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平成１９年５月３１日 
八洲学園大学国際高等学校 
教務部  玉城  健一 

 
５月スクーリング実施しました！！ 

 

 
皆さんこんにちは！八洲学園大学国際高等学校のある沖縄県は梅雨入りしました。また、本年度最初のスクー

リングもスタートしています。何事もスタートが肝心ですのでスクーリング参加時期を計画して担任・副担任と

しっかりコンタクトを取りましょう！ 
 

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！ 

 

                        
スクーリングダイジェスト[p.2] 

クラス担任紹介＆アピール[p.3] 

クラス副担任紹介＆アピール[p.4] 

通学スクーリング[p.5] 

学習のながれ[p.6] 

沖縄の気候について[p.7] 

受験について[p.8] 

灯台[p.9] 

NHK 高校講座深夜ライブラリー [p.10・11] 

行事予定[p.12] 

 
 
 
 
 
 
 

一部生徒さんのご要望により、ＨＰでの情報公開時には、 

表紙写真を割愛しております。 
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５月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 

                           教務部 横田 裕美 
  
 
 
★今年度、最初のスクーリング!!ドキドキ・わくわく参加された生徒さん。そして、みんなの手で学校を作

り上げようと始まった、今回のスクーリング!!５年後の未来へ向かって植えた桜の木♪みんなの心を支えてく

れる手作りのベンチ☆今後のスクーリングに参加される皆さん、どうぞお楽しみに!! 

♪海洋博記念公園♪  

 海洋博記念公園の中には、色々な施設

があるんだね！！今回は、都市緑化植物

園に行ってきました。手作りの学校を目指

して、たくさんの事を教えてもらった

よ！！ 

 
 

緑の芸術だね♪みんなで植えた木が大き

くなったら、みんなの手でトピアリーを作ろ

う！世界にたった一つしかないトピアリーを 
       みんなの手で(^^♪ 
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新たな出会いと、手作りの学校づくりにばんざ～いっ♪ 
５年後、１０年後の桜の成長と、皆さんの未来に幸あれ(*^。^*) 



クラス担任紹介＆アピール 
文部科学省認可通信教育 

ここでは皆さんの担任を紹介します。科目の登録、学習、スクーリングや進路など、あらゆる相談は 
担任・副担任がお伺いします。自分の担任を知り、しっかりとコンタクトを取りましょう（＾０＾） 

 
 

健康オタクのナカトモです！朝はお腹が空いて目が覚めて、12 時になるとお

腹が空いて力が入らなくなり、夜は満腹じゃないと眠れない。しかし、間食は

ほとんどせず、定期的に運動を欠かさない、そして、1 日 6 時間以上は快眠し

ないと･･･と、こんな感じの人間です。好奇心旺盛でどこにでも出没します！

八洲学園をこよなく愛し、学びたいあなたを全力でサポートさせていただきま

す。分からないことは恥ずかしいことじゃない。分からないことを質問する勇

気を持って、一緒に前に進んでいきましょう！皆さんからのご連絡、心よりお

待ちしています！ちなみに、運動は大好きですが得意ではありません・・。 
体育会系と思って近づきがたい方も、思い切って連絡ください。 

PHS 番号：070-5587-2695  
メール： nakamura@okinawa.yashima.ac.jp 
ブログ： http://blog.goo.ne.jp/nakatomo1129 

 
 
 
 
 
 
 

東日本クラス担任  
 
 
 

 
こんにちは！沖縄に次いで、あっつい西日本！の担任です。普段は横浜にお

りますが、スクーリング時は沖縄に行くこともあります♪何かありましたら、

いつでもお気軽にご連絡下さい！メールでも、電話でもお待ちしております♪

因みに西日本は現在 208 名の生徒さんがいます。アンケートによると…バイ

トに一生懸命な方、マイペースに勉強している方、看護師や大学進学を目指し

ている方、勿論まだまだ模索中の方など本当に様々。是非沖縄で知り合って 
八洲人の輪を広げてみて下さいね（^^）☆ 

PHS 番号：070-5569-9476 
メール： saitoh@okinawa.yashima.ac.jp 
ブログ： http://blog.goo.ne.jp/ayakosaito_2006/ 

 
 
 
 
 
 
 

西日本クラス担任  
 
 

