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平成１９年７月３１日 
八洲学園大学国際高等学校 
教 務 部   玉 城 健 一 

 
７月スクーリング実施しました！！ 

 
 
皆さんこんにちは！７月スクーリングのテーマは「ヤシマンピック 2007」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！ 
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７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 

 
暑 か っ た ね

～(^_^;) 
でも、こんな

運動会もい

いなぁ！ 

 よっしゃ～！！その調子その調子(^_^)v 
みんなで頑張ろうね♪ファイト～！！ 

 常夏沖縄！！エメラルド色の海を目の前に繰り広げら

れた砂浜ヤシマンピック♪そして、学校でも・・・(^_^) 
熱いハートと熱いまなざし、そして、何よりも輝いていた

みなさんの笑顔。この思い出は一生忘れない・・・７月ス

クーリングの思い出を(^_^)ヤシマンピックばんざぁい！ 

ヤシマンピックだ～♪ 
 

 青組、黄色組、み

んなで力を合わせ

て頑張りました!!

 こっちこっち！

早く進むぞ～。風

船リレーってなか

なか難しいな・・・。
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7 月スクーリング参加者の感想   
文部科学省認可通信教育 

                                       教務部 與那嶺優香 

７/４（水）～７/１２（木）に行われた７月スクーリング【ヤシマンピック 2007 夏】の感想です♪ 

            

☆ 普段の生活の中では出来ない経験、さまざまな地域の人との

交流。八洲は楽しい社会でした（満足度 90％）。 
☆ 全部が楽しかった。運動会なんて久しぶりだったから、色々

な競技ができて本当に楽しかったです（満足度 80％）。 

☆ もっとしっかりしたルール・ジャッジのもとで

競技を進めてほしかった。 
☆ 大変で辛いのも、強く大きくなる為のチャンス。

良くやった、オレ！（満足度 100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん一人ひとりが心を込めて書いてくださったアンケートをもとに、より充実したスクーリング

をつくっていきたいと思います！！！ 

卒業確定者のメッセージ   
                                       教務部 與那嶺優香 

7月スクーリングでは16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 
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文部科学省認可通信教育 

平成１９年度前期卒業証書授与式について 
                                        総務部 玉城健一 

平成１９年度前期卒業証書授与式のお知らせ 
９月スクーリング最終日（平成１９年９月９日）に、本校において平成１９年度前期卒

業証書授与式を挙行いたします。すでに９月卒業が確定している生徒さんへは、８月１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、９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９月スクーリングに申し込んでください（申込〆切は８月７日（火）の消印有効、

８月１０日（金）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１９年度前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！来校出来な

い方も原稿をメールや電報で受け付けておりますので連絡ください。 

 

通学スクーリング   
                                       教務部 與那嶺優香 
８月の通学スクーリングは 
  
 
          

に実施いたします。     

  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 生物Ⅰ 日本史 B 

3 時間目 

（14：10～15：40）
国語総合 英語Ⅱ 地学Ⅰ 

 
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（※時間厳守）となりますので、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、徒歩 10 分程で着きます。） 

 
 
 
通学スクーリング終了後、進路ガイダンスを行います。進学・就職に関する話はもちろん、自己

診断テストや模擬試験の案内など行う予定です。詳しくは、各担任・副担任にお問い合わせくださ

い。また参加希望の方は、必ず事前に申し出てください。 
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卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ 

                                       総務部：知念敦子

文部科学省認可通信教育 

 毎年恒例となりました卒業記念ＤＶＤの販売についてお知らせいたします。 

この映像は、平成 19 年度 5 月～9 月に行われたスクーリングの様子をまとめたもので、教職員紹介・

授業風景・特別活動の様子・休み時間の様子などに加え、卒業証書授与式の様子なども編集に組み込む予

定をしております。主に 9 月卒業見込みの生徒さんの映像を中心に編集されています。 

購入希望の方は 9/9（日）卒業証書授与式の当日まで(必着)に「卒業記念 DVD 購入申込書」  

（※このページをコピーし、切り取り線以下）に必要事項をご記入いただき、FAX または郵送、   

メール（okinawa@yashima.ac.jp）で学校にお申込ください。 

 

