ 
『祝おう八洲人・繋ごう八洲人♪』】   （担当者からのひとこと）(^^) 

      卒業生にとって高校生活最後のスクーリングとなり

一生涯心に残るようなスクーリングを皆で創り上げ

  

今年度後期の卒業式は『２月』です！ 

【野外活動満喫スクーリング】 

野外活動で沖縄の自然を満喫しよう！ 
（在校生限定）         （担当者からのひとこと）(^^)（^^） 

今年度最後のスクーリングです。沖縄の海・山・

癒されたい方、都会生活に疲れた方、久しぶりに汗をかきたい方、是非参

 

 

  

 

 

 

 （＊少人数制のため参加できない事もあるので、 

必ず視聴報告を作成し、計画的に学習を進めましょう） 

１ 

 

 

 

 

お祭り好き集まれっ！八洲人全員集合～！ 

 

 

２月  

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

今年度後期の卒業を目指す方は、必ず、2 月ｽｸｰﾘﾝｸﾞまでに 
参加して下さい！３月ｽｸｰﾘﾝｸﾞは参加できません！ 

 

 

 

 

スクーリングの申込書は、一度申し込まれている方にも、毎月送られてきます。 

一度申し込みをされた方は、新たに申し込む必要はありません。 

 

■返送されたリポート・視聴報告書は必ず開封し、評価の確認をしましょう。 

 評価が｢1｣=不合格だった場合、もう一度問題を解いて提出してください。 

■不備リポートが返送されてきたらすぐに提出方法を訂正し、もう一度学校まで送付

 そのままでは、リポートを提出したことにはならないので試験が受けられません。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1位：水色・黄緑色封筒に住所・氏名の記入忘れ2位：ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｰﾙの貼り忘れ3位：青

気をつけて！
禁煙！
行く予定です 

史に触れよう！ 

ます! 

ましょう！！

太陽・空に触れて

加してください！

卒業式！ 

月７泊･３泊･４泊 

７泊･３泊･４泊 

決定！ 

月７泊･３泊･４泊 

しましょう。 

 

色封筒への記入忘れ 



  
 

記 
学校見学会の日程： 平成１８年１２月１７日（日）、平成１９年１月２０日（土） ※２月・３月は調整中です 

１０時～・１３時～（１日２回開催。ご都合のよろしい日程にご参加下さい） 

学校見学会の場所： 八洲学園大学国際高等学校（学校へのアクセスはＨＰをご覧下さい） 
http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

申込み・お問合せ： 各日程の２日前までに、電話・ＦＡＸ・メールでお申込ください。 
          お問合せは、担当の知念までお気軽にどうぞ。 

ＴＥＬ0980-51-7711 ＦＡＸ0980-48-4115 メール：chinen@okinawa.yashima.ac.jp   

後期途中の転編入について： 随時受付中 

後期途中の出願期間（1・2月生） 転編入学日 

12/1(金)～12/21(木)【消印有効】  1/1(月) 

1/1(月)～ 1/31(水)【消印有効】  2/1(木) 

 

レ点をつけてく

ださい。 

〒 

                                                        担当 知念 敦子 

 

本校は、一年間に一週間程度の「沖縄県本部町での集中スクーリング」と「自宅学習」により、単位修得ができ

る広域通信制の単位制高校です。海洋博公園内のエメラルドビーチまで徒歩１５分ほどの所に位置し、教育環境に

も恵まれております。 

ヤシマってどんな学校なの？どんな生徒さんがいるの？学校の雰囲気は？宿舎ってどんな部屋なの？ｅｔｃ・・・  

そんな疑問にお答えするために、毎月スクーリング期間中に『学校見学会』を開催しております。 

全国各地から単位修得のために集まってきた生徒さんの様子やスクーリング風景をご覧いただけます。在校

生のご兄弟、ご親戚、ご友人、知人等で本校に関心をお持ちの方がおられましたらぜひお知らせ下さい。 

詳しくは下記をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ申込書・資料請求書（0980-48-4115） 

 

参加者名（代表者）                       

参加人数           名 

連絡先の電話番号 （      ）     -       

参加希望日程    

           平成１８年 12 月 17 日（日） □10 時 □13 時 

    平成１９年 1 月 20 日（土） □10 時 □13 時 

 

