
文部科学省認可通信教育 

 平 成 1 9 年 1 2 月 3 1 日

八洲学園大学国際高等学校

広 報 部 佐 藤 大 介
 

   

 

１２月スクーリング実施しました！ 

  
みなさま、あけましておめでとうございます。 

２００８年がスタートしました！今年も、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
もはや昨年の話になりますが・・・、１２月は９泊１０日の「音楽スクーリング」が実施されました。前半２日間は視聴報告相当分

の面接指導（授業）受講やリポート作成に明け暮れ、７泊参加者合流後はバンド、ハンドベル、三線、ゴスペルの４部門で、 

今回限りの即席メンバーが連夜の練習に励み、最終日の「八洲ライブ２００７」でその成果を披露。３日目、６日目、本番当日は、

ゲストライブも開催されるなど、テーマ「音楽」を満喫していただけたことと思います。参加者のみなさん、お疲れさまでした。

「八洲ライブ」スクーリング、、、音楽好きの方はもちろん、これまで興味がなかった方にも、オススメスクーリングです！ 
 

「ゆんたく」は、みなさんにとって大切な情報をお知らせする学校新聞です！ 
毎月必ず目を通して下さい！ 

 

・八洲人のこえ（職員編：今年の目標）[p.2-3]

・スクーリングダイジェスト[p.4] 

・スクーリング参加者の感想[p.5] 

・卒業確定者のメッセージ[p.5] 

・八洲が日本テレビで紹介されました[p.6] 

・スクーリングに参加しよう！[p.6] 

確

・後期卒業証書授与式について[p.7] 

・卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ[p.7] 

・学習のススメ（視聴覚報告編）[p.8-9] 

・ＮＨＫ高校講座深夜ライブラリー [p.10] 

・通学スクーリング[p.11] 

・行事予定[p.12] 
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先
生
方
の
新
年
の
目
標 

 ＜校務＞ 具志堅慎一 

・校門～職員室前までの植栽（タイワンレンギョ）、垣根作り 

・校内花木、実のなる植物の植栽 

・トピアリー（生徒植栽物）は、職員みんなで剪定して型を 

作りましょう！ 

 
 

 

 

 

 

 

  ＜英語科＞ 上間優 

 
 

一年を通して、健康で、明るく、八洲の 

生徒さんたちに負けないようにするぞ！

囲碁四段の腕をみがくぞ！魚も釣るぞ！ 

歩け歩けもするぞ！皆さんも元気で！ 

 

 

＜事務＞ 喜納政樹 

・サッカーの2級審判員を目指す 

・那覇マラソン出場 

・痩せる 

＜理科＞ 島袋正良 

「人に優しく、自然に優しく」をモットーに、 

地球に優しい循環型の生活を送ることを目標

とします。 

＜保健体育科＞金城利絵 

新年!! 気落ちを新しく入れかえ、充実し

た幸せな１年であるよう頑張ります!! 今

年は、いろんな生徒さんに出会え、たくさ

んの元気をもらいました。今年も出会い

を大切にし、たくさんの人の支えになり

たいと思います。 

＜東日本クラス＞ 佐藤大介 

今年やりたいこと 

●仕事面：出会いを大切にして、たくさんの 

在校生、卒業生、保護者の皆さんと話をし、 

八洲のいいところを、もっともっといろんな人、

必要としている人に伝え、生徒さんの数を増 

やしたい！ 

●プライベート：昨年は体重9キロ、ウェスト10 

センチ減と体が軽くなったので、今年は少し 

身体を動かすことにチャレンジしたい。まず 

はフットサルあたりかな？あと、必ず一度は 

海外フラリ旅にも行く！ 

＜沖縄クラス＞ 玉城健一 

「悲惨な厄年（数え 25 歳）は去りました。

今年はネズミのように動き回り、色んな

事に挑戦したいです!! まずは自宅のベ

ランダに亀専用の池を作ります！(^_^) 