注意事項 
パソコンでの再生をお考えの方は、「DVD が再生可能であること」をご利用のパソコンの「製造元」また

は「ご購入先」に必ずご確認の上、ご購入ください。 

理由を問わず、返品・返金は一切できませんのでご了承ください。 
なお、購入までの流れは以下のとおりです。 

卒業記念ＤＶＤ購入までの流れ 

卒業記念 DVD 購入申込書を提出（ＦＡＸまたは郵送、メールで申込）（9/9 必着） 

↓ 

9 月下旬に郵便局の代金引換にて発送（２５００円を準備してお待ち下さい！） 

八洲学園大学国際高校での思

い出を映像に残しておきたい

方は、是非お申し込み下さい。

 

メールの宛先 okinawa@yashima.ac.jp 

メールの件名に「卒業記念ＤＶＤ申込」 

と記入の上、下の申込書の内容をメールしてください！ 

 

 切り取り線 

卒業記念 DVD 購入申込書 FAX 0980-48-4115 

 
送り先の 

住所・氏名・電話番号を丁寧に 

ご記入下さい。 

生 徒 番 号  

氏     名  

購入枚数をご記入下さい⇒ 

商品代金１枚 ２５００円 

（消費税・送料込み） 
          枚 

住所 〒   －     

 

氏名               様 
電話番号： 
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文部科学省認可通信教育 

指定校推薦入試・校内選考申込について 
進路指導部 三井智絵 

2007 年 9 月または 2008 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思います。

今回は、指定校推薦・学校一覧（７月３１日現在・今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお

知らせします。８月には、学校の HP（http://study.jp/hs/yashima/student/index.html）、「在校生はこちら」とい

うページから入り、「学校からのお知らせ」にて、各学校の募集内容をリリースします。ＨＰで確認することができ

ない方は各担任まで連絡をください。郵送等で対応します。今月号のゆんたくでは、申込から入学手続きに至

るまでの流れを掲載します。校内選考申込を少しでも検討している生徒さんは、必ずこのゆんたくを保管してお

いてください。 

 

                                                 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から、本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学試験です。選考方法は、面接と書類審査の場合が多く（一部小論文あり）、合格の可能性が高

いです。そのため、各学校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっています。 

対象者は、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることができる方となり

ます。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）を行います。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通知

が届き、合格すれば授業料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者の方とよく相談して、慎重に決めて

ください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高校の代表となります。後輩の道を拡げるか、また

は閉ざしていしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。安易な気持ちで希望するので

はなく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強したいのか、また卒業し

たらどうしたいのかなどをよく考えてください。 

 
 
 
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事前に連絡し、入手して下さい。（郵送・ダウンロード） 

・ 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字程度にまとめてくださ

い。 

・ 提出期限：8月31日（金）必着 ※進路指導部・三井（沖縄）宛 

※注意：上記の〆切以降でも出願が間に合う学校は、定員に余裕がある場合のみ第二次校内選考を

別途設定する予定です。 

④面接準備・練習 

・ 指定校推薦にはほとんどの場合、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。事前に来校できる方には模擬面接を行います。（電話でも可） 

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、 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。

3、 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） 

 

 

 

 

・ 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 
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文部科学省認可通信教育 

 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

校長が推薦を認めること。 
前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクーリング

出席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 
推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 
前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２．３以上あることを原則とする。それに満たない場合

は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。 

 

※上記１と２もしくは３と４と５を満たすことが必要です。 

 

指定校推薦校内選考に合格した方は… 

・９月中旬 ～ 下旬頃に書類送付。 

 ■ 学校からは以下の書類を配布します 

① 指定校出願書類 → 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。 

② 誓約書（入学を辞退しない旨の誓約書：保護者連名） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳 28 ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 
・ 申込書が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかりと確認

し、受験が決定次第早急に申込みをして下さい。 
・ 電話での発行の申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます） 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません） 

・ 検定料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 

 出願と受験に際して  

 校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」

という自覚を持って試験に臨んでください。出願期間・出願に

必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を十分

確認してください。推薦書・調査書の申込みや健康診断の受診

は早めに行ってください。また、授業料や納付期限に関しては

必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 
 

   

※受験後は、試験内容に関しての調査を行います。 
※入学後は、定期的に学習に関して報告書を提出していただき

ます。詳細は、合格した方にお伝えします。 
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文部科学省認可通信教育 

