
 
文部科学省認可通信教育 

 
                                

平成１９年６月２９日 
八洲学園大学国際高等学校 
教 務 部   玉 城 健 一 

 
６月スクーリング実施しました！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆さんこんにちは！６月スクーリングのテーマは「マリンスポーツ満喫」でしたが皆とても楽しんでいました。

スクーリングは毎月皆さんが楽しめるように色々なテーマを設けています。担任・副担任と相談してスクーリン

グにいつ参加するのかを早めに決めて、計画的に学習を進めていきましょう！ 
 

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] 

卒業確定者のメッセージ[p.3] 

単位修得試験に関しての報告[p.3] 

通学スクーリング[p.4] 

学校見学会開催のお知らせ[p.5] 

学校紹介ﾎﾟｽﾀｰ掲示・ご協力ください[p.5]
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進路ガイダンスを開催します。[p.6] 

サチコ＆ユッコ募金について[p.6] 

Y's SNS の紹介コーナー[p.7] 

灯台[p.8] 

視聴報告書作成の手引き[p.9] 

ＮＨＫ高校講座深夜ライブラリー [p.10・11]

行事予定[p.12] 



６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 

  
 

 
 
 

 
                  

 

 海で過ごした思

い出は、一生の宝

物(^_^)☆☆ 

 泳ぐだけが海じゃない♪こんなことだ

って出来るんだよ！！海の楽しみが

増えたね(^_-)-☆ 

 

えっ、なまこ!?
魚もいるぜ !!
沖縄の海って

すごいな☆☆

ここのご飯、おいしいぜ♪ 
食が進む進む(^_^)v 
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青い空・青い海・浜辺の思い出・・・☆☆ 

 



卒業確定者のメッセージ   
文部科学省認可通信教育 

                                       教務部 與那嶺優香 

5 月スクーリングでは 5名、6月スクーリングでは 8名の生徒さんが卒業確定 

されました。ヤシマでの思い出や卒業後の抱負など、それぞれの思いが桜の花 

に込められています。卒業が確定したみなさん、本当におめでとうございます！ 

在校生のみなさんも、いつの日か桜の花を咲かせましょう（*´▽`*）ﾉ 

 

 

単位修得試験に関しての報告 
                                      教務部 玉城健一 

今年度より試験の無くなった科目を報告します。 
 
・家庭総合 

芸術科目(書道Ⅰ・美術Ⅰ)と同じように、リポート、授業中に作製した作品、授業態度で評価

します。 
 
・体育α・体育β・体育γ 

リポート、服装(靴も含む)、関心･態度で総合的に評価します。 
服装に関しては、スクーリング詳細文書でお知らせ致します。(時期によって内容が異なるため)
また、関心・態度については、自らの能力に挑戦しているかを評価基準とします。年齢及び生

理的・情緒的問題を考慮し、総合的に判断します。 
 

不明点は担任・副担任に確認するようにお願いします。 
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通学スクーリング   
文部科学省認可通信教育 

                                       教務部 與那嶺優香 

７月の通学スクーリングは          時間 1年次（α） 2 年次（β） 3 年次（γ）

1 限 8:30～9:15 

2 限 9:15～10:00
理総 A 英語Ⅱ 化学Ⅰ

3 限 10:10～10:55 数学Ⅰ 

4 限 10:55～11:40

学習会 

（リポート作成）   
OCⅠ 

昼食 11:50～12:20   

5 限 12:30～13:15

6 限 13:15～14:00
英語Ⅱ 地学Ⅰ

7 限 14:10～14:55

8 限 14:55～15:40

学習会 

（リポート作成）
情報 A 地学Ⅰ

9 限 16:00～16:45 

10 限 16:45～17:30 
英語Ⅰ 

学習会 

（リポート作成） 
OCⅠ 

夕食 17:30～18:10   

11 限 19:10～19:55 

12 限 19:55～20:40 

学習会 

（リポート作成） 
古典 

 

 