通信欄                                               

 

 

資料請求       部希望 送付先住所                              

『学校見学会』開催のご案内 

注）卒業時期に関しましては、前籍校での在籍期間

や休学の有無により、変わる場合がございま

す。必ず出願前にお問い合わせください。 

以 上 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
mailto:chinen@okinawa.yashima.ac.jp


パソコンで見ると、もっと楽しめちゃう♪ 
 
 
 
 

◎ブログにアクセスしてみよう♪面白いよ。 
八洲学園大学国際高校では教員それぞれがブログを UP しています！パソコンを持っていない人でも 

携帯でも⇒ 

携帯から見ることが出来るので是非！見てみてくださいね。学校からのお知らせも UP されますよ！ 
 
① 三井智絵クラス・・・『八洲人魂ここにあり！～自分らしくあれ～』 

http://blog.goo.ne.jp/yashimaokinawa/ QR コード：携帯から読み取って下さい→  
② 早川知里クラス・・・『BE  LIKE  てぃーだ◎２００６』 

http://blog.goo.ne.jp/chayakawa5141/             
③ 齊藤綾子クラス・・・『やしまんちゅ＠横浜⇔オキナワ！の日々。』 

http://blog.goo.ne.jp/ayakosaito_2006/           
④ 岸野博一クラス・・・『春夏秋島！？』 

http://blog.goo.ne.jp/goohirokazu_2006/         
⑤元岡奏担当・・・『サチコ＆ユッコ』のワンッ！ダフルダイアリー 

http://blog.goo.ne.jp/pisutachio1221/           
⑥中村成希担当・・・『海の向こうの「八洲学園大学国際高等学校」へ行こう！』 

http://blog.goo.ne.jp/masaki1216_1978/         
⑦和田校長・・・『続・開学日記』（パソコン用） 
         http://blog.study.jp/wada/ 



文部科学省認可通信教育 

年末年始の証明書（調査書・推薦書含む）の発行について 
事務課 喜納 政樹

 
※ 平成 18 年 12 月 22 日（金）必着分までの証明書（調査書・推薦書含む）発行依頼の申込み分に関

しては年内発行・発送致します。22 日（金）以降の申込み分につきましては、平成 19 年 1 月 5 日

（金）以降の発行・発送とさせて頂きますのでご了承ください。 
緊急の場合は担任もしくは事務課の喜納までお電話ください。 

 
※ 調査書・推薦書を含む各種証明書の発行には原則 1 週間かかります。申込みを予定されている方は、 

ゆとりを持ってお申込ください。 
 
※ 尚、お電話での各種証明書の発行依頼は受付ておりません。 

                                  お早めに！      
 

保護者懇談会実施しました。 

                             教務部 齊藤 綾子 

9月中旬から10月にかけ、全国8会場（北海道、新宿、横浜、大阪、福岡、名古屋、沖縄）で保護者懇談会を

行いました。普段なかなか行う機会のない「学校法人 八洲学園」の現況報告や、スクーリング・卒業式などの

様子をまとめたビデオ鑑賞などを通して、スクーリングに関しての疑問や不安を解消して頂き、有意義な語らい

の場となりました。どうしても広域通信制高校となると、電話やメールのみのやり取りとなりがちですが、実際に

会ってお話しすることで、大変安心していただけたようです。特に今回は、新入生の保護者の方の参加が多く、

熱心に質問してくださったことが印象的でした。将来の目標や進学に関しても具体的にお話を伺うことができま

したので、今後の指導計画に役立てていきたいと思います。 

参加していただいた皆様、お忙しい中お越し下さり、本当にありがとうございました。また、今回は御都合に

より参加できなかった方も次回はぜひお越し頂きますよう、お願い申し上げます。 
＊ なお沖縄での保護者懇談会は、毎月の通学スクーリングの際に実施しております。皆様のご参

加お待ちしております。                                    

 
 

後期より、よろしくお願いします！ 

 金城
きんじょう

 利絵
り え

  
（保健体育科） 

①沖縄県 恩納村 

②10 月 12 日 A 型 

③内気な高校生 

④明るくて前向きなところ 

⑤「一期一会」出逢いを大切に！！ 

 
後期より保健体育科の金城利絵先生が着任されまし
た。どうぞよろしくお願いいたします！ 

☆番号の説明 

①出身地 

②生年月日・血液型 

③私はこんな高校生（若者）だった 

④私のウリはここだ！         

⑤生徒さんへのメッセージ 

 