皆さん、こんにちは！！！今年度から沖縄クラスが一つになりました。 
総勢２００名以上となりますが、副担任の先生も強力ですので、御安心を！ 
イーラーニング受講者は、ぜひ一度クラスガイダンスを見てください☆担任＆

副担任３人トリオの面白い？映像が見れるはずです☆また、クラスブログも頑

張って更新しています！進路の内容も含んでいますので、見逃さないように！

また、スクーリングにいつ参加するか迷っている方は担任まで相談してくださ

い。新入生は、できれば前期中にまず１回来てみるのがベストですね☆最初は

１日からでも OK ですよ～！！ 
PHS 番号：070-5578-4199 
メール： mitsui@okinawa.yashima.ac.jp 
ブログ： http://blog.goo.ne.jp/yashimaokinawa/ 

 
 
 
 
 
 
 

沖縄クラス担任  
 
 

※東日本・・・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京都・神奈川・新潟・山梨・ 

長野・岐阜・静岡・富山・石川・福井県 

※西日本・・・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・ 

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島県 
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クラス副担任＆アピール 
文部科学省認可通信教育 

クラス担任に続き、ここでは皆さんの副担任を紹介します。 
 

 
みなさん、こんにちは。今年の 4 月まで沖縄勤務で理科や情報の授業をし

ていました、西日本クラス副担任の金居（かねすえ）です。現在は、横浜分室

で勤務しています。まだ、横浜での生活が 1 ヶ月ほど過ぎただけですが、す

でに沖縄が恋しくなっています（^_^） 
沖縄では、青い空・青い海・きれいな夕日などが、皆さんを迎えてくれるは

ずです。みなさんも、ぜひスクーリングで沖縄の良さを感じてください。 
では、卒業目指して頑張ってくださいね(^_^) 

PHS 番号：070-5587-2984 
メール： kanesue@okinawa.yashima.ac.jp 

 
 

西日本クラス副担任 

 
 
 
 
 
 

みなさん、こんにちは！東日本クラス副担任の佐藤大介（サトダイ）です。

普段は横浜分室で、主に、この学校の事をいろんな人にお伝えして、知ってい

ただく「広報」という仕事（たとえば、ホームページの内容を考えたり、学校

の説明会を開催したりなどなど）をしています。スクーリング中はカメラ片手

にうろちょろしていることが多いかも知れませんが、怪しいものではないので

（笑）、気軽に声をかけて下さい。もちろん、困ったことや相談などあれば、

いつでも PHS、メールまで連絡いただけるとうれしいです。よろしくお願い

します！！！ 
PHS 番号：070-5580-1071 
メール： dsato@okinawa.yashima.ac.jp 

 
 
 
 
 
 
 

東日本クラス副担任  
 
 

こんにちは、沖縄クラス副担任・書道・国語担当の玉城健一です。 
 
八洲の好きなところを１つ⇒生徒さんと教員の壁が無い!! 

 
スクーリング・リポート・視聴報告など、わからないことがある時は電話でも

メールでも良いので、気軽に連絡してください（＾◇＾）近況報告の電話でも

良いですよ♪担任の三井先生ともう１人の副担任の島袋先生と協力して、全力

で皆さんをサポートしていきたいと思いますので、宜しくお願いします！ 
メール： ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp 

 
 
 
 
 
 

沖縄クラス副担任  
 

はいたーい(○´д｀)ﾉﾞ皆さんお元気ですか？今年度より沖縄クラスの副

担任をさせていただくことになりました、島袋友美と申します。私と言えばう

ちなーんちゅ！純うちなーんちゅです*:.｡☆..｡.(´◇`人).お世辞でも上手とは言

えませんが、三線を弾くことが大好きで、暇さえあれば三線を弾いています。

三線は私の癒しアイテムですヽ(´･ω･｀)ノまた、学校の癒し犬＆アイドル犬

「サチコ＆ユッコ」のお母さんとして、2 匹の成長を見守っています。こんな

私ですが、全力で皆さんをサポートしていきますので、どうぞよろしくお願い

します(ﾉ＾ω＾)ﾉﾟ.+:｡ 
メール： shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp 

 
 

沖縄クラス副担任 

 
 
 
 
 
 

 
 

４ 



文部科学省認可通信教育 

通学スクーリング   
                                       教務部 與那嶺優香 
６月の通学スクーリングは 
    1 年次(α) 2 年次(β) 3 年次(γ) 