 に実施いたします。 

今年度から9泊10日の集中スクーリ

ング前半の 2 泊 3 日に視聴報告のある

科目が設置され、2 日目に通学スクー

リングを実施いたします。 

通学スクーリングで出席した時間数

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♪゛ 

 
  
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

の方は必ず前日までに学校に連絡してください（☎0120-917-840）。 

名護市民会館には AM9：15 までに集合です。時間厳守でお願いします!!!!（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。）       

 

 
 
  
 
 
  

【校務】具志堅 慎一 
皆さんこんにちは、バス運転手の「具志堅」です。 
いろいろ大変かも知れませんが仕事・勉強・プライベートに小さな事

や出来る事からコツコツと目標に向かって頑張って！ 

【理科】島袋 正良 
通学スクーリングは通常のスクーリングと違い、野外での観察、実験や実習

を中心とした内容になっています。生活の場を科学の目で見るというテーマ

で、地学Ⅰでは、学校周辺の地層や岩石の観察、海洋博記念公園でのプラネ

タリウムの見学などをします。生物Ⅰでは、海洋博記念公園で植物の観察な

どをします。気軽に参加しよう。 
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【注意】 

※バスに乗車する生徒さんは高速バス時刻の都合により、３～８限まで

しか出席できません。 

※昼食はなるべく持参するようにお願いいたします。 



記 

平成19年度前期Ｓ Ｓのテーマ Ｓ参加人数 「学校見学会」の開催日（10 時／13 時）

５月集中Ｓ(7 泊) ｢緑を増やそう｣ 少人数制（約 40 名） 平成１９年５月２６日(土) 開催済み

６月集中Ｓ(7 泊) ｢マリンスポーツ｣ 制限なし 平成１９年６月１０日（日）開催済み 

７月集中Ｓ(9 泊) ｢ヤシマンピック 2007 夏｣ 制限なし 平成１９年７月 ８日（日） 

８月集中Ｓ(7 泊) ｢芸術｣ 制限なし 平成１９年８月 ６日（月） 

９月集中Ｓ(9 泊) ｢卒業式の中で歌う｣ 制限なし 平成１９年９月 ２日（日） 

※ 集中Ｓ（スクーリング）にはテーマがあります。また少人数制の集中Ｓも年間２回開催しています。 
※ 集中Ｓは年間を通して何回も実施しているので、生徒自身の都合や学習の進度状況、あるいは関心のある

テーマ等にあわせて参加する時期を選択できます。 
 
学校見学会の場所： 八洲学園大学国際高等学校（〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/（学校へのアクセスはＨＰをご覧下さい） 

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   

前期途中転編入の出願期間： 

前期途中の出願期間（8・9月生） 転編入学日

7/1(日)～7/31(火)【消印有効】 8/1(水) 

8/1(水)～8/31(金)【消印有効】 9/1(土) 

 
10 月生の出願期間： 平成 19 年 9 月 1 日(土)～10 月 20 日

 （１日２回開催・約９０分）

平成 19 年度前期「学校見学会」開催のお知らせ 

                                     総務部 知念敦子

文部科学省認可通信教育 

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。 

ご兄弟やご親戚、ご友人など皆さんの周りで八洲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ご参加いた

だきますようご案内申し上げます。詳しくは下記をご覧下さい。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校紹介ポスター掲示・ご協力

                    

集中スクーリングの感動が伝わってくる素敵なポスタ

などに掲示をお願いしています。1 枚でも掲示にご協

絡下さい。大きさは約 タテ５９ｃｍ、ヨコ４２セン
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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。 
(土)【消印有効】 
以 上 

ください 

                 総務部 知念敦子

ーが出来上がりました。中学校や公共施設、塾

力いただける方は、ぜひ担任・副担任までご連

チです。ご協力お待ちしております。 

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


進路ガイダンスを開催します。 
文部科学省認可通信教育 

進路指導部 三井智絵 

 