＜地歴科＞ 知念敦子 

１月下旬より出産のためしばらくお休みします。 

ウクレレを弾きながら「アロハオエ」を歌いたい

気持ちです。八洲人大好き。また会う日まで、お

元気で。あきらめずに卒業をつかんでくださ

い！ 

＜沖縄クラス＞ 島袋友美 

『新年明けましておめでとうございます！ 

みなさん、昨年はどういう１年を過ごしたで

しょうか？ 

私は、いのしし年の年女ということで、いの

ししのように前に前に！がむしゃらに突き

進んだ１年となりました。 

今年は、落ち着きのある女性を目指し、女

に磨きをかけていきたいな（笑）♪ 

昨年同様、みなさんとの関わりを大切に

し、そしてお互い成長できるよう、実りある

１年にしていきたいと思います。 

今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 

そしてみなさんに会える日を楽しみにして

おります。』 

 
 

 

 ＜保健体育科＞  
宮城綾子 
こんにちは。体育の宮城で

す。去年はたくさんの生徒 

さんと色んな事を学び、色 

んな経験をさせてもらいま 

した。 

今年もまた生徒さんに負け

ないくらい、パワー全開で頑

張りたいと思います。 
 
＜保健体育科＞ 

横田裕美 
毎日を楽しむ!! 

毎日を元気に過ごす!!  

毎日を“心から”で生きる!! 
 

＜書道＞ 大城正功 

新年明けましておめでとうございます。日々努力して

いける高校生活であってほしい。 

希望に向かって新年を誓ってください。 
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＜数学科＞ 久高強 

仕事の面では１歩でも前進する 

ことです。また、今趣味で英会 

話を習っていますが、会話がで 

きるようになることも目標です。 

さらに、ウォーキングも続けて標 

準体重まで持っていきたいです。 

＜家庭科＞ 与古田初子 

“家族愛” 家族１名増員予定！ 

孫？婿？嫁？ 増えるといいナ 

～書いていて気づいたけど、これ

って私の頑張りじゃどうにもならな

いことだね。困ったナ～ 

＜事務＞松本美代子 

？十年前にダイビングした

けど、何回もぐっても、上か

らおしてもらっても、浮いて

しまい断念しました。そこで

今年はダイビングに挑戦！

海の中をのぞいてみたい。

それから引き続きビリーに

頼ってダイエット!! 

＜沖縄クラス＞  三井智絵 

夢と現実を結ぶ橋は努力。 

努力する人には希望が湧いて

くる。希望とは、努力から生ま

れる。自分の人生、自分の手

で切り開こう！ 

＜西日本クラス＞ 齊藤綾子 

いざという時あわてない→ 

日ごろから訓練をする→ 

訓練のための勉強をする→ 

疲れ目予防にブルーベリーを 

食べる→ブルーベリーパイの 

作り方を修得する 

 

＜西日本クラス＞ 鈴木啓之 

１年でとることができる食事366日X3食

のうち、外食のうち50食以上は食べ放

題、100食は大盛りかおかわりをオーダ

ーし、100食は名古屋飯を作り、50食は

沖縄食材/料理を食べ、朝食は300食は

ちゃんととり、夕食は100食は20時よりも

早くとり、延べ200食はお腹いっぱい！ 

をめざします。 

 