ホームルーム 

（9：50～） 
イルカ教室に集合 

1 時間目 
（10：00～11：30）

合同体育 

昼休み 

（11：30～12：30）
コンビ二まで学校バスで 

送迎致します。 

2 時間目 
（12：30～14：00）

英語Ⅰ 現代文 化学Ⅰ 

3 時間目 
（14：10～15：40）

理科総合Ａ 生物Ⅰ 地理Ｂ 

 
 
         に実施いたします。 
     
通学スクーリングに出席した時間数は

視聴報告書の提出分としてカウントさ

れ、試験は集中スクーリング期間中に行

います。また、授業だけでなく学習会も

行っていますので、自宅でリポート・視

聴報告書を作成するのが苦手な方はお気

軽にご参加ください♪ﾞ 
当日は、『 名護市民会館 』から学校まで送迎を行います。学校バスに乗車 

希望の方は、前日までに必ず学校へ電話をしてください（☎0120-917-840）。
名護市民会館には AM 9：15 までに集合してください。時間厳守ですので、

遅れないように気をつけましょう!!!!（遠方から参加する生徒さんは、「名護

市役所前」のバス停で下車し、名護市民会館まで徒歩 10 分程です。） 
      
 
 
 

６月２０日（水）の通学スクーリング終了後に、 
１５：４５～１６：３０まで三井クラスは【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。 
 
※ 資料を準備いたしますので、出来るだけ前日 

までにご連絡いただくようお願いします。 
 

【名護市民会館周辺地図】 
 
 

 

通学スクーリングは事前の予約は必要ありません！どなたでも自由に参加できます♪ﾞ 
梅雨入りしてじめじめした日々が続いていますが、 
通学スクーリングに参加して先生方や他の生徒さんと 

楽しく学習しませんか（＾○＾）/ 
たくさんの生徒さんの参加をお待ちしています♪ 
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学習のながれ 
文部科学省認可通信教育 

                                        教務部 玉城健一 
ここでは皆さんに学習の流れを紹介します！ 「学習の手帳」と照らし合わせながらみてください(^_^) 

  

リリポポーートト→→pp2200～～2211 ををごご覧覧下下ささいい  

自自分分ででななかかななかか進進めめらられれなないい場場合合はは、、おお気気軽軽にに学学校校ににごご

連連絡絡くくだだささいい。。電電話話、、FFAAXX、、ee--mmaaiill  

手手紙紙、、ななんんででもも結結構構でですす。。 

放放送送

ををごご

ススクク

るるたた

深深めめ

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ペー

「学

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

通信制は、自宅での自学自習が基本です！

大大事事ななここととははすすべべてて手手紙紙でで送送りりまますす。。  
 

学学校校かかららのの通通信信物物ににはは必必ずず目目をを通通ししままししょょうう。。  

ススククーーリリンング→→pp2222～～2233

ををごご覧覧下下ささいい  

学学習習のの理理解解ををよよりり深深めめるるたためめにに行行いいまますす。。沖沖

縄縄でで集集中中ススククーーリリンンググにに参参加加ししまますす。。  

グ視視聴聴→→pp1133～～1199

覧覧下下ささいい  

ーーリリンンググをを年年間間１１週週間間でで済済まませせ

めめにに必必要要でですす。。ままたた学学習習のの理理解解をを

るるたためめにに行行いいまますす。。  

ジは全て 
特特別別活活動動→→pp2244 へへ  

ススククーーリリンンググのの際際にに行行いいまますす。。  

試試験験→→pp2244  へへ  

ススククーーリリンンググのの際際にに行行いいまますす。。  

習の手帳」のページです！ 

「学習の手帳」の該当ページを開いて、確認してみましょう。

学習の手帳には大切なことがたくさん載っていますので、 
「困った時には学習の手帳!!」 

頭に入れておきましょう。また、わからないことは担任・副

担任に聞いてください。連絡待っています。 
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沖縄の気候について 

                               教務部 玉城健一 

文部科学省認可通信教育 

さて、沖縄はスクーリングで来るのが初めて！という皆さんに沖縄の気候をご紹介します。皆さんがスクー

リングに参加する時の参考にしてください。それでは沖縄の１年間の気候をみてみましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 服装 気候の特徴  服装 気候の特徴 