８月２０日（月） 

八洲学園大学国際高校にて進路ガイダンスを行います。 

詳細は後日、沖縄クラスはクラス通信でお知らせいたします。西日本、東日本クラスで興味がある方がいま

したら、三井までお問い合わせください。進学、就職に関連する話はもちろんですが、自己診断テストや模擬

試験の案内など行う予定です。 
 
 

サチコ＆ユッコ募金について 
教務部 島袋友美 

八洲学園大学国際高等学校では、癒し犬・サチコとアイドル犬・ユッコに「いつまでも丈夫で長生きして元

気に笑ってほしい」という皆様の願いを叶えるために「サチコ＆ユッコ募金」を行っています。 
 この皆様からいただいた募金は、サチコ＆ユッコのエサやおやつ、狂犬病やフィラリア症の予防接種、ノミ、

ダニ予防の首輪代やシャンプー代などに使用させていただいております。そしてそのお陰でサチコ＆ユッコは

元気に楽しい毎日を過ごしています。本当にありがとうございました。今回は２００７年５月現在までの使用

報告をさせていただきます。 
日付 項目 金額 
２００７年４月１７日 エサ代 ￥９９９ 
２００７年５月８日 エサ代 ￥１,０８０ 

２００７年 5 月現在で、余剰金が２９,５５６円ございました。６月スクーリングでは、５,１３７円という

善意の募金が集まり、合計金額は３４,６９３円になりました。本当にありがとうございました。今後とも定

期的にサチコ＆ユッコ募金の使い道をご報告させていただこうと思いますので何卒よろしくお願いいたしま

す。 
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Y’s SNS 紹介コーナー 
文部科学省認可通信教育 

                                        教務部  玉城健一 

今、八洲学園大学国際高校で話題になっている「Ｙ’s ＳＮＳ」！！ 
ここでは、ＳＮＳを詳しく紹介していきたいと思います！スクーリングで出逢った仲間が今どうしているのかな

(？_？)八洲の先生って日頃どんな生活をしているのかな(？_？)八洲の仲間ってどんな人がいるのだろう(？_？) 

生徒さん同士、生徒さんと教員、通信制なので連絡がとりにくい･･････、さみしい(T_T) 

そんな時に SNS!!!!!!  この機会に是非登録しましょう♪（携帯からでもＯＫ!!） 

 
   ☆登録手順☆ 

①名前＆生徒番号をメール送信（ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp まで） 
②招待メール受信 
③利用規約に同意（ちゃんと読んで！） 
④プロフィール登録（公表しなくてもＯＫですが、出来れば公表したほうが良いかも！）

⑤登録完了メール受信 
⑥ログイン（パスワード忘れないで！） 

 
 
 
 
 

簡単に日記をつけることができます。また、他の会員

からコメントをもらったり、他の会員の日記を読んだ

りできます(＾_＾) 

自分の日記にコメントが来ると嬉しいですね（＾◇＾）

♪ 写真を載せることも出来ます(PC から)。 

 
 
 
 
 

ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞの最新日記を確認出来ます！コ

メントしてあげてください(＾_＾) 

 
 
 

  
 
 
 
 
  

マ
イ
フ
レ
ン
ド
と
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
し
て

知
り
合
っ
た
仲
間(

友
達)

の
こ
と
で
す
。

登
録
者
の
メ
ン
バ
ー
検
索
も
可
能
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コミュニティとは、 
同じ趣味を持った会員同

士の集まりの場です！

色々なコミュニティを作

ったり、参加したりする

ことが出来ます！ 

この他にも個人的に「メッセージ」のやり取りをすることも出来ますし、マイフレンドの誕生日などを見ることが

出来る「カレンダー」など色々な機能があります！皆さんの登録お待ちしています(＾_＾)♪ 
平成 19 年 6 月 12 日現在、登録者数 470 名(教職員含む) 
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灯台 
文部科学省認可通信教育 

                                       
 
 
 