ゆんたく 11 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

12/7 平安京の成立 12/8 変化の中に化学が見える 12/10 コンピュータで情報処理

12/14 藤原氏の繁栄 12/22 酸性の反対は塩基性？ 12/24 ネットワークでコミュニケーション

12/21 源氏と平氏

 ☆　冬季講座　午後0：30～1：00

1/4 中世の文化～内乱期の宗教と文芸

1/5 地域の歴史を調べよう～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/6 根号を含む式の計算 12/10 原子量・分子量 12/9 労働と生活時間

12/13 不等式 12/17 物質量 12/16 生命をはぐくむ

12/20 不等式の解き方 12/24 溶液の濃度 12/23 子どもの発達

 ☆　冬季講座　深夜1：00～1：30  ☆　冬季講座　深夜0：00～0：30

12/28 2次関数のグラフと2次不等式（1） 12/27 物質の三態

12/29 2次関数のグラフと2次不等式（2）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/10 星が死を迎えるとき 12/9 細胞の増殖 12/8 中東～都市と砂漠のネットワーク

12/17 太陽系が生まれる 12/16 単細胞生物と多細胞生物 12/15 ヨーロッパ～多様な風土～

12/24 母なる太陽の輝き 12/23 動物の体植物の体 12/22 アマゾン川～山地から熱帯林へ～

 ☆　冬季講座　午後3：00～3：30  ☆　冬季講座
1/4 変化し続ける海岸 12/25 刺激の需要  (午後2：00～2：30 )

1/5 地層を調べる 12/25 神経           (午後2：30～3：00 )

放送日 タ　イ　ト　ル

12/7 Lesson2-3Welcome toKamakura3

12/14 Communication1 

12/21 Lesson3-1My Favorite Things 1 

※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

12/9 漢文　訓点（1） 12/7 情けは人の…(1) 12/7 Lesson3 Modern Monsters(10)

12/9 漢文　訓点（2） 12/7 情けは人の…(2) 12/7 Listen　and Speak! 2

12/9 漢文　訓点（3） 12/14 ライフスタイルと浮遊感覚(1) 12/7 Culture Box 1
12/16 漢文　格言（1） 12/14 ライフスタイルと浮遊感覚(2) 12/14 Lesson4 I'll Be Right Here(1)

12/16 漢文　格言（2） 12/21 ライフスタイルと浮遊感覚(3) 12/14 Lesson4 I'll Be Right Here(2)

12/16 漢文　故事(守株) 12/21 孤独を友とせよ(1) 12/14 Lesson4 I'll Be Right Here(3)

12/23 漢文　故事(五十歩百歩) 12/28 孤独を友とせよ(2) 12/21 Lesson4 I'll Be Right Here(4)

12/23 漢文　故事(蛇足) 12/28 短歌と俳句「犬」（1） 12/21 Lesson4 I'll Be Right Here(5)

12/23 現代文　評論　言葉の風景（1） 12/21 Lesson4 I'll Be Right Here(6)

12/30 現代文　評論　言葉の風景（2） 12/28 Lesson4 I'll Be Right Here(7)

12/30 現代文　評論　言葉の風景（3） 12/28 Lesson4 I'll Be Right Here(8)

12/30 現代文　評論　言葉の風景（4） 12/28 Lesson4 I'll Be Right Here(9)

■    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

12/6・8 スポーツの歴史 12/10 日本の詩　逆夏目漱石之伊予 12/10 Lesson2 A CHOICE OF MY OWN(3)

12/6・8 感染症の予防 12/10 万葉集　柿本人麻呂　額田王他(1) 12/17 Lesson2 A CHOICE OF MY OWN(4)

12/13・15 エイズとその予防（1） 12/17 万葉集　柿本人麻呂　額田王他(2) 12/24 Plus Fours(1)

12/13・15 エイズとその予防（2） 12/17 古今和歌集　仮名序　紀貫之　他（1） 12/31 Lesson3 TOO GOOD TO BE TRUE (1)