１
月 

セーター 

フリース 
北風が冷たくなる季節。気温はそれほど下がら

なくても、体感温度は低め。沖縄の冬は“思った

よりも寒い”かもしれません。学校からは海が近

く、海風は冷たいので防寒具は必需品です！ ７
月 

強烈に強い日差しが沖縄を照り付

けます。それでも最高気温は本土

ほど上がることはなく、日陰に入れ

ば風が心地よい・・・沖縄の“真夏”

に入ります。10 月まで思い切りマリ

ンスポーツが楽しめます！ただし、

海では日焼け止めは必ず塗りまし

ょう！熱射病予防は万全に！ 

２
月 

セーター 

フリース 

薄手のコート 

1 月と似ています。沖縄人のほとんどが、きっと

「2 月が一番寒いさぁ～」と答えるかも？！ ８
月 

パインやマンゴ、島バナナなど、夏

を代表する果実が実り、夏真っ盛

り。片降り（カタブイ）といってスコー

ルのような雨が多くなります。 

３
月 

長袖シャツ 

フリース 

薄手のコート 

二月風廻り（ニンガチカジマーイ）と呼ばれる低

気圧が発生し、風の強い日が多くなります。春

を迎える準備ですね。沖縄本島周辺離島では

海開きがはじまるところもあります。元気な子ど

も達は 3 月から泳ぎ始めます。 
９
月 

7 月～10 月は台風シーズン。特に

後半にかけては大型化する傾向に

あります。沖縄の台風に傘は役に

立たないので、雨具を用意しておき

ましょう。後半になると日差しは多

少弱くなります。が、まだまだ暑い

日は続きます。 

４
月 

長 袖 シ ャ ツ( 半

袖シャツ) 

セータ ー(前半

のみ) 

初夏です。うりずんと呼ばれ、沖縄ではもっとも

過ごしやすい季節だといわれています。セミも

元気に鳴き始めます。海開きも本格的に始まり

海水も大分温かくなりますが、水着ではまだ少

し寒い 4 月。 

１０
月 

 

半袖シャツ 

半ズボン 

日焼け対策の

長袖シャツ 

 
7、8 月ほどではなくとも十分暑い 10

月。7 月から 11 月はお祭り尽くしの

熱い夜が続きます。海水浴は 10 月

まで可能です！ 

５
月 

半袖シャツ 

半ズボン 
上旬から蒸し暑くなり、GW を過ぎた頃から梅雨

に入ります。お待たせしました！水着で泳げる5

月です。 
１１
月 

半袖シャツ 

長袖シャツ 
比較的涼しく、安定した天気が多い

11 月です。それでも晴れた日の日

中の日差しはあなどれない沖縄の

空です。 

６
月 

半袖シャツ・半

ズボン・日焼け

対策の長袖シャ

ツ 

比較的快晴の多い沖縄の梅雨ですが、後半に

かけては大雨になりやすいといわれます。梅雨

明けは 6/23 慰霊の日前後。日差しがだんだん

強くなるので日射病･熱射病には要注意です！ 

１２
月 

長 袖 シ ャ ツ( 半

袖シャツ) 

セーター 

フリース 

風が少し冷たくなります。沖縄の短

い冬がこの頃から始まります。1 月

同様、学校は海風が強いので、防

寒具は必要です。 
いかがでしたか？スクーリングの荷造りの参考になれば幸いです☆ 

 

 

 

 

沖縄の気候は、他県とは大分違うので体に気をつけてくだ

さい！ 夏場は直射日光が強いので「日焼け止め」、冬場も

海風が直接あたりますので、「防寒具」は必需品です！ 
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受験について 
文部科学省認可通信教育 