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つつ、

多様な視点から書いていくコーナーです。少しでも何かを感じ取っ

ていただければ幸いです。 
今回は国語・美術担当の原田みき子先生と家庭科担当の与古田初子

先生です。どうぞご覧ください！  
 
 

テーマ「森の中の暮し」              国語・美術担当：原田みき子 

 少女時代、森に行くことが好きだった。私の生まれ育ったのは稲庭うどんで有名な秋

田県の山奥の稲庭。人口 3000 人の小さな集落は山と川の美しい里。長い冬が終って雪が

消えると野や山にふきのとうが芽を出す。可愛らしいそれを摘んでどんどん森の奥に入

って行くと、いつか自分が赤ずきんちゃんになったような気がしてくる。あたりを見回

せば鶯の声だけで深閑としている。深い森の匂いにつつまれて、突然オオカミが出てく

るのではないかと怖くなり、引き返した思い出がいっぱい。今、本部町の森の中に住ん

で、やはり私は森が好きなんだなと実感する。夫と愛犬チルーがいるので怖くはない。チルーにはギルーとい

うパートナーがいたのだが、去年病気で亡くなってしまった。とってもやさしい夫だったのだが、チルーを残

して天国へ召されてしまった。しばらく落ち込んでいたチルー。でも不思議なことに、チルーはめきめき太り

出し、今ではコロコロ丸々・・・・。毛もツヤツヤフワフワ・・・・。どうもギルーはチルーのエサを食べて

いたようだ。 
 
 

テーマ「文通」                     家庭科担当：与古田初子 

 時ははるか中学生時代、当時人気の少女雑誌の「文通コーナー」に級友の名が

載りました。すると全国からたくさんの手紙が届き、クラスで手分けして返事を

書くことになり、５人を担当しました。その中で対面まで到った３人の友を紹介

します。沖縄の久米島の子とは高校在学中に一度会いましたが卒業後は音信があ

りません。鹿児島県和泊町の子とはお互い上京していたので新宿駅西口で会いま

した。黄色いハンカチを目印にして・・・。 
 さてさて青森の子は？彼女とは今でも続いています。上京後２年目の冬、彼女のアパートに２泊しました。

私は結婚を機に帰沖しましたが、その１年後、彼女は新婚旅行で沖縄に来ました。いっしょに海洋博公園にも

行きました。出張の折、３時間しかなくお互いの中間の駅溝内のそば屋で食事だけの再会の時もありました。

あれから 20 年余、青春時代の恋愛話、仕事や子育ての事、地域やお互いの生活環境の事、いろいろ話をして

きました。年賀状、「お中元届いたヨ」の電話、今では一番古い友のひとりです。そうだ、この文が載ったら

知らせてあげよーっと！ 
 八洲学園大学国際高等学校のスクーリングは全国から集うでしょう。だから今でもワクワクします。皆さん

にもそんな出会いをしてほしいし、一生の友人をみつけてほしいから。 
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視聴報告書作成の手引き（学習の手帳 13～19 ページの確認） 
文部科学省認可通信教育 

                                         教務部 玉城健一 
ここでは、視聴報告書作成の手順を紹介していきます！ 視聴報告書をまだ１回もやったことが無い生徒さん

は、ここでやり方を確認しましょう。また、やったことがある生徒さんも今一度確認してみてください！ 
 
☆視聴報告とは？？ 

高等学校の通信制課程では、スクーリング必要時間数の 10 分の 6（テレビ・ラジオとイーラーニングを

利用した場合、10 分の 8）までを自宅で行うことができます(学習の手帳 11 ページ「教育課程表」参照)。
そのために必要となるものが、「視聴報告書」です。「視聴報告書」を提出し、学習の成果が満足できると評