＜地歴公民科＞與那嶺優香 

机回りを整理する！ 

ちゃんと睡眠をとる！ 
 

＜国語科＞ 原田みき子 

悩み、苦しんだ人ほど、やさしく深

みもあるようです。魅力的な人間

になりたければ、どんどん悩むこ

と、そして苦しむこと、かな。みな

さんも、いっぱい悩んでください。 
 

＜英語科＞糸満英子  

あけましておめでとうございます。 

私事ですが今年は本気でダイエッ 

トに挑戦したいと思います。身近に 

二ヵ月で１８㎏減量された方がいら 

っしゃるので、その方を励みに私も今

年こそ結果を出したいと決意していま

す。私を見かけたら、是非「ちゃんとダ

イエットやってる？」と声を掛けてくださ

い。皆さん、今年もどうぞよろしくお願

い致します。勉学も共に頑張りましょう

ね。 

 ＜校長＞ 和田公人 

●目標 

１つ年をとる 

●抱負 

去年と違う自分になる 

＜教頭＞ 中村成希 

今年の目標は、与那国島へ

行き、『現実逃避』をするこ

と。  

 ＜地歴公民科＞ 岸野博一 

   ＜東日本クラス＞中村智子 

● 今年の抱負：「鍛えれば鍛えるほど人に安心感を与え、強くなれ

ば強くなるほど人に優しくなれる」モットーに、心身ともにトレーニ

ングに励みます(^_^)v 

● 具体的な目標：フルマラソンでサブフォー（4 時間以内）を目指し、

練習する！昨年は生まれて始めてフルマラソンに挑戦しました。

今年は記録更新に挑戦します！ 

12 月３１日を持ちまして、保健体育科の神川大樹先生は退職されました。今までどうもありがとうございました。 

寝正月ではないですか？ 

何をするにも健康第一！運動す

る習慣を身につけ健康的な１年

にしましょう！ 

（↑自分に言い聞かせてます…） 

 

あけましておめでとうございま

す！ 



12 月・音楽スクーリングダイジェスト！

                                        齊藤 綾子 

テーマは「音楽」 のライブスクーリングでした。本番に向けて練習！の毎日・・・  

   

     ♪ハンドベル部門♪             ♪三線部門♪              ♪ゴスペル部門♪ 

    

 

    
         ♪バンド部門♪              ♪三線部門♪             ♪ハンドベル部門♪ 

 

   
    ♪ゴスペル部門♪                     ♪Heaven’sHemp さんと♪     ♪バンド部門♪ 

                  ！！！皆さん、お疲れ様でした！！！ 

バンド部門・三線部門・ハンドベル部門・ゴスペル部門に分かれてライブ！本番まで練習を

重ねてきた成果を発揮しました♪プロモーションビデオも個性的♪このライブの様子は沖縄

タイムスに掲載されました！ 

ゲストライブは 12/3 にアキダスさん、12/6 に Heavens’Hemp（メンバーの 1 人が卒業生）さん、

そして最終日に「あじさい音楽村」より AMG の皆さんが来てくれました♪それぞれ熱いステージ

に感動♪ 
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12 月スクーリング参加者の感想  

                                       教務部 與那嶺優香 

12/1（土）～12/10（月）に行われた 12 月スクーリング【 八洲ライブ 2007 】の感想です♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
♪練習も面白かったし本番うまいこといった。 
♪なんだかんだ最後はうまくいってよかった♪ 
♪先生方のおかげで、すごくエンジョイできた。

♪ﾁｰﾑﾜｰｸで頑張るって結構素敵だったかな…。 

 
 
♪まじ最初はできるかな～と思ったけど、本番

でがんばっただけみんなに見せられたから

よかった。友美＆綾子先生ありがとう。 
♪もっと弾けるようになりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
♪みんなで練習して、ｺﾞｽﾍﾟﾙをやってよかった

♪まじ最高！！ 
♪最初はどうなるかと思ったけど、日に日にみ

んなの声が出てきて感動した。ライブ本番楽

しかった。 

       
 
♪練習が短くて全然完成しなかったけどマジ楽

しかった。 
♪泣いたり色々あったけど、ありえない経験がで

きた☆楽しかった♪ﾞ 
♪好きなドラムをできて良かったです。 

卒業確定者のメッセージ  

                                       教務部 與那嶺優香 

12 月スクーリングでは 24 名の生徒さんが卒業確定されました。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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八洲が日本テレビで紹介されました！ 
                                    広報部 中村 智子 
9 月スクーリング期間中に取材を受けた内容が日本テレビ夕方のニュース「リアルタイム」の「リアル

