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平 成 18 年 １ ２ 月 ３ １ 日

八洲学園大学国際高等学校

教 務 部 齊 藤 綾 子

１２月スクーリング実施しました！ 

 

 

 
新年あけましておめでとうございます。昨年度は皆様にとってどのような年だったでしょうか…？ 

新たな気持で今年もよろしくお願いいたします！ 
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！ 
 

  

               
学校説明会開催のご案内 [p.9] 
灯台 [p.10] 
NHK 高校講座 アンコール放送 番組表[p.11]  

 

                     
新年のご挨拶 [p.2,3] 
12 月スクーリング実施しました [p.4～6] 
後期卒業証書授与式について [p.7] 
通学スクーリングについて [p.8] 







12 月スクーリング実施しました！ 

教務部 齊藤 綾子

 
12 月のスクーリングのテーマは「八洲ライブ２００６！」9 泊 10 日と少し長いスクーリングでしたが、140 名以上の生徒さ

んが参加し、最終日のライブを盛り上げました！ 
 

   
       ハンドベル部門             ゴスペル部門は装飾も担当しました  

・ゴスペル 
・三線 
・ハンドベル

・バンド 
 
の4部門に分

かれて最終

日の「八洲ラ

イブ」に向け

て練習を重

ねました！ 

生徒さんの感想☆     
～ゴスペル～                           
最初はどうなるかと思ったけど最後は涙している人もいて、大成功だった！やって良かった。       

   
～ハンドベル～ 

最初ばらばらだったけど皆でどんどんまとまってって楽しかった。 
練習のときはミスが多くて悔しかったけど本番は最高でした。先生ありがとう 

 
～三線～ 

上手く出来なくて泣いちゃった時もあったけど、最後は全部やりきってよかった。イイ思い出になりました。 
 
～バンド～ 

初日からチームワークが悪くて体力的に限界だったケド、みんなと話して団結して今日の LIVE を無事に 
成功してよかった。 

 

   

☆練習風景☆                 

        



○ 初日の入校式では、「もとぶ八重桜花団」の方々が来校し、特に内地の生徒さんはエイサーの迫力に驚き、 
感動していました。また 15 日にはアニメ「NARUTO」「牙」などの歌を歌っているハーツグロウ・アフロマニア

が所属している【あじさい音楽村】のチーフマネージャーの崎浜さんが来校され、「あじさい音楽村」の現場の話

をしていただき、人の人とのつながりの大切さを伝えてくれました。 
 
○ また 16 日には音楽の無料ダウンロードサイト「mf247」の仕事をされている吉田さんが来校され、インディ

ーズバンドのプロモーション的なサイトの「mf247」を紹介していただきました。バンド活動をしている生徒さん

にとっては刺激になったようです… 

   

  
○ 19 日の【八洲ライブ 2006】にはスペシャルゲストとして「あじさい音楽村」所属で沖縄県内 TV 番組で放送

されている「うまんちゅひろば」の主題歌を歌っている「ARURA(アルア)」と現役高校生バンド「MIXBOX」

の 2 バンドが特別ライブを開いてくれ、盛り上げてくれました！！ 
 

☆～生徒さんの感想～☆ 
・エイサーは、太鼓の音がすごい響いてよかった。また人とのつながりの大切さがわかった。 
・いろんな人にあって話したり遊んでたりしてすごく大切なものを貰った気がする。めちゃくちゃ楽しかった。 
・崎浜さんの「真剣に生きれば夢は叶う」という言葉がとても印象的だった 
・初めて顔をあわせた同士なのに、こんなに皆と仲良くなれるとは思わなかった。きてよかったー！ 
・友達たくさん出来た。学校や先生がこんなにいいものなんて思わなかった。ありがとうとしかいえません。 
・ とにかく最高♪ぜったい忘れない高校生活だったよ。 
 

参加された皆さん、本当におつかれさまでした！

 
 



