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平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日

八洲学園大学国際高等学校

教 務 部  齊 藤  綾 子

平成 19 年度後期卒業証書授与式挙行！ 
 

 

 
2 月スクーリングの最終日に平成 19 年度後期卒業式が挙行されました。今回卒業した生徒さんは総勢 140

名あまり！八洲学園大学国際高等学校は広域通信制なので、全員が卒業式に参加するわけではありませんが、

それでも半数の生徒さんが卒業式に参加され、新たな門出を祝いました。卒業後の未来に向かって大きく羽ば

たいていってください！高校卒業、おめでとうございます。 
 
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！ 

 

                       

               
・ e ラーニング活用開始/継続利用ま

での流れ [p.９] 
・ 通学スクーリング [p.１０] 
・ ＮＨＫ番組表 [p.１１] 
・ 4 月行事予定[p.１２] 

・ 2 月スクーリング ダイジェスト[p.２] 
・ 卒業式[p.3～６] 
・ 3 月スクーリング ダイジェスト[p.７]  
・ e ラーニングを活用しよう[p.８] 

http://study.jp/hs/yashima/top.html


文部科学省認可通信教

2 月スクーリング ダイジェスト       

    教務部 齊藤 綾子 
 

  

紙漉きのため

の木枠を作っ

ています！こ

の木枠で紙を

漉いて葉書を

作りました 

体育で集合！                                 特別活動で 

～☆2 月スクーリング、テーマは「卒業にむけて」～ 
2 月スクーリングのテーマは「卒業に向けて」！ということで、消しゴムハンコで校歌を作ったり、牛乳パック

から葉書を作って大切な人に向けて手紙を書いたり、文集を作ったりしました！日頃の思いを改めて文章にして

みたり、皆で話し合うことで高校生活を振り返るいい機会になったのではないでしょうか…最終日の懇親会では

沖縄のバンド「Ａ．Ｍ．Ｇ」さんに卒業ライブをやっていただきました！ 

     

文集を作ってる

よ（左）と、葉

書の材料の、牛

乳パックの山！

洗うところから

スタート…（^^）

           文集作り～                     これが葉書の素になります 

  

この他、キャンプファイ

ヤーでどんと焼きをやっ

たり、スクーリングの

DVD を見たり…と盛り

だくさんの9日間でした。

この出会いは一生もの！ 

改めて振り返る高校生活…八洲だから出会えた友達、八洲

だから送れた高校生活を忘れないで、新たな一歩を踏み出

してくださいね。卒業生の皆さん、ご卒業本当におめでと

うございます！在校生の皆さんも卒業に向けて頑張って

いきましょうね、春はもうすぐそこ、新しい年度がはじま

ります。（^^） 
 

      ＡＭＧさんと☆ 
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文部科学省認可通信教育 

広報担当 岩井 貴生 

卒業証書授与式 校長式辞編

 