特集（12/6（水）18：15～約 17 分間 ）」で紹介されました。小学生の頃、ストレス性喘息で学校を休み

がちになり、その後中学まで不登校だった沖縄在住の男子生徒さんが、生まれて初めての「卒業式」に出

席するまでのドラマ。愛知県在住で派遣社員として働きつつ、正社員になりたい！と、避けて通れない学

歴に立ち向かい、無事高校卒業を果たした女生徒さんなどを軸に繰り広げられた密着ドキュメントでした。

放送エリアが関東限定だったため、残念ながら関東以外にお住まいの皆さんにはご覧頂く事ができません

でしたが、スクーリング期間中に本気で生徒さんと向き合う保健体育科の横田先生の一生懸命な姿を見る

と思わず胸が熱くなる場面もあり、感動的な内容でした。番組中、連絡先などの掲載は一切なかったのに、

日本テレビへは問合せが殺到したそうで、番組終了後は、学校にも多数のお問合せをいただきました。小

学校時代から病気がちで不登校という方、高校中退をして社会人になったけれども相変わらず不平等な扱

いを受けているとおっしゃる方など、悩みは色々あるようでした。本校の特徴がいかされ、ひとりでも多

くの方に高校卒業資格をとっていただけるよう、これからも八洲学園の宣伝を続けていこうと思います！

みなさんの周りにも、紹介したい友人やご親戚などいらっしゃったら、今すぐ無料パンフレットを送付し

ますので、是非ご連絡下さいね(^_-)-☆ よろしくお願いします。 
 

スクーリングに参加しよう！  
広報部 中村 智子 

さぁ、今年度のスクーリングも残り２回となりました！４月に入学してまだ一度もスクーリングに参加

したことがないというそこのあなた、授業料の有効期限が３月で切れるというあなた、２月に卒業しよう

と思っているあなたも、今すぐスクーリング申込書を提出しましょう！ 

こんな方は要注意！ 

① 入学してからまだ一度もスクーリングに参加したことがないという方、まずは担任または副担任の

先生へご連絡下さい！参加時期を一緒に考えましょう(^_^)v 

② 授業料の有効期限がこの３月で切れる方、２月３月で単位を修得できなければ、これまでに出席し

たスクーリング時間数及び、提出したリポートや視聴報告書等、すべてリセットされ、１からやり

直しになってしまいます。今すぐ担任または副担任の先生にご連絡下さい！ 

③ 入学時に目標にしていた「高卒」をあきらめかけている(>_<)という方、２月スクーリングに参加し

て卒業式を体感しませんか？自分以外の誰かが卒業していく姿を見ると自分の目標が明確になった

りするかもしれませんよ。少しでも、きっかけをつかみたいという気持ちがあれば参加しませんか？ 

④ 今年度中に卒業しようと思っているあなた、２月に参加しましょう(^_-)-☆３月は受講資格があり

ません。万が一、２月に参加できなかった場合は来年５月以降のスクーリングにしか参加できませ

んのでご注意くださいね。 

日程 テーマ 申込書〆切（消印） 申込書〆切（必着） 残り RH〆切 

９泊/７泊 卒業式 1/9（水） 1/15（火） 1/24（木）【消印】

７泊/３泊/４泊 動物（アニマル） 2/6（水） 2/12（火） 2/21（木）【消印】
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平成１９年度後期卒業証書授与式について
広報部 中村智子

 

２月スクーリング最終日（平成２０年２月２４日）、本校にて、平成１９年度後期卒業証書授与式を挙行しま

す。すでに２月卒業が確定している生徒さんへは、１２月２７日に卒業証書授与式のご案内文を発送します。必

ずご覧ください！ 

２月スクーリングに参加して後期卒業を確定させたいとお考えの生徒さんは、忘れずに参加申込をしてくださ

い（申込〆切は１月１５日（火）必着です。）２月卒業予定の方は３月スクーリングに参加する資格がありませ

んので要注意です！ 

八洲での高校生活が楽しかった人も、辛かった人も、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ませんか？卒業を迎える生徒さんとご

一緒に、ご家族の皆さんもふるってご出席下さい！ 

 
送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成２０年度後期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を大募集！希望者全員にお願い

する予定です。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こと間違いなし！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・副担任までご連絡くださいね(^_-)-☆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！ 

卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ

 