                                  進路指導担当 三井智絵 

今年の９月卒業、また来年の３月卒業の生徒さんは、そろそろ進路について本格的に決めていかなけ

ればならない時期ですね。特に進学を考えている方は、自分のとるべき行動を把握するためにも、リポ

ートや視聴報告書など日々の勉強とは別に、今年の９月または来年の３月までの大まかな受

ジュールを立てることをお勧めします。…と言っても、進学はしたいがまだ行きたい学校

が決まっていない、という方もいると思います。まずは、資料の入手が必要ですね。大学・

短大・専門学校いずれにしても、自分が「何を学びたいのか」という目標が決まれば、そ

れぞれの学校の情報を集めることができます。少し大きめの本屋さんに行けば大学、専門

学校受験コーナーがありますので、立ち読みでも構いません！興味のある分野を片っ端から見ていくこ

最近はインターネットでの検索が充実していますので利用するのもいいですね。ま

た、学校の進路室（自習室）には、各大学・短大・専門学校等のパンフレットのほ

かに、進学情報誌もありますから、来校した際にはぜひ利用してください。このよ

うに何らかの方法で自分が気に入った何校かを志望校の候補として選びます。どの

学校もだいたい５月～６月頃に受験生のための「入学案内」や「入試ガイド」「受

験ガイド」などの資料を制作し、配布していますから、詳しいことは直接学校に問

しょう。志望校が多い場合は、進学情報誌などを活用すればまとめて資料を入手す

ることができます。ちなみに「入学案内」には、設置学部・学科・コースに関する情報をはじめ、取得

資格・就職実績・設備や施設の紹介・イベント情報など内容は盛りだくさん。また、大学や短大の「入

試ガイド」「受験ガイド」には、入試概要・前年度の入試結果・入試問題などが掲載されています。 

☆「オープンキャンパス」や「１日体験入学」に参加しよう！

験勉強スケ

とをお勧めします。

い合わせるとよいで

 

けて「オープンキャンパス」

ャンパスはどこになるのか、また最寄り駅からキャンパスまでの距離と

◎ 、知識を修得するために

遠

oo.ne.jp/yashimaokinawa/

学校によって名称や内容は異なりますが、６月～８月にか

「１日体験入学」などが開催されます。取り寄せた資料ではわかりにくい学校の雰囲気

や施設・設備など、直接自分の目で確かめることができるので、ぜひ参加しましょう。

学校紹介ビデオの上映や、入試担当者による学校説明、施設・設備の案内、ミニ講義や

体験学習など多彩なスケジュールが組まれています。また、担当者と受験生の個別相談では

問に答えてくれる上、入試に関する具体的なデータや資料を得るチャンスです。 

※チェックポイント※ 

、様々な質

◎入学後、自分が実際に学ぶキ

所要時間などは、この機会にチェックしておこう。学校周辺の環境も見逃さずに！パンフレットに記

載されている通りかどうかは、実際自分の目で確かめないとわからない。また、周りの環境や雰囲気

も、入学後の学生生活がいかに充実して過ごせるかの重要なポイントに！ 

施設や設備は整っているか、学校見学の際に要チェック。高度な技術や技能

欠かせないのが充実した施設・設備。日々驚異的な速さで技術革新が進展しているだけに、各種設備・

機器を扱う実習授業が多い学科を選択した人にとっては、その充実度が重要なポイントとなる。 

…以上ざっと説明しましたが、まだまだ分からないことも多いと思います。そういう時は

慮なく担任の先生か進路担当の三井まで気軽に聞いてください！また三井クラスのブログは

進路も兼ねています。ぜひ見てくださいね。 

ブログ： http://blog.g  
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このページは、毎月教職員が生徒さんへのメッセージを込めて多様な

視点から書いていくコーナーです。 
今回は玉城健一先生です。どうぞご覧ください！ 

皆さんこんにちは！ 
 ４月より沖縄クラスの副担任をさせていただいている玉城健一です。 
私は沖縄県の本部町で育ち、大学は徳島県で４年間過ごしました。昨年から本部町に 
戻ってきて八洲学園大学国際高等学校で勤務しています。中・高校時代は毎日サッカー 
に明け暮れ、大学時代は書道に没頭していました。 
 教科は書道と国語（国語総合・国語表現Ⅱ・古典）を担当していますが、今回は私の 
書道の授業についての話しです。 
普段の生活の中で筆を使う機会はほとんど無いと思います。自分の字が嫌い、汚い、 

書道は堅苦しい、何を書いているかわからない、様々な理由で筆を持つ事に抵抗がある 
方も多々います。そこで書道の授業では、「筆に慣れる」「苦手意識を改善する」「興味 
を持たせる」という意味で、絵でも字でも自由に好きなものを書く時間を設けています。 
右記の写真は生徒さんがプレゼントしてくれた作品です。似ていますか？(笑) 
「楽しくて真剣に聞きたい授業」、教員（社会人）になって１年が過ぎました。教える 

立場にいる私ですが、実際は生徒さんに教えられる事が多々ある現状です。授業を通し 

て共に成長していけたら良いですね!!「こんな授業して欲しい」「こんな事を習いたい」 

などありましたら、いつでも言ってください!! 