特活を終えて～担当の先生からひとこと！★☆ 
 

ハンドベルチームは２曲発表する予定でしたが、皆が本当に真剣に頑張っている!!＆覚えがかなり早い!! 
ということで、元岡先生と打ち合わせをしてもう１曲追加する事にしました!! 
発表会の時、多少ハプニングも発生しましたが、皆一致団結して素晴らしい音を奏でることが出来ました 
（T-T）皆の頑張りには、同じく担当の元岡先生も自分も感動しました（泣） 

また、チームワークの大切さをサッカー以外で初めて知ったような気がします（笑） 
発表会は、・・・・・・感動でした(T_T)今回のスクーリングは、生徒さんも職員も 
本当に本当に本当に皆で精一杯頑張ったスクーリングだったと思います(^_^) 
色々問題あったし(+_+)かなりきつかったし(@_@;) 
だけど振り返ってみると、その分得たものも大きかった 10 日間だったと思います(^O^) 
今回の経験を一社会人としてしっかり活かしていけたら良いな o(^-^)o  国語科：玉城健一 
 

 

 
みんな初めてとは思えないほど、上手に三線を弾いていました。この音楽スクー             

リングで三線を選び、練習してきたので、「失敗しませんように」と考えるの 
ではなく、「みんながそれぞれ楽しめればいいな♪」と思いました。曲のテンポが 
ちょっと速かったり、みんなとテンポをあわせられないこともあったと思いますが、 
これからも自分のペースで三線を楽しんでもらえたらいいなぁと思います。 
                        商業科：島袋友美 

  

                                            

 
 
八洲ライブ、とても感動してしまいました・・・（T－T） 
みんな、９泊という短い時間の中で、たくさん練習して素晴らしいライブを披露してくれました。 

         わたしの担当していたゴスペル＆スタッフ部門は「we are the world」という難しい曲に挑戦し、 
         いくつかの難題を乗り越えて会場全体を感動で包んでいました 
         キツイ時もあったけど、終わりよければすべてよし!!!! 
         とても良い経験をさせてもらいました。少しは私も成長できたかな（＾－＾;） 

地歴・公民科：與那嶺 優香 
 

 
  
 
いや～！！ホンとにお疲れ様でした。今回のスクーリング、９泊＆特活＆消灯１２時で久々に 
三十路の身体に堪える日々だったのですが（泣）やりきってみると得るものも大きく、感動も大き 
かったです。公立にいた頃は特活や行事、総合的な学習の時間など惰性で流されるままに、時間を 
乗り切る事を考えてた気がします。八洲では時間が少ないのもあるでしょうし、生徒さんのパワーに 
負けないようにこっちも全力でいかないと！とか、一生懸命な姿が見えるので良いものを創りたい！ 
と思うようになりました。まあ・・・バンド担当ってなかまささんに聞いていましたが・・・ 
まさか・・・２６名中、ボーカル希望が 12 名の時はさすがにビビりましたが（汗）ライブが終わってみる  
となかなか良いものが出来たのではないかな？と思います。卒業確定組になった皆さん！ 
卒業式待ってるよ～！！ 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

！！SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）始まっています！！ 
ミクシィや GREE と同じく、八洲学園のインターネット上のコミュニティが稼動しています！気になった方は 

是非是非メールでご連絡くださいね♪スクーリングに参加していた生徒さんでコミュニティが出来ていたり、 
教職員の意外な一面が見れたり…とにかく盛りだくさん！ピンと来た方は  

saitoh@okinawa.yashima.ac.jp までメール下さい！☆ 

 

mailto:saitoh@okinawa.yashima.ac.jp
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平成１８年度後期卒業証書授与式について 
総務部 早川 知里

平成１８年度後期卒業証書授与式のお知らせ 
２月スクーリング最終日（平成１９年２月２５日）に、本校において平成１８年度後期卒業証書授与式を

挙行いたします。すでに２月卒業が確定している生徒さんへは、１月４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、２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２月スクー