                                     広報部 中村 智子

毎年恒例となりました卒業記念ＤＶＤ販売についてのお知らせです！ 

この映像は、平成 19 年度 5 月～2 月に行われたスクーリングの様子をまとめたもので、卒業アルバムの代

わりに、教職員紹介・授業風景・特別活動の様子・休み時間の様子や、卒業式の様子などを入れる予定です。

主に２月卒業見込みの生徒さんの映像が中心です。 

卒業記念ＤＶＤ購入までの流れ 

①卒業記念ＤＶＤ購入申込書を提出（ＦＡＸまたは郵送、ｅメールで申込）（2/24 必着） 

 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。 

切り取り線

  >ＦＡＸ・郵送の場合：沖縄クラス→沖縄本校、西日本・東日本クラス→横浜分室 

  >ｅメールの場合：件名に「卒業記念DVD申込」と記入し、「 okinawa@yashima.ac.jp 」 

                  まで、下記の申込書の内容を送信して下さい。 

②3月下旬に郵便局の代金引換にて発送（2,500 円を準備してお待ち下さい！） 

 

卒業記念 DVD 購入申込書 FAX 045-324-6961 

 

生徒番号（          ） 
住所 〒   －     

 

 氏名  （          ） 

 
氏名          様 

購入枚数  （    ）枚  

※１枚 2,500 円。消費税、送料込み。 電話番号： 

 
 

mailto:okinawa@yashima.ac.jp
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2007 年度版のラジオ講座の再放送
はないから、聴き逃しに注意してね！ 

学学習習ののススススメメ：：      放放送送視視聴聴報報告告書書作作成成編編  
文部科学省認可通信教育 

                                          管理部 鈴木啓之 
放送視聴報告書をまだ１回もやったことがない生徒さんは、ここで流れをつかんで、「学習の手帳 ＜ｐ12 学習 

の流れ＞A:放送視聴報告書について（p13～19）」を読むと、バッチリ理解できますよ。また、やったことが    

ある生徒さんも、ヌカリはないか今いちど、確認してくださいね。 
 

放送視聴報告ってなに？！ 
放送視聴報告とは、NHK高校講座を視聴（テレビはみる、ラジオは聴くことから、まとめて「視聴」といいます）

し、その内容を「放送視聴報告書」用紙にまとめて提出して評価をうけることで、スクーリング必要時間スクーリング必要時間

数の 大６／１０
．．．．

数の 大６／
．

１
．

０
．．

までを自宅学習で換算することができる学習スタイルのことです。 
 

メリットは？！ 
視聴報告を必要枚数提出すれば、スクーリングを最短７泊８日の年１回でスクーリングを最短７泊８日の年１回で済済

す

まますすことができます。逆に、

視聴報告の提出が滞
とどこお

ると、スクーリングに参加しても必要授業数が足
た

らずに試験を受けられなかったり、

履修科目の単位を取るのに複数回のスクーリング参加が必要になる場合があります。 
体育、家庭科・・実技系が苦手な生徒さんは、放送視聴報告を利用することで、実技のス

クーリング必要時間数を減らすこともできます。 
たとえば、体育の視聴報告書を作成すれば、A 日程（3 泊 4 日）または B 日程（4 泊 5 日） 
スクーリングに参加した場合でも、その日程内に必要時間数を満たすこともできます。 

 
もっとメリットないの？！ 

イーラーニング視聴報告と組み合わせると、スクーリング必要時間数の 大８／１０
．．．．

スクーリング必要時間数の 大８／１０
．．．．

までを自宅学習に振

りかえることができます（※イーラーニング利用は、１年ごとに利用申請と学籍登録料が必要です）。 
例えば、科目「体育β」なら、１0 時間のスクーリング必要時間数のうち、 大８時間を自宅学習に振り

替えることができます。また、たくさんの科目を履修している科目でも、必要時間数を減ら

すことができるので、スクーリング回数や日程を 低限に抑えることが可能です。 
 

すべての科目で視聴報告が必要なの？ 
いいえ、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）。また、体育は視聴報告書を提出しな