話しをもう１つ、昨年の 11 月 30 日より「Y’ｓSNS」というものを始めました。 

八洲学園大学国際高等学校は通信制の高校ということで、生徒さんとのコミュニケー 

ションは電話やメールがほとんどです。また、スクーリング以外で顔を会わす機会が無 

く、とてもさみしい。そんな時に誘われたのが「Y’ｓSNS」で、自分で日記を書いたり 

生徒さんの日記にコメントを書いたり出来ます。日記の内容は勉強や学校の事だけでなく、 

 
 

 

ほとんどの教員・生徒さんが私生活の出来事を書いています。また、「メッセージ」で個 

人的にやり取りをすることも可能ですし、日記のコメント書きで交流を取ることも可能な 

ので、さみしさも改善されつつあります。「○○さん、元気にしているかな？」「へぇ～、 

○○さんは今日こんな事をしたんだ」、毎夜寝る前に Y’ｓSNS をチェックすることが最近 

の私の楽しみになっています。私と一緒に皆と交流しませんか？登録は無料で、パソコン・ 

携帯からアクセスできます。生徒番号と名前を書いて私までメール(ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp) 

してください。現在 305 名の八洲人が登録して交流しています(平成 19 年 5 月 15 日時点)。 

皆さんと交流出来るのを楽しみにしています!! 

 
９ 

mailto:ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp


文部科学省認可通信教育 

NHK 高校講座深夜ライブラリー（テレビ） 
教務部 島袋友美 

※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。 
 

放送日 タイトル 放送日 タイトル

6月5日 アルミニウムと亜鉛 6月5日 正弦と余弦

6月12日 鉄と銅 6月12日 三角比の利用

6月19日 金属イオンの分離と確認 6月19日 三角比の相互関係（1）

6月26日 無機化学工業 6月26日 三角比の相互関係（2）

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放

6月6日 動物の行動(2) 6月6日 Lesson8-3 Coins of the World3 6月

6月13日 体液 6月13日 Lesson9-1 A True Friend or Not? 1 6月

6月20日 生態防御～体を守るシステム～ 6月20日 Lesson9-1 A True Friend or Not? 2 6月

6月27日 肝臓と腎臓の働き 6月27日 Lesson9-1 A True Friend or Not? 3 6月

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放

6月7日 40億年・生命の誕生と表層環境 6月7日 エネルギーのもとを知ろう 6月

6月14日 生物の進化と上陸 6月21日 エネルギー資源を知ろう 6月

6月21日 恐竜がいた時代 6月

6月28日 人類誕生への道のり 6月

放送日 タイトル 放送日 タイトル

6月8日 アナログとディジタル 6月8日 衣生活と環境問題

6月22日 情報のディジタル化 6月15日 人と住まい

6月22日 くらしと住空間

6月29日 健康で安全な住まい

化学Ⅰ 数学Ⅰ

生物Ⅰ 英語Ⅰ

水曜　深夜2：00～2：30放送

地学Ⅰ 理科総合A

木曜　深夜2：00～2：30放送 木曜　深夜2：30～3：00放送

情報A 家庭総合

月曜　深夜1：30～2：00放送 月曜　深夜2：00～2：30放送

火曜　深夜1：30～2：00放送 火曜　深夜2：00～2：30放送

水曜　深夜1：30～2：00放送

 
 
 
 
 
 

深夜ライブラリーは 2006 年度に放送した「NHK 高校

 

 ＊テレビ放送に関して 
◎学習の手帳(42 ページ～)も合わせて必要番組数を確認しまし

 

＊ラジオ放送に関して 

◎学習の手帳(63 ページ～)も合わせて必要番組数を確認しまし

◎放送終了後、HP からストリーミングで番組を視聴することがで

     

＊スクーリング参加時期が決まっている方は番組数が足りるかどうか

＊放送時間・内容は変更になる場合があります。確定情報は当日

 
 
 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza
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送日 タイトル