リングに申し込んでください（申込〆切は１月１２日（金）の消印有効、１月１５日（月）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年度後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！  
 
 

施設利用料の活用について 
                              学校長 和田 公人

今年度から導入いたしました施設利用料（年額2万円）は次のように活用させていただいております。 

 

○ 支出（発注）済み 

 食堂音響機器購入      191,298円 

 校門校名を新校名へ変更 182,700円 

 教室棟通路照明設置    140,000円 

 

○ 今年度中支出予定 

 プロジェクター      100万～200万 

 

○ 検討中 

 パソコン、ビデオカメラなど      

以上 ご報告させていただきます。                      
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平成１８年度１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 

●１月通学スクーリングの実施について（１月１０日 水曜日） 
  
毎月、1日間だけ『通学スクーリング』を

実施しています。この通学スクーリングは、

事前の予約は必要ありません。 
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。１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）を持った教職員が待っています。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、1月に心機一転！ぜひ参加してください！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●沖縄保護者懇談会について 

  1 年次(α) 2 年次(β) 3 年次(γ) 
●1 時間目 

（10：00～11：30） 体育α 

英語Ⅱ 

体育β 

オーラル 

体育γ 

●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 現代文 化学 

●3 時間目 

（14：10～15：40） 国総 生物 家庭 

【沖縄担任】三井 智絵（みつい ちえ） 
※通学スクーリングに参加されたことはあります

か？？一度来た人は分かると思いますが、とってもゆっ

たり、沖縄らしい雰囲気のスクーリングです♪視聴報告

の代わりになりますよっ！！               
担任 PHS：070-5578-4199 
メールアドレス：mitsui@okinawa.yashima.ac.jp 
クラスブログ：http://blog.goo.ne.jp/yashimaokinawa/ 

 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】 

【沖縄担任】早川 知里（はやかわ ちさと）
※2月卒業予定の方→最後の通学スクーリングで

す！奮ってご参加ください(^o^)丿また、2月S申込

書を必ず提出してください！！〆切は1月12日（消

印有効）です！(>_<) 

担任 PHS：070-5580-1071 
メールアドレス：hayakawa@okinawa.yashima.ac.jp
クラスブログ：http:/blog.goo.ne.jp/chayakawa5141/ 
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実際に使用する教材やスクーリング中の生徒の様子のビデオを持参し、納得いくまで説明させていただきます。 

ご都合が宜しければ是非ご出席下さい(^_^)保護者懇談会も同時に開催いたします（詳しい案内は次号の「ゆんたく」で！） 

平成 19 年度前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） 

要予約。お電話または FAX、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 

3/24（土） 1/20（土） 1/6（土） 3/4（日） 3/3（土） 2/18（日） 3/18（日） 3/17（土）
 2/24（土） 1/14（日）    3/24（土） 3/25（日）
 3/10（土） 2/3（土）    3/31（土） 4/1（日）

3/31（土） 2/18（日） 4/7（土） 
 

 3/17（土） 
   

4/15（日） 
 

  3/25（日）   

切り取り線 

 

 

 

 

 

 

 

 

八洲学園大学国際高等学校 説明会申込書（FAX 045-324-6961） 

 ※ 異なる日程で参加者が

数名居る場合はこの用紙を

コピーしてお使い下さい！

参加者名（入学検討者・代表者）                       

参加人数                  名 

当日連絡のつく電話番号（携帯） （     ）     -      

参加希望会場（○で囲んでください）【 札幌・新宿・横浜・名古屋・梅田・福岡・那覇・本部町 】 

参加希望日（該当する日時を書き込んで下さい）平成１９年（  ）月（  ）日（  ）    □10 時 □13 時  

ご質問・通信欄                                               

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 

 



灯台 ～つれづれなるままに～ 
                           沖縄クラス担任：三井智絵 
私がはじめて沖縄を訪れたのは、2001 年 2 月でした。