くとも、７泊８日のスクーリングで必要時間数を満たせるようになっています。 
 提

出

票

① ② ③

視聴報告書

ラジオ用
放送視聴報告書用紙が２種類あるんですけど・・？ 

視聴報告用紙は、テレビ用とラジオ用の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 分になります。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回を視聴する必要がありま 
す。用紙の種類と必要番組数を間違えないようにしましょう（イーラーニングは 
ピンク色の用紙となっています）。 
 

ＮＨＫ高校講座って、いつ、どこでやってるの？ 
テレビ・ラジオ番組表は[学習の手帳](p42～)に載っています。（おおよそ半年前に放送された番組の  

再々放送）アンコール放送時間は毎月の「ゆんたく」でお知らせします。「理総 A」など隔週の番組    

から「英語Ⅱ」のように週３回放送まで多様な放送間隔となっていますし、2006 年度版の再放送    

（深夜ライブラリー）は深夜に流れますので、録画・録音での視聴を強くおすすめします。なお、     

ラジオ番組は NHK 高校講座の HP で常時再放送を配信しています。 

提

出

票

① ②

視聴報告書

テレビ用
2007 年版の講座の HP での配信は、
３月末まで！早めに視聴してね。 

NHK の都合による放送時間の変更に
は注意してね。（新聞や RSS を利用し
て情報収集！） 
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講座各回の最後に流れる「まとめ」
はポイント高いぞ！ ビデオを一時
停止して書き取ろう！ 

提出用封筒が足りな
くなった場合も同じ 
要領でね！ 

空白がないように、自
分の言葉でしっかり
まとめよう！ 

学学習習ののススススメメ：：放放送送視視聴聴報報告告書書作作成成編編つつづづきき  
管理部 鈴木啓之 

文部科学省認可通信教育 

アンチョコ※ってないの？※（教科書で学習する要点が記されていて自分でしらべたり考えたりする必要のない参考書。虎の巻。） 
ありません。でも、次の科目は NHK 出版からテキストが発売されています。必要な方は、お近くの 
書店で購入するかお取り寄せください。 

●テレビ「世界史」「日本史」「物理」「化学」「地学」「家庭総合」「情報 A」 

●ラジオ「国語表現 I」「現代文」「古典」「倫理」「現代社会」「数学 II」「英語 II」 

また、NHK 高校講座の HP では、各回の「学習メモ」「まとめ」 
「理解度チェック」が掲載されています。ぜひ参考にしてください。 
 

提出ってどうするの？ 
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」と記入します。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、不備の扱いで受付もされずに返送されます。科目コードは間違えないように記入 
してくださいね。 
 

視聴報告書の落とし穴って？！ 
参加するスクーリングの予定が迫ってくる前に余余裕裕ををももっってて提提出出すするるこことと！！！！ ギリギリに出して 
不備で戻ってきたら、 悪、試験が受けられなくなる場合もあります。また、隔週放送の科目もある 
ので、早くから録音／録画を始めないと、必要な通数の視聴報告書を作成できない場合があります。 
 

「不備」で返ってきちゃった。どうすればいいの。 
学習の手帳の P21 を確認し、正しい方法で再提出して下さい。 
なお、再提出時は「封筒」「視聴報告報告書」「視聴報告提出表」の各記入欄はちゃんと必要 
事項を記入したか。バーコードシールの張り忘れはないですか。よく確認してくださいね。 
 

不合格になっちゃった。どうすればいいの？ 
まず、報告書の添削をよく読んで、どこが悪かったか確認しましょう。自分で不合格に 
なった理由が分からない場合は、担任の先生ともよく相談してください。 
不合格場合は、別の番組を視聴して報告書を作成します。その際は、添削で指摘を受けた 
点を改善してくださいね。 
 

視聴報告書の紙が足りなくなっちゃった！ 
「学習の手帳」３５ページをコピーし、必要事項を記入して、視聴報告書提出 
の際に同封するか、FAX で学校に送ってください。学校から必要枚数を送ります。 
手数料は１枚１０円、１冊４５０円。別途送料が必要です。 
 