6日 自由民権運動～民衆と私擬憲法～

13日 松方財政～農村の変貌と産業の発展～

20日 大日本帝国憲法～初めての選挙と議会～

27日 日清戦争～中国観の変化～

送日 タイトル

7日 南アメリカ～多様な民族と生活文化～

14日 東アフリカ～「民主化」は何をもたらしたのか～

21日 地図から世界の課題を読む

28日 ヨーロッパの民族問題

日本史B

地理B

火曜　深夜2：30～3：00放送

水曜　深夜2：30～3：00放送

講座」の再放送です。 

ょう。 

ょう。 

きます。 

、必ず確認してください。 

の新聞、下記にてご確認ください。 

/ 

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


文部科学省認可通信教育 

NHK 高校講座深夜ライブラリー（ラジオ） 
教務部 島袋友美 

※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。 
 

6/5(火) 6/6(水) 6/8(金) 6/9(土) 6/10(日)
現代文

メディアに軽重は
あるか（2）

現代文
メディアに軽重は

あるか（3）
保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合

大気汚染と Read and Think 1 古体の詩
健康 Words of Wisdom 雑詩 遊子吟 聞き書き（2）

（１）
保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合

水質汚濁と Read and Think 1 古体の詩
健康 Words of Wisdom 売炭翁 聞き書き（3）

（2）
ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合

Lesson7
THIS WAY AND THAT Culture Box 4 聞き書き（4）

（4）
6/12(火) 6/13(水) 6/15(金) 6/16(土) 6/17(日)

現代文
「なあーんだ」
の心理（1）

現代文
「なあーんだ」
の心理（2）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
土壌汚染と Lesson10

健康 Reading the Media 貞門・談林 学問（1）
（1）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
健康被害の Lesson10

防止と環境対策 Reading the Media 焦門 学問（2）
（2）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Lesson8 Lesson10

THE FUTURE IS Reading the Media 人間
YOURS （1） （3）
6/19日(火) 6/20日(水) 6/22(金) 6/23(土) 6/24(日)

現代文
夏の花（1）

現代文
夏の花（2）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
環境衛生活動 Lesson10
のしくみと働き Reading the Media 芭蕉 政治

（4）
保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合

食品衛生活動 Lesson10 おくのほそ道 爆弾のような
のしくみと働き Reading the Media 立石寺 問い（1）

（5）
ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合

Lesson8 Lesson10 爆弾のような
THE FUTURE IS Reading the Media 問い（2）

YOURS （2） （6）
6/26（火） 6/27（水） 6/29（金） 6/30（土） 7/1（日）

現代文
夏の花（3）

現代文
夏の花（4）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
食品と環境の Lesson10 建礼門院右京 爆弾のような

保健（1） Reading the Media 大夫集 問い（3）
（7） 大原まうで（1）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
食品と環境の Lesson10 建礼門院右京 爆弾のような

保健（2） Reading the Media 大夫集 問い（4）
（8） 大原まうで（2）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Lesson8 Lesson10 自己基準と

THE FUTURE IS Reading the Media 他者基準（1）
YOURS （3） （9）

11：20～11：40

深夜0：00～0：20

0：20～0：40

深夜0：00～0：20

0：20～0：40

0：40～1：00

深夜0：00～0：20

0：20～0：40

0：40～1：00

午後11：00～11：20

午後11：00～11：20

深夜0：00～0：20

11：20～11：40

11：20～11：40

0：20～0：40

0：40～1：00

午後11：00～11：20

11：20～11：40

0：40～1：00

午後11：00～11：20

古典
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1 金 ７月 S申込書発送 16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火  

5 火 こどもの日 20 水 通学 S 

6 水 ６月 S（～１３日） 21 木  

7 木  22 金 ７月 S残りの RH 提出〆切 

8 金 ７月 S申込〆切(消印) 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月 ７月 S振込期限 

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水 ７月 S申込〆切(必着) 28 木  

14 木  29 金
ゆんたく発送 
７月 S関係返送書類必着 

15 金 ７月 S詳細発送 30 土  

   

☆ 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。 

☆ 通学スクーリングは自由参加です、申込書を提出する必要はありません、ふるってご参加下さい！！ 

☆ 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。 

 

 
平日９時～１７時 （PHS/携帯/公衆電話からも可） 

 編集後記 
 楽しい「ゆんたく」を目指して作成しています。

「ゆんたく」に「こんな記事を載せて欲しい」等の

要望があれば是非お知らせください。「灯台」とい

う教職員のページがあるように、生徒さんの発言

ページも設けたいと考えています。ご意見・ご感

想メールで送ってください。お待ちしています。 

玉城（ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp） 

〒

☎

F

H

 

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 

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

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

http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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