学校名（大学・短大）7/31 現在 学部・学科 

千歳科学技術大学 総合光科学部 
東北文化学園大学 総合政策学科 
立正大学 地球環境科学部環境システム学科 
東京工芸大学 コンピュータ応用学科 
国際短期大学 英語コミュニケーション学科・情報ネットワーク学科 
横浜薬科大学 臨床薬学科・健康薬学科・漢方薬学科 
山梨英和大学 人間文化学科 
北陸大学 薬学部・未来創造学部 
名古屋産業大学 環境情報ビジネス学部・人間環境マネジメント学科 
愛知東邦大学 地域ビジネス学科・人間健康学科 
名古屋経済大学 経済学部・経営学部・法学部・短期大学部 
鈴鹿医療科学大学 医療福祉学科・医用情報工学科・鍼灸学科 
岐阜経済大学 経済学部・経営学部 
鈴鹿国際大学 国際学部 
京都創成大学 医療福祉マネジメント学科・ビジネスデザイン学科 
京都光華女子大学 日本語日本文学科・国際英語学科・人間関係学科・社会福祉学科 
京都光華女子大学短期大学部 ライフデザイン学科 
嘉悦大学短期大学部 ビジネスコミュニケーション学科 
白梅学園短期大学 （女子のみ）心理学科 
奈良産業大学 ビジネス学部・情報学部 
平安女学院大学 国際観光学科・生活福祉学科 
平安女学院大学短期大学部 英語コミュニケーション学科 
大阪国際大学 人間科学部・国際コミュニケーション学部 
大阪国際大学短期大学部 （女子のみ）ライフデザインコース・総合ビジネスコース・観光英語コース・

情報コミュニケーションコース 
大阪経済法科大学 経済学部・法学部 
大阪産業大学 経営学部流通学科・経済学部 
姫路獨協大学 外国語学部・法学部・経済情報学部 
神戸夙川学院大学 観光文化学部 
羽衣国際大学 人間生活学部・産業社会学部 
城西国際大学 福祉総合学部・経営情報学部・メディア学部・人文学部・観光学部 
徳島工業短期大学 自動車工業学科 
高知工科大学 工学部 
山口東京理科大学 基礎工学部（学科不問） 
福岡経済大学 経済学部 
九州産業大学 国際経営学科・産業経営学科・物質生命化学科・美術学科・デザイン学科・写

真映像学科 
東海大学福岡短期大学 情報処理学科・国際文化学科 
第一福祉大学 総合臨床福祉学科・介護福祉学科・臨床医療福祉学科・臨床福祉心理学科・福

祉マネジメント学科 
長崎ウエスレヤン大学 社会福祉学科・地域づくり学科・国際交流学科 
東亜大学 医療工学部・人間科学部・デザイン学部 
日本文理大学 工学部・経営経済学部 
別府大学 英文学科・芸術文化学科 
中九州短期大学 経営福祉学科 
九州情報大学 経営情報学部 
沖縄大学 法経学科・福祉文化学科・国際コミュニケーション学科 
沖縄国際大学 日本文化学科 
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ大学 国際総合学部 

※北から順（大学所在地）に表示しています。※専門学校などは、お問い合わせ下さい。 
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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。 
今回は地歴・公民担当の知念敦子先生と保健体育担当の横田裕美先生の福

島県出身コンビです。どうぞご覧ください！  
 
 