視聴報告書の書き方は？ 
「学習の手帳」１５～１９ページに、絵入りで分かりやすく解説しています 
ので、よく読んでください。 

昨年の面白かった講座の紹介 
高校地学Ⅰ（11/09 放送） 
アシスタントと講師が沖縄に
飛び出し、各地を巡りながら
沖縄の地層や岩石を調べて、
沖縄本島がどのようにできあ
がってきたのか紹介する。 

コラム 

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！ 



広報部　　佐藤大介

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 　　　　　　　　　　タイトル

1/9 院政～中世へのあゆみ～ 1/10 食と農業の世界地理 1/8 不等式の解き方

1/16 鎌倉幕府～武士政権の成立と展開～ 1/17 工業の世界地理 1/15 不等式の応用

1/23 鎌倉時代の荘園～拡大する地頭の支配～ 1/24 流通・貿易と情報化 1/22 2次方程式とその解き方

1/2、1/30 休止 1/4、1/31 休止 1/1、1/29 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/10 電子が移動する変化 1/8 化学反応式 1/9 生殖細胞のでき方

1/3、1/31 休止 1/15 化学変化の量的関係 1/16 植物の生殖と発生

1/22 物質の三態 1/23 発生の過程Ⅰ

1/1、1/29 休止 1/2、1/30 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/10 太陽系のなかまたち 1/9 lesson3 Great Journeys (3) 1/4 年始休止

1/17 もうひとつの太陽系をさがせ 1/16 lesson4 The Genbaku Dome (1) 1/11 子どもの生活と遊び

1/24 野外観察に出かけよう 1/23 lesson4 The Genbaku Dome (2) 1/18 家庭で育つ、社会で育つ

1/4、1/31 休止 1/2、1/30 休止 1/25 子どもの人権

放送日 タ　イ　ト　ル

1/4 年始休止

1/18 情報検索の達人になろう

※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。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/5 ガリヴァーとアリス（１） 1/6 短歌と俳句「犬」（２） 1/4 枕草子　鳥は（１）

1/5 ガリヴァーとアリス（２） 1/6 短歌と俳句「猫」 1/4 枕草子　鳥は（２）

1/12 ガリヴァーとアリス（１） 1/13 短歌と俳句「犬」（２） 1/11 枕草子　鳥は（１）

1/12 ガリヴァーとアリス（２） 1/13 短歌と俳句「猫」 1/11 枕草子　鳥は（２）

1/19 通知と案内（１） 1/20 短歌と俳句「蝶」（１） 1/18 枕草子　中納言参り給ひて

1/19 通知と案内（２） 1/20 短歌と俳句「蝶」（２） 1/18 論語　不仕無義

1/26 徒然草（１） 1/27 短歌と俳句「走る・歩く」（１） 1/25 孟子　仁人心也

1/26 徒然草（２） 1/27 短歌と俳句「走る・歩く」（２） 1/25 老子　柔弱

2/2 方丈記（１） 2/3 短歌と俳句「飲む・食う」（１） 2/1 荘子　蝴蝶之夢

2/2 方丈記（２） 2/3 短歌と俳句「飲む・食う」（２） 2/1 韓非子　法者王之本也

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/1 年始休止 1/9 Lesson4 I'll Be Right Here（10） 1/1 年始休止

1/8 心身の相関とストレス 1/9 Listen and Speak! 3 1/8 Lesson3 AT SIXES AND SEVENS(2)

1/8 ストレスへの対処（１） 1/9 How Do You Say It ? 2 1/15 Lesson3 AT SIXES AND SEVENS(3)

1/15 ストレスへの対処（２） 1/16 Lesson5 Bear's Pie (1) 1/22 Lesson3 AT SIXES AND SEVENS(4)
1/15 自己実現 1/16 Lesson5 Bear's Pie (2) 1/29 YOU'LL GET THE KNACK OF IT(2)
1/22 交通事故の現状と要因 1/16 Lesson5 Bear's Pie (3)
1/22 運転者の資質と責任（１） 1/23 Lesson5 Bear's Pie (4)
1/29 運転者の資質と責任（２） 1/23 Lesson5 Bear's Pie (5)
1/29 安全な交通社会づくり 1/23 Lesson5 Bear's Pie (6)