12/20・22 意思決定と行動選択（1） 12/24 古今和歌集　仮名序　紀貫之　他（2）

12/20・22 意思決定と行動選択（2） 12/24 古今和歌集　定家　後鳥羽院　他

12/27・29 脳の働きと欲求 12/31 枕草子　うつくしきもの(1)

12/27・29 欲求不満と適応機制 12/31 枕草子　うつくしきもの(2)

■　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）

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

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

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 

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



※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下さい。
※ 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/



Community Web 利用申込書（兼 誓約書） 
八洲学園大学国際高等学校長 様 

平成  年 月 日   
 
下記の内容をよくお読み下さい。 

1) 登録されたパスワードに関して、学校側が第三者に漏らすことはありません。 
2) パスワードを忘れてしまった場合、例え本人であっても電話など口頭でお伝えすることはできません。

学校に登録されている郵送先住所に文書にてお送り致します。 
3) インターネットの特質上、第三者に傍受され、その為に個人情報が漏れる可能性があります。また、口

外したり、パスワードの消し忘れ等の不注意によって、申込者の個人情報に第三者がアクセスしたとし

ても、学校は如何なる責任も負いません。パスワードの管理は、自己責任において、くれぐれもご注意

下さい。 
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               ㊞    

フリガナ           e-mail アドレス 
 

パスワード   
        

※必ずパソコンかケータイのアドレスをご記入下さい 

 
 
※ 登録パスワードについて注意 
 4 文字以上 10 文字以内の半角英数字でお願いします。 

※ 携帯パスワードは数字のみ 4 文字以上 6 文字以内でお願いします。 
 ” - ”、” _ ”、” . ”、” ? ” 等の記号は利用できません。大文字・小文字は区別されますのでご注意下さい。 
 ゼロ(0)とオー(O)、イチ(1)とエル(l)とアイ(I)など、間違いやすい文字にはフリガナを付けて下さい。 

※ ｑと９については、読みも同じなので、９のふりがな欄には判別の為に「数」と記入して下さい。 
「0000」や「1234」のような単純な組み合わせ、生徒番号や生年月日など第三者に推測されやすいパスワー

ドは使わないで下さい。 
 

受付 登録 
  

 



コミュニティウェブのお知らせ 

管理部・金居
かねすえ

央
ひさし

 

Community Web （コミュニティウェブ）は、リポートや視聴報告書の提出状況や成績を確認するこ

とができ、何が未提出なのか、視聴をあと何枚出せばいいのか等、成績に関して知りたいことを自分で

調べることができる八洲学園大学国際高校のインターネットサービスです（無料）。i-mode や au、
softbank など、インターネットを利用できる携帯電話があれば、いつでもどこでも、学習状況を確認す

ることができますので、利用が可能な生徒さんは、是非、活用してみて下さい！ 
なお、Community Web を利用するには利用登録が必要です。申込み登録は「Community W b 利用

申込書兼誓約書」による文書でのお申し込みが必要になりますので、注意事項をよくお読みになり、次

ページをコピーの上、必要事項を全て記入、署名･捺印の上で学校宛にお送り下さい。ご自宅に利用手

続き完了の書類が届きましたら、利用できるようになります！ 

e

 
※ CW は八洲学園大学国際高校の姉妹校八洲学園高校の生徒さんも利用されています。 
※ 八洲学園高等学校向けの情報は、八洲学園大学国際高校の皆さんには直接関係はありませんのでご

注意下さい。 
※ 携帯電話からの利用について、一部機種からは、利用ができない場合があります。 
※ また、第一種郵便で成績発送も定期的に年 4 回前後行っております（100 円/1 通） 

希望される方は、学校までご連絡下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ Community Web 画面イメージ(パソコン版)【成績表示画面(左) / CW メイン画面(右)】 
Community Web にアクセスするには？ 
【パソコン】 
① まず、「Community Web 利用申込書兼誓約書」で申し込む。 
② パスワードの登録が完了したことのお知らせがメールで届いたら、八洲学園大学国際高校 Web

サイトのトップページにある“在校生はこちら”から進むか、直接次の URL を入力して下さい。

URL： http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 
③ Community Web をクリックして下さい。トップページが表示されましたら、画面左側にある[ロ