以前勤めていた会社の慰安旅行で、社長や先輩方と一緒

に 2 泊 3 日で滞在しました。その時はまだ美ら海水族館

ができておらず、首里城や国際通り、また日本一早い桜

が咲くという八重岳に行き、本土にある桜よりも一段と

濃いピンク色をした、可愛らしいカンヒザクラを今でも

鮮明に覚えています。また 2 泊のうちの 1 泊は「本部リ

ゾート」という八洲からすぐ近くのホテルに宿泊しまし

た。おそらくその縁で（！？）今私はここ八洲にいるのだと思います。（そう思うと前の会社

にも感謝感謝！ですね～） 
八洲に来て、今年の 10 月で 3 年目に入りました。今までの何倍も時がたつのが早い気がし

ます。それはやはり、小さな頃からずっと目指してきた「教職」に就かせて頂いている充実

感からきているのだと思います。八洲には人それぞれいろんな過去を持ち合わせた生徒さん

がたくさん在籍しています。その分、人の痛みを理解することができるし、素直で人に対し

て優しくなれるのだろうなぁと毎回スクーリングで皆さんに会うたびに感じています。 
沖縄での採用が決まってからというもの、沖縄に関する書物をたくさん読んだり、インタ

ーネットで調べたりしました。その中で特に心に響いたのは、「沖縄は戦争で最も苦しんだ土

地であるがゆえに、最も幸せにならなければならない土地である。」という文章でした。 
「本土の捨石」とまで言われた沖縄…。「そう考えると、今の私がいるのは沖縄の人々のおか

げである。それならば今度は私自身が沖縄の人達の役に立てることをしたい。その為に私は

不思議にも沖縄に行くことになったんだ。」……素直にそう感じました。そして、またまた不

思議なことに、今年の 4 月からはクラスが地域別になり、沖縄クラスの担任をさせていただ

くことになりました。沖縄との「縁」は、なんだかとっても深い気がします。 
「沖縄」にある学校に「全国」から集まってくる生徒さん。だからこそ、大切なことがあ

るのだと感じるのは私だけでしょうか。これからもそれを求め続けていきたいと思います。

…とはいっても、本土の生徒さんも沖縄の生徒さんと同じように大切に思っていますので御

安心を！！スクーリングでたくさんお話しましょうね☆ 
 さて、今年最後を締めくくる 12 月スクーリングが 20 日に無事終

了しました。私は「ゴスペル部門」担当で、與那嶺先生・岸野先生・

事務課の松本さんとともに約50名の生徒さんと毎日歌の練習を行い

ました。曲目は「we are the world」「もろびとこぞりて」の 2 曲。

最初の曲は、すべて英語の歌詞なのでかなり難関でした…。しかし、

最終的には「八洲ライブ 2006」でオオトリ役を務め、大盛況＆大感

激＆大感涙で終わることができました！ 
ゴスペルの皆さん！！お疲れ様でした☆ 
そして、本当にありがとう～～！！ 



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

1/11 院制～中世へのあゆみ 1/19 電子が移動する変化 1/21 情報検索の達人になろう

1/18 鎌倉幕府～武士政権の成立と展開

1/25 鎌倉時代の荘園～拡大する地頭の支配

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/10 不等式の応用 1/14 化学反応式 1/13 子どもの生活と遊び

1/17 2次方程式とその解き方 1/21 化学変化の量的関係 1/20 家庭で育つ、社会で育つ

1/24 2次方程式の解の公式 1/28 物質の三態 1/27 子どもの人権

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/14 太陽系のなかまたち 1/13 生殖 1/12 アフリカの自然と農業

1/21 もうひとつの太陽系をさがせ 1/20 植物の生殖 1/19 シベリアと極東～タイガとツンドラの民

1/28 野外観察に出かけよう 1/27 動物の生殖 1/26 自動車産業～グローバルな再編

放送日 タ　イ　ト　ル

1/11 Lesson3-2My Favorite Things 2

1/18 Lesson3-3My Favorite Things 3 

1/25 Lesson4-1The GenbakuDome

※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

1/6 現代文　評論　言葉の風景（2） 1/11 短歌と俳句「犬」（2） 1/11 Lesson4 I'll Be Right Here(10)