テーマ「天水のお茶」                 地歴・公民担当：知念敦子 

 やまとんちゅ（沖縄県外出身者）の私が、うちなー（沖縄）の嫁になって５年が経

ちました。台所に入っただけでも、「ひぬかん（火の神）って何ですか！？」「旧暦の

一日と十五日はうーとーとーの日！？」「うーとーとー（拝み）って？」ｅｔｃ･･･

ヤマトと沖縄の文化の違いに様々なカルチャーショックを受けました。その一つに

『天水のお茶』があります。「天水（てんすい）」すなわち「雨水」のことなのですが、

昔から水資源に恵まれなかった沖縄では井戸水とともに取り入れられた水利用システムだったそうです。山の

中の我が家では屋根に降る雨水がタンクにたまるようになっています。義理のお母様は、この天水を使ってお

湯を沸かしお茶を入れて飲むのが日課になっています。子どもの頃からずっと続いているそうです。雨水と聞

いて、「飲んでも本当に大丈夫なのかしら･･･？」そんな不安がありました。子どもが生まれて病院でミルクの

作り方を教わった時も、恐る恐る指導員の方に聞いてみました。「天水はダメですか･･･？」やはり「天水は避

けましょうね～」の返答。天水が酸性雨の場合、屋根材などに鉛が含んでいるとその鉛を分解してさらに汚染

されるそうです。でも、お母様にそんな話をしてもお構いなし。『天水のお茶』を飲む日課は変わりませんで

した。実はこの『天水のお茶』、とても美味しいのです。我が家の水道にも浄水器をつけているのですが、そ

れよりも天水のほうがお茶の味がはるかに引き立ちます。天水を飲み続けても健康で長生きのお母様を見てい

ると、私までも「お茶ぐらいなら大丈夫かも･･･」と思うようになってしまいました。休日は『天水のお茶』

を二人ですすりながら、ゆんたくします。それでも、娘のお茶や家族の料理には天水は使っていません･･･。

先日の新聞（琉球新報）には工業化が進む中国大陸から沖縄へ大気汚染物質が飛来している記事が掲載されて

いました。地球環境問題は確実に身近な問題になっています。 
 

テーマ「わ・た・し☆」               保健体育担当：横田裕美 

 私は福島県出身です。春先、ここ沖縄で肌寒いと感じるときは、実家ではこたつ!!
沖縄の気候に救われる毎日です。現在は、福島も暑いとのこと♪では、福島のご紹

介をしましょう!!私が生まれ育った地は、東北地方。もちろん冬は雪が・・・でも、

温暖化の影響なのか、年々降雪量が減少していてなんだか寂しいです。桃や梨が特

産物でもあり、本当に美味しいんですよ!!福島を語ったら、まだまだ続くのですが、

この続きは通学スクーリングや宿泊スクーリングでトークしましょうね♪皆さんにお会いできる日を心待ち

にしております。私の『ゆみ』という名前もぜひインプットして下さいね!! 
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施設利用料の活用について 
 

学校長 和田公人 

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。 

 

○ 2006年度支出済み           ○ 2007年度支出済み 

・食堂音響機器購入 191,298円      ・視聴報告用テレビ 12,800円  

・校門校名を新校名へ変更 182,700円   ・ビデオ編集用パソコン 205,770円 

・教室棟通路照明設置 140,000円     ・ビデオカメラ 62,300円 

・プロジェクター 480,900円       ・e-Learning用パソコン 295,000円 

・AED（レンタル、今年度分費用） 61,160円 

・ベンチ 30,000円 

 

○ 2007年度予定             ○ 来年度以降の予定 

・教室棟・食堂棟塗装 4,100,000円    ・送迎用バス 

・送迎用乗用車 1,200,000円       ・宿舎棟・職員室棟塗装 

 

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

8月7日 アルデヒトとケトン 8月7日 正弦定理(2)

8月14日 カルボン酸とエステル 8月14日 余弦定理(1)

8月21日 油脂とセッケン 8月21日 余弦定理(2)

8月26日 芳香族炭化水素 8月26日 三角形の面積

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放送日

8月8日 植物の生活と水 8月8日 Lesson1 One Way,No Return 2 8月8日

8月15日 植物の一生（1）～植物ホルモン～ 8月15日 Lesson1 One Way,No Return 3 8月15日

8月22日 植物の一生（2）～花芽形成～ 8月22日 Communication 3 +　Vocabulary Builder 2 8月22日

8月29日 生態系～生態系を構成する生物群集～8月29日 Reading 2 Alone 8月29日

放送日 タイトル 放送日 タイトル 放送日

8月9日 天気の変化と天気図 8月16日 健康を求める化学 8月9日

8月16日 雨や雪はなぜ降る？－冬の天気 8月30日 環境のことを考えよう 8月16日

8月23日 低気圧で知る日本の天気ー春の天気 8月23日

8月30日 ジェットと日本の気象ー夏の天気 8月30日

放送日 タイトル 放送日 タイトル

8月17日 CMを作ろう（1） 8月10日 ライフスタイルと経済計画

8月31日 CMを作ろう（2） 8月17日 カード社会

8月24日 消費者情報

8月31日 消費者の自立

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ょう。

＊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ょう。

◎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きます

＊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、必

＊放送時間・内容は変更になる場合があります。確定情報は当日の新

 
 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 
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第一次世界大戦～

大正期の社会～社

映像でつづる昭和史

映像でつづる昭和史

森林破壊

世界の「水」を考える

人口爆発と食糧問題

高齢社会と福祉～ス

日

地

火曜　深夜

水曜　深夜

講座」の再放送

 