グイン]から利用画面へと移り、ID と登録したパスワードを入力すると、利用開始になります。 
【携帯電話】 
① まず、「Community Web 利用申込書兼誓約書」で申し込む。 
② パスワードの登録が完了したことのお知らせがメールで届いたら、八洲学園国際高校 携帯サイ

ト( http://k.yashima.jp)から「在校生のコーナー」へ進んでください。 
③ 「コミュニティウェブサイト（SSL 対応）」へ進むと、ログイン画面になりますので、[ログイン]

を選び、入力欄に ID と登録したパスワードを入力して進むと、利用開始になります。 



文部科学省認可通信教育 
 

横浜分室 中村智子  

 

 

eラーニング無料体験会・学習会報告 
 

10月25日、横浜分室で新しい企画「eラーニング無料体験会、学習会」を開催いたしました。

参加者は5名。まずはプロジェクターを使ってeラーニングの「eｌｙ」のページをみてもらい、その

後に実際に触ってもらいました。使い方を覚えた後は、それぞれが実際に履修している科目の

番組を視聴して報告書に記入してもらいました。参加者は名古屋、千葉、神奈川、茨城から

の５名。 

横浜分室での初の試みということもあり、最初にパソコンの設定がうまくいかず、参加者の

皆様にはご迷惑をお掛けした場面もありましたが、それぞれの目標は達成できたようで無事

に終えることができました。 

 
～参加者の声～ 

 

名古屋からの参加者です。eラーニングに興味はあったけれども自分に本当に出来るのかどうか試し

たかったので参加しました。実際に現代文の番組を視聴し、用紙に2枚記入しました。自宅に帰り、

家のパソコンでも可能であれば是非申し込みたいと思いました。また、わからないことが色々聞けた

ので参加して本当に良かったです。 

 

千葉県からの参加者です。数学基礎のリポートを5枚全部終えることが出来ました。そのほか、国語

のリポートも進めることが出来ました。学習方法を先生に聞いたら自分で勉強するのが楽しくなりま

した。こういう機会をもっと増やして欲しいです。 

 

茨城県からの参加者です。推薦入試のための面接の練習を行いました。本を購入して自分で想像して

いるだけでしたが先生たちに見てもらったことで自信がつきました。 

 

神奈川県からの参加者です。リポートを19枚仕上げることが出来ました！12月スクーリングで卒業

確定させるために毎日夜遅くまで勉強しているのですが、古典や地理のリポートはひとりでは全く進

みませんでした。「ワークや地図帳を使うとやりやすいよ」とアドバイスをもらったことで順調に進

めることが出来ました。 

 

神奈川県からの参加者です。今回、入学して、eラーニングを申し込んでいます。自分のパソコンで

はまだ設定が完了していなかったのですが、実際に体験して自分でも出来そうです。国語総合を2枚

作成することが出来ました。自分のパソコンでも早く出来るようにして欲しいです。 

 

あとがき 

横浜での初の e ラーニング体験会でしたが、皆さん、それぞれの目標を 

達成できたようです。八洲学園大学の附属高校になった今年から始まった 

e ラーニングシステム。パソコンはあるけどよく分からないからな・・と悩んで 

いる方、次回の開催は未定ですが、今回参加できなかった方も是非、次回は 

参加してみてくださいね！ 



                                  
                                 

1 金 
スクーリング参加費振込期限 

通学スクーリング 
16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月 1 月スクーリング申込締切（必着） 

4 月 1 月スクーリング申込書発送 19 火  

5 火  20 水  

6 水 
スクーリング参加費振込確認書必着

成績発送（申込者のみ） 
21 木  

7 木  22 金
1 月スクーリング詳細発送 

年内証明書発行願い必着日 

8 金  23 土 天皇誕生日 

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木  

14 木 1 月スクーリング申込締切（消印） 29 金  

15 金  30 土  

   31 日  

☆ 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 

どんどん日が短くなってきて、いよい
よ今年も最後の月になりました…横浜
はもちろん、沖縄でもさすがに風が冷
たいようです。学校は名前が変わって 1
年目。皆さんにとって今年はどんな年
だったでしょうか…？残り 1 ヶ月、悔
いの無いように過ごしてくださいね。 
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/
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