1/6 現代文　評論　言葉の風景（3） 1/11 短歌と俳句「猫」 1/11 Listen　and Speak! 3

1/6 現代文　評論　言葉の風景（4） 1/18 短歌と俳句「蝶」（1） 1/11 How Do You Say It? 2
1/13 現代文　評論　しゃぼん玉は丸い（1） 1/18 短歌と俳句「蝶」（2） 1/18 Lesson5 Bear's Pie(1)

1/13 現代文　評論　しゃぼん玉は丸い（2） 1/25 短歌と俳句「走る・歩く」(1) 1/18 Lesson5 Bear's Pie(2)

1/13 現代文　評論　しゃぼん玉は丸い（3） 1/25 短歌と俳句「走る・歩く」(2) 1/18 Lesson5 Bear's Pie(3)

1/19 現代文　評論　しゃぼん玉は丸い（4） 2/1 短歌と俳句「飲む・食う」(1) 1/25 Lesson5 Bear's Pie(4)

1/19 表現　通知と手紙（1） 2/1 短歌と俳句「飲む・食う」(1) 1/25 Lesson5 Bear's Pie(5)

1/19 表現　通知と手紙（2） 1/25 Lesson5 Bear's Pie(6)

1/27 古文　徒然草　(1) 2/1 Listen　and Speak! 4

1/27 古文　徒然草　(2) 2/1 文法のまとめ　2

1/27 古文　徒然草　(3) 2/1 Cluture Box 2

■    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

1/10・12 心身の相関とストレス 1/7 枕草子　うつくしきもの（1） 1/7 Lesson3 TOO GOOD TO BE TRUE (1)

1/10・12 ストレスへの対処（1） 1/7 枕草子　うつくしきもの（2） 1/14 Lesson3 TOO GOOD TO BE TRUE (2)

1/17・19 ストレスへの対処（2） 1/14 枕草子　鳥は（1） 1/21 Lesson3 TOO GOOD TO BE TRUE (3)

1/17・19 自己実現 1/14 枕草子　鳥は（2） 1/28 Lesson3 TOO GOOD TO BE TRUE (4)

1/24・26 交通事故の現状と要因 1/21 枕草子　中納言参り給ひて 2/4 Plus Fours (2)

1/24・26 運転者の資質と責任(1) 1/21 論語　不仕無義

1/31・2/2 運転者の資質と責任(2) 1/28 孟子　仁人心也

1/31・2/2 安全な交通社会つくり 1/28 老子　柔弱

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/



                                                               
1 月 元旦 16 火  

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木 1 月スクーリング残りの RH 締切 

2 月スクーリング申込書発送 
19 金 2 月スクーリング詳細発送 

5 金 1 月スクーリング参加費振込期限 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月 成人の日 23 火  
9 火  24 水 2 月スクーリング残りの RH 締切 

10 水 
スクーリング参加費振込確認書必着

通学スクーリング 
25 木 2 月スクーリング参加費振込期限 

11 木  26 金  

12 金 2 月スクーリング申込締切（消印） 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 2 月スクーリング参加費振込確認書必着 

15 月 
2 月スクーリング申込締切（必着） 

1 月スクーリング（～22 日） 
30 火 3 月スクーリング申込書発送 

   31 水 成績発送（申込者のみ） 

☆ 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 

あけましておめでとうございます！
皆さんは年末・年始、どのように過ご
されたでしょうか…？お正月もひと段
落、1 月スクーリングに参加予定の方
は、もうすぐスクーリング…そして 2
月はいよいよ後期卒業式！月日のたつ
のは早いですね、今年もよろしくお願
いいたします。 
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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