卒業式で読まれた校長式辞の内容が 2 月 24 日の和田校長ブログ「続・開学日記」

（http://blog.study.jp/wada/）で紹介されています。とても良い話なので今月号

の『ゆんたく』で引用することにしました。自分が好きなことを見つけることがどれだけ大切なのか、

ということを再認識させてくれる内容です。皆さん、是非読んでみてください。 

校長ブログ「続・開学日記」～２月２４日～ 

今日は八洲学園大学国際高等学校の卒業式だった。校長なので毎回、式辞というものを話すことに

なるのだが、校長の話って大抵、退屈なものとみんなは思っているだろうし、なくてもいいのではな

いかとさえ思うのだが、なぜか毎回式次第にしっかりと入っている。せっかく、貴重な時間をもらう

のだから、何か役に立つ話をとは思うのだが、説教くさかったり、人生訓的になると自己嫌悪に陥る。

かといって、笑いと取るのも、式の雰囲気を壊しかねない。 

 いろいろ考えて、今回は、iPod で有名なアップル社やトイストーリーやモンスターズインクで有名

なピクサー・アニメーション社の CEO スティーブ・ジョブスが２００５年のスタンフォード大学の

卒業式で行ったスピーチを紹介させてもらうことにした。 

彼は大学を半年で中退しているのだが、それが結果的に後に一世を風靡したパソコン、マッキントッ

シュの成功につながった。中退したことで、興味のない授業を受ける必要がなくなり、その空いた時

間に学んだことが、１０年後にマッキントッシュの開発に役立った。しかし、中退したときに、そう

なると予想していたわけではないが、中退と成功という点と点がいつかは繋がるという自信だけは持

っていたという。 

 また、自分が作った会社アップルを首になるという信じられない体験をしている。しかし、後に、

このことが最良であったと振り返っている。アップルを首になったあとも、彼はコンピュータの仕事

が好きだということに気づいて、それを続けた。結果的に、彼が作った Next という会社がアップル

に買収され、彼はアップルに戻ることになったのだが、アップルを離れている間に身に付けたことが、

今のアップルの成功の元になっている。 

 好きなことを見つける、それが好きなら信じて続けること。もし、まだ見つかっていないなら見つ

かるまで探し続けること。止まってはいけない、と彼は述べている。まったくもって、その通りだ。 

そして彼は、一度余命３か月のガンを宣告されたことがある。そのときの経験からか、「もし、今日

人生最後の日としたら、今日することは本当にやりたいことか？」を自分に問いかけて、そうでない

日が続いたら、何かを変えなければいけないと、気づいたという。 

 彼のスピーチをたまたま聞いて、感動と共感を覚えたので、ぜひ、これを式辞として、卒業生に伝

えたかった。（以下、省略） 

 

～お知らせ～ 
来年度（平成 20 年）4 月 1 日より、和田校長は学校法人八洲学園理事長の職に専念することになり、それに

伴い八洲学園大学の中田教授が八洲学園大学国際高等学校の校長に就任することになりました。 
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文部科学省認可通信教育 

3 月スクーリング ダイジェスト       

教務部 三井 智絵 
3 月アニマルスクーリング♪ 
毎日のサチコ＆ユッコ当番はもちろん♪一週間を通して、いろんな動物と触れ合いました！ 

また会いたいね！！ 

カメの研究も

したよ！奥が

深～いっ♪

与那国馬に乗りました＠沖縄こどもの国！ 
しかも裸馬！馬の体温が伝わってきて生き

てることを実感！！！ 

瀬底島にある

琉大研究所の

帰り道、ｻﾄｳｷﾋﾞ

を頂きました

♪ﾊﾞｽ内でﾑｼｬﾑ

ｼｬ！ 

学校から歩いて 10 分のところにあるＮＰＯ法人「動物た

ちを守る会ケルビム」に行きました。犬班、猫班に分か

れて散歩やシャンプー、トイレのそうじ等、とってもよ

く頑張りました！！いろいろ感じた一日でしたね。 

☆最初はすごい不安だったけど、スクーリングに参加して楽しいことや初め

てのことを体験できて良かったです。八洲に来て良かった！ 

☆もとから動物が好きで色々と動物について知ってるつもりだったけど、捨

てられた犬があのような結末を迎えることを知りとても勉強になりました。

☆楽しかったけどもっとみんなと話したかった！！ 
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管理部 鈴木 啓之 

イーラーニング(e-learning)を活用しよう 文部科学省認可通信教育 

八洲学園大学国際高等学校のイーラーニングは、沖縄で授業を担当している教員が、電子黒板に板書

しながらインターネット上で授業（収録）をします。 
 

八洲の e-learning ５つの特徴 

・ たった１番組の視聴で１通の視聴報告書が作成できます。視聴報告書１通を作成するのに、ラ

ジオでは３番組の視聴、テレビ番組では２番組の視聴が必要ですが、e-learning ならば、１番組で OK！ 

（視聴時間は、） 

＝ ＝ 

 