 

。  

ず確認してくだ

聞、下記にてご
文部科学省認可通信教育
タイトル

協調外交と中国政策～

会改造の潮流～

①～昭和の幕開け～

①～日中戦争と太平洋戦争～

タイトル

ウェーデンとドイツ～

本史B

理B

2：30～3：00放送

2：30～3：00放送

 

です。 

さい。 

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。 
8月7日（火） 8月8日（水） 8月10日（金） 8月11日（土） 8月12日（日）

現代文
入門講座

現代文
「木の自由」を考えながら

(内山 節)（１）
保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合

入門講座（古文） 入門講座（1）
保健体育の学習 入門講座（1） 私と古典（1） 現代文

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
私たちの 入門講座（漢文） 入門講座（2）

健康のすがた 入門講座（2） 私と漢文（2） 古文

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
入門講座（3）

入門講座 入門講座（3） 漢文

8月14日（火） 8月15日（水） 8月17日（金） 8月18日（土） 8月19日（日）
現代文

「木の自由」を考えながら
(内山 節)（2）

現代文
君に宛てた手紙
（長田　弘）（1）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
Lesson 11 入門講座（古文） 入門講座（4）

健康のとらえ方 Any Volunteers 古典の思い出（3） 表現・話す
Here? （1）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
Lesson 11 伊勢物語 入門講座（5）

保健活動と対策 Any Volunteers 初冠 表現・書く
Here? （2）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Wake-up-（1） Lesson 11 入門講座（6）

ALL SYSTEMS ARE Any Volunteers 学習ガイダンス
GO!（1） Here? （3）

8月21日（火） 8月22日（水） 8月24日（金） 8月25日（土） 8月26日（日）
現代文
休止

現代文
休止

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
生活習慣病と Lesson 11 伊勢物語 隣の校庭（1）

日常の生活（1） Any Volunteers 通ひ路の関守 （佐藤 雅彦）
Here? （4）

保健体育 英語Ⅱ 古典 国語総合
生活習慣病と Lesson 11 伊勢物語 隣の校庭（2）

日常の生活（2） Any Volunteers 小野の雪（1） （佐藤 雅彦）
Here? （5）

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語Ⅱ 国語総合
Wake-up-（2） Lesson 11 月あかり雪あかり

ALL SYSTEMS ARE Any Volunteers 花あかり（1）
GO!（2） Here? （6） （青木 玉）

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

0：20～0：40

0：40～1：00

午後11：00～11：20

11：20～11：40

深夜0：00～0：20

古典

午後11：00～11：20

11：20～11：40

午後11：00～11：20

 

スクーリング参加費用の入金について 
                                    教務部 玉城健一 
今年度よりスクーリング参加費用は一旦デポジット(預かり金)で入金して頂き、スクーリングに

参加する際に差引かせていただいております。 
デポジットへの入金は、学習の手帳「行事予定」(１～４ページ)の「スクーリング申込〆切(必着)」

までにお願いします。不明な点がある方は、担任・副担任にお尋ねください。 
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 文部科学省認可通信教育 

                               
 
 
 
1 水 ９月Ｓ申込書発送 16 木  

2 木 ８月Ｓ(～９日) 17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月 通学Ｓ 

6 月  21 火 ９月Ｓ残りのＲＨ提出〆切 

7 火 ９月Ｓ申込〆切（消印） 22 水  

8 水  23 木 ９月Ｓ振込期限 

9 木  24 金  

10 金 ９月Ｓ申込〆切（必着） 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火 ９月Ｓ振込確認書必着 

14 火 ９月Ｓ詳細発送 29 水  

15 水  30 木  

    

 
  3１ 金 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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悩んでいる方、中卒、高校中退で高卒資格取得をお考えの方、他校からの転校を 
ご希望の方、お気軽にお電話下さい。通話料無料で入学相談いただけます。 

学校説明会開催します！ 
場所：アクロス福岡（天神） 日時：８月２６日（日） １回目：１４時～ ２回目：１６時～ 

お近くにお住まいの方で、本校入学をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてあげて下さいね。 
   なお、会場スペースに限りがあるため要予約となっています。必ず、下記フリーコールまたはＨＰから 

お申し込み下さるようお願いします！！！ 
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 
 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） 
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