価されたときは、スクーリング時間に換算されます。これを必要枚数提出しなければスクーリングを年

間１週間ですませることができません。 
 

☆視聴報告書作成が必要な科目確認ﾞ！ 
全ての科目に視聴報告書が必要なわけではありません。なかには視聴報告書提出の必要のない科目もあり

ます。まずは自分の履修している科目の中で、視聴報告書が必要な科目を確認して下さい（学習の手帳 13
ページ「視聴報告書提出通数・番組一覧」参照）。 
 

☆視聴報告書用紙は２種類！ 
視聴報告用紙は、テレビ(ｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞ)用とラジオ用の２種類があります。ラジオは１番組 20 分、テレビは

１番組 30 分、ｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞは１番組 70 分前後となります。したがって１時間分を提出するには、ラジオでは

２０分番組×３回、テレビでは３０分番組×２回、ｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞでは 70 分前後の番組×１回、番組を視聴する

必要があります。用紙と必要番組数を間違えないようにしましょう。 
 

☆番組表を確認！ 

番組表は学習の手帳(P42～)に載っています。アンコール放送時間はこの「ゆんたく」でお知らせします。

放送時間・内容は変更になる場合がありますので、確定情報は当日の新聞にてご確認ください。 

また、NHK 高校講座の HP も参考にしてください → http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 

HP では「学習のメモ」で学習内容を確認出来ますし、ラジオの視聴を聴くこともできます。 

必要な科目のテレビ・ラジオ番組は録画・録音するようにしましょう。 

 

☆作成スタート！ 

  視聴報告書作成の見本は、学習の手帳 16～19 ページを参照してください。書く欄は大きく分けて３つに

別れます。 

◎主題   → 視聴した番組タイトルを入れます。 

◎内容の要点→ 学習した内容を詳しく書いてください。番組を視聴しながらメモを取り、それをまとめ

る形にするとやりやすいです。文章でも箇条書きでもまとめ方は自由です。余白スペー

スが無いように記入しましょう。なお、テキストの丸写しは不合格になります！自分な

りのまとめ方で記述しましょう。 

◎感想   → 視聴の学習によってあなたが感じたことや理解したことなどを率直に書いてください。

ただし、一言や一行書くだけでは合格できません。感想欄がうまるよう、たくさんの感

想を書いてください。 

 

☆提出しよう！ 

提出方法はリポートと同じです。封筒の「リポート No．」の欄には、テレビ・ラジオの場合「視聴報告」

と記入、ｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞの場合「ｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞ」と書きましょう。また、報告書の提出票の科目名・科目コードの欄

もしっかり記入しましょう。記入がない場合は、不備の扱いになります。科目コードは間違えないように記

入してください。 
 
 

わからないことは担任・副担任・教科担当の先生に確認するようにしてください！
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NHK 高校講座深夜ライブラリー（テレビ） 
文部科学省認可通信教育 

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。 

 

深夜ライブラリーは 2006 年度に放送した「NHK 高校

放送日 タイトル 放送日 タイトル

7月3日 有機化合物 7月3日 三角比の拡張

7月10日 脂肪族炭化水素 7月10日 三角比の相互関係（3）

7月17日 アルコールとエーテル 7月17日 正弦定理（1）

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放

7月4日 恒常性（1）～自律神経系～ 7月4日 文法のまとめ 2-1 7月

7月11日 恒常性（2）～ホルモン～ 7月11日 文法のまとめ 2-2 7月

7月18日 光合成と環境要因 7月18日 Lesson 10-1 One Way,No Return 1 7月

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放

7月5日 地球を取り巻く大気とその構造 7月5日 放射線はどこから来るの？ 7月

7月12日 大気の熱収支決算 7月19日 より速く、より多く、より正確に 7月

7月19日 地球サイズの気象を考える 7月

放送日 タイトル 放送日 タイトル

7月6日 ネット社会のセキュリティ 7月6日 住まいと環境

7月20日 近未来のロボット 7月13日 自分らしく住む

7月20日 自立のための経済学

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

 
 
 
 
 
 

 ＊テレビ放送に関して 
ージ～)も合わせて必要番組数を確認しまし

＊ ジオ放送に関して 

ージ～)も合わせて必要番組数を確認しまし

     

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

 

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

 

◎学習の手帳(42 ペ

 