・ いつでも視聴できます。インターネットに好きな時間にアクセスして視聴することができます。テレビの

NHK 高校教育講座では隔週または毎週の番組なので、学習の間があいてしまうなど学習のペースがつか

みづらい生徒さんに向いています。（例えば必修科目「理科総合 A」のテレビ視聴報告４通を完成させるに

は、番組が隔週なので１４週と１日かかります。ｅ－ｌｅａｅｒｎｉｎｇならば集中的に学習ができます。） 

また、番組のどこでも、一次停止、巻き戻しが可能です。 

 

 

・ どこでも視聴できます。インターネットにつながる環境ならば、世界のどこからでも視聴できます。 

（＊PC、OS、導入済みソフトは案内の必須条件を満たしている必要があります。） 

 

・ 科目のスクーリング必要時間数の最大６／１０時間までを、イーラーニングの視聴報告で振り替える

ことができます。 

・ ラジオ又はテレビの視聴報告と組み合わせると、スクーリング必要時間数の最大８／１０時間までを、

イーラーニングの視聴報告で振り替えることができます。 

 

                               

・ ただし、視聴には学籍管理料が 24,000 円／年かかります。 

・ 2007 年前期にイーラーニング利用を申請された生徒さんで、2008 年度も引き続き利用しようと考えている生

徒さんは、再度利用申請をしていただく必要があります。 

・ 新たに利用を始めたい生徒さんは、「学習の手帳」より「CW（コミュニティウェブ）・イーラーニング・成績発送

申込書」ページをコピーの上、必要事項を記入して学校までご送付ください（次ページに申込の流れを示し

ます）。 

番組表 見忘れた！

録画忘れた！

ネットカフェいこうかな
それとも家で見ようかな

思いついたが吉日！
ちょっくら勉強すっか。

今日は英語Ⅱの集中勉強日に
しよう！朝からガンガン見るぞ

深夜放送は眠い！

海外でもOK！ 

教育課程表α(１年次)群β(２年次)群γ（３
年次）群の科目をまたいで履修している
場合、集中スクーリングで、かちあいを少
なくすることができます。

体調が思わしくなくて体育参加が困難
な場合、10時間中最大８時間を自宅学
習に振り返られますよ！ 
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イーラーニング利用開始／継続利用までの流れ 

管理部 鈴木 啓之 文部科学省認可通信教育 
 

 

   

 

 ２００７年前期に申し込み、２００８年

度も引き続いて継続利用する 
 はじめてイーラーニングを申し込む

お試しで視聴する 

クラス担任より、受講開始の連

絡をします。 

イーラーニング視聴報告書を

自宅に郵送します。 

イーラーニング担当（鈴

木：070-5587-2984）よ

り、電話で連絡をとりな

がら番組を視聴できるよ

う案内／サポート。 

 

確認用番組を視聴 

「学習の手帳」綴じ込みの「イー

ラーニング申込書」を郵送申請

（パスワードの登録を兼ねる） 

（デポジット支払いのコンビニ名

の申請を兼ねる） 

イーラーニング視聴に必要なパソコン条件 

プ ロ セ ッ
サ(CPU) 

Celeron 500MHz 相当 
（PentiumIII 750MHz 以上を推奨） 

メ モ リ 容
量 

128MB(256MB 以上を推奨) 

空 き デ ィ
スク容量 

100MB 

デ ィ ス プ
レイ 
（ 表 示 機
能） 

コンビニで学籍登録料分のデポ

ジットを積み立てる 解像度:1024×768 
表示色:6 万色 

サ ウ ン ド
カード 

学校がデポジットより学

籍登録料を課金します。 

Windows で動作すること 

Windows2000 Professional Edition(*2) 
WindowsXP Professional/Home Edition 
WindowsVista 

次いで、履修科目をイー

ラニングで受講できるよ

う設定します。 

OS 

Microsoft Internet Explorer5.5 以上 
Windows MediaPlayer 9 以上 
Adobe SVG Viewer 3.0 以上 
Adobe Reader5.0 以上 

必要なソ
フトウェア 

イーラーニング視聴に必要な回線条件 

回 線
環境 

実効値が 0.5Mbps 相当以上 
（1.5Mbps 相当以上 推奨） 

 