1/30 Listen and Speak! 4

1/30 文法のまとめ 2

1/30 Culture Box 2

水(水曜深夜)　　0：00～1：00（3番組連続放送） 火(火曜深夜)　　0：40～1：00火(火曜深夜)　　0：00～0：40（2番組連続放送）

保健体育 オーラルコミュニケーションⅠ英  語  Ⅱ

日(日曜深夜)　　23：00～23：40（2番組連続放送）

家　庭　総　合

現   代   文

金(金曜深夜)　　0：00～0：40（2番組連続放送）

水（火曜深夜）　　2：00～2：30

古  典 

地  学  Ⅰ

土(土曜深夜)　　0：00～0：40（2番組連続放送）

隔週金（木曜深夜）　　2：00～2：30

木（水曜深夜）　　1：30～2：00

情  報  Ａ

国 語 総 合

　　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）　　2：30～3：00

木（水曜深夜）　　2：30～3：00

地  理  Ｂ 数  学  Ⅰ

水（火曜深夜）　　1：30～2：00

英  語  Ⅰ

火（月曜深夜）　　1：30～2：00

日 本 史 

隔週木（水曜深夜）　　2：00～2：30

理科総合Ａ 生  物 Ⅰ

火（月曜深夜）　　2：00～2：30

化　学Ⅰ

水（火曜深夜）　　2：30～3：00

※テレビ放送：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：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。
　　　　　　　　　ラジオ番組は、放送終了後、ＨＰからストリーミングで番組視聴が可能です。
※2月スクーリング（卒業式）で卒業を目指す方、スクーリング参加時期が決まっている方
　　               →必要番組数が足りるかどうか、必ず早めに確認しておいてください。

　　※深夜ライブラリーは2006年度に放送した「NHK高校講座」の再放送です。
　　※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聞または下記にてご確認下さい。

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

文部科学省認可通信教育
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沖縄クラス大集合！！！  

                                       教務部 與那嶺優香 

あけましておめでとうございます。 

新年早々、沖縄クラスは大集合します！！ 

遠方の方も多いですが、この日はなんとか都合をつけて来ていただき 

たいと思います。内容は現在検討中ですが、皆で交流できるものを 

企画しております。ふるってご参加を！！！！！ 

 

１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）
沖縄クラス交流会＆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）
理科総合Ａ 英語Ⅱ 地学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
国語総合 生物Ⅰ 地理Ｂ 

 
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。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。） 

      
   
 

 
１月８日（火）の通学スクーリング終了後に、 

三井クラスの【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。 
 

※ 前日までに学校まで連絡を   
くださった場合、事前に資 
料を準備させていただき 

 

ます。 
                  【名護市民会館周辺地図】 
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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 
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1 火 元日 16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金 ２月Ｓ詳細発送 

4 金 １月Ｓ関係返送書類必着 19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月 成績発送 

7 月  22 火  

8 火 ☆通学Ｓ 23 水  

9 水 ２月Ｓ申込〆切（消印） 24 木 ２月Ｓ残りのＲＨ提出〆切 

10 木  25 金  

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月 成人の日 29 火
２月Ｓ添削〆切 
２月Ｓ関係返送書類必着 

15 火 ２月Ｓ申込〆切（必着） 30 水  

   3１ 木
３月Ｓ申込書 
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、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 

去る 12 月 13 日、日本テレビのニュース番組

の特集コーナーで八洲国際の後期卒業式の模

様が、12 月 16 日には沖縄タイムス朝刊で八洲

ライブの様子が紹介され、関連各位だけでな

く、視聴者・読者の皆さまから、お問合せや

反響をいただきました。とてもうれしく思い

ます。これからも広報担当として、わかりや

すく、インパクトのある情報提供に努める所

存です。本年も、よろしくお願い致します。 

佐藤 

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付けております） 

HP   http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 
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