ラ

◎学習の手帳(63 ペ

◎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

＊

＊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

 
 

 

10 
講座」の再放送です。

送日 タイトル

4日 蝦夷地から北海道へ～明治国家とアイヌ～

11日 琉球から沖縄へ～琉球王国の終末～

18日 日露戦争～韓国併合への道～

送日 タイトル

5日 難民問題を考える

12日 国境を越えた人々

19日 温暖化する地球

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

 

ょう。 

ょう。 

 

、必ず確認してください。 

ださい。 

/

きます。

の新聞、下記にてご確認く

 



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。 
7月3日（火） 7月4日（水） 7月6日（金） 7月7日（土） 7月8日（日）

現代文
夏の花（5）

現代文
夏の花（6）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
体力トレーニング Lesson 11 無名抄 自己基準と

の目的 Learning to Live 深草の里（1） 他者基準（2）
Together (1)

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
トレーニング Lesson 11 無名抄 自己基準と
プログラム Learning to Live 深草の里（2） 他者基準（3）

Together (2)
ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合

Lesson8 Lesson 11 自己基準と
THE FUTURE IS Learning to Live 他者基準（4）

YOURS（4） Together (3)
7月10日（火） 7月11日（水） 7月13日（金） 7月14日（土） 7月15日（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
目的別 Lesson 11 三国志演義

トレーニング法（1） Learning to Live 張飛、大いに長坂橋を 意見文（1）
Together （4） 騒がす（1）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
目的別 Lesson 11 三国志演義

トレーニング法（2） Learning to Live 張飛、大いに長坂橋を 意見文（2）
Together （5） 騒がす（2）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Finishi-up Lesson 11

AND THEREBY Learning to Live 意見文（3）
HANGS ATALE (1) Together （6）

7月17日（火） 7月18日（水） 7月20日（金） 7月21日（土） 7月22日（日）
現代文
鼻（1）

現代文
鼻（2）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
運動による Lesson 11 三国志演義 芥川

けが・病気の予防 Learning to Live 諸葛孔明の智略（1） （伊勢物語）（1）
Together (7)

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
有酸素運動を Lesson 11 三国志演義 芥川
実践してみよう Learning to Live 諸葛孔明の智略（1） （伊勢物語）（2）

Together (8)
ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合

Lesson 11 竹芝寺
Learning to Live （更級日記）（1）

Together (9)
7月24日（火） 7月25日（水） 7月27日（金） 7月28日（土） 7月29日（日）

現代文
鼻（3）

現代文
鼻（4）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
働くことと 三国志演義 竹芝寺

健康 文法のまとめ 5 諸葛孔明の智略（3） （更級日記）（2）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
労働災害と Read and Think 2 竹芝寺
その帽子 The Iceman (1) 猫相乳 （更級日記）（3）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Read and Think 2
The Iceman (2) 魏武捉刀

深夜0：00～0：20

0：20～0：40

0：40～1：00 古典

11：20～11：40

午後11：00～11：20

午後11：00～11：20

11：20～11：40

午後11：00～11：20

古典

0：20～0：40

0：40～1：00

午後11：00～11：20

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

11：20～11：40

11：20～11：40

深夜0：00～0：20
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 文部科学省認可通信教育 

                               
 
 
 
1 日  16 月 海の日 

2 月 ８月Ｓ申込書発送 17 火  

3 火  18 水  

4 水 ９泊Ｓ参加者開始日 19 木 成績発送(希望者のみ) 

5 木 通学Ｓ 20 金 ８月残りのＲＨ提出〆切 

6 金 
７泊Ｓ参加者開始日 

８月Ｓ申込〆切(消印) 
21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火 ８月Ｓ振込期限 

10 火  25 水  

11 水 ８月Ｓ申込〆切(必着) 26 木  

12 木  27 金 ８月Ｓ振込確認書必着 

13 金 ８月Ｓ詳細発送 28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

    

 
  3１ 火 ゆんたく発送 

☆ 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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