イーラーニングによる学習開始 

＊ 学校 HP 上のイーラーニング環境チェックページで、自動判定が「OK」と判定された場合も視聴できないことがあ

りますので、利用前は必ずイーラーニング担当者の鈴木と連絡を取ってください（070-5587-2984）。 
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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 

みなさんこんにちは。 

新年度が始まりました！新入生のみなさんはもちろん、昨年度からの科目がまだ残っている生徒さん、

今回新たに追加科目登録をした生徒さん、学習の方は進んでいるでしょうか？ 

今年度の目標を立て、卒業目指して充実した１年にしましょう。 

 

 

 
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 

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 

 

4月の通学スクーリングは下記の日程です。 

  

  1 年次(α) 2 年次(β) 3 年次(γ)

ホームルーム 

（9：50～） 

玉城クラス：クジラ教室     

 
          

横田クラス：イルカ教室 に集合 

1 時間目 

（10：00～11：30）
国総 生物Ⅰ 日本史 B 

昼休み 学校バスでコンビ二まで 

（11：30～12：30） 送迎致します。 

2 時間目 

（12：30～14：00）
英語Ⅰ 数学Ⅰ 地学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
新年度クラス会 

※変更がある場合はクラス通信にてお知  
らせいたします。   
 
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、玉城クラス・ 

横田クラスそれぞれで【保護者懇談会】 

を行います。年度始めですので、是非 

ご参加ください。 

 

       ※資料の準備がありますので、なるべく        

 

前日までにご連絡ください。        【 名護市民会館周辺地図 】 
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総務部　岩井　貴生

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

4/2 江戸幕府の成立～長期政権の土台～ 4/10 エネルギーは仕事の貯金箱 4/11 アニメーションを作ろう
4/9 「鎖国」の実態～江戸時代の海外交流～ 4/24 ひんやり・ほかほかの物理 4/25 街のプレゼン名人を探せ！
4/16 村と町～民衆の暮らし～
4/23 「幕政改革」を見直す～田沼意次とその時代～
4/30 一揆と打ちこわし～民衆の行動と論理～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

4/1 2次関数の 大値・ 小値 （2） 4/1 電池 4/4 食品と調理（1）
4/8 2次関数の 大値・ 小値 （3） 4/8 電気分解 4/11 食品と調理（2）
4/15 2次関数のグラフと2次方程式（1） 4/15 元素の分類、水素と希ガス 4/18 食の安全チェック
4/22 2次関数のグラフと2次方程式（2） 4/22 ハロゲン 4/25 これからの食生活
4/29 2次関数のグラフと2次不等式（1） 4/29 酸素と硫黄 5/2 食生活と環境問題

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

4/3 火成岩のいろいろ 4/2 遺伝子の連鎖と組み替え 4/3 ヨーロッパ(1)～ＥＵ統合のゆくえ～
4/10 山はなぜ高いのか？ 4/9 遺伝物質ＤＮＡ 4/10 ヨーロッパ(2)～経済発展と民族問題～
4/17 流水がつくる風景 4/16 ＤＮＡとたんぱく質 4/17 イスラーム世界
4/24 変化し続ける海岸 4/23 ＤＮＡ研究とその応用 4/24 アフリカ～ケニアの暮らしから～
5/1 地層を調べる 4/30 刺激の受容と反応 5/1 オセアニア

放送日 タ　イ　ト　ル

4/2 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (3)
4/9 Lesson 6 The Lake Is My Home(1)
4/16 Lesson 6 The Lake Is My Home(2)
4/23 Lesson 6 The Lake Is My Home(3)
4/30 Communication 3

※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。

■　　 日（日曜深夜）00：00～00：40（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

4/6 シーソー（2）（柳田邦男） 4/7 みどりの指（よしもとばなな）（1） 4/3 Lesson 7 :  Don't Forget Breakfast !(10)
4/6 りんごのほっぺ（1）　（渡辺美佐子） 4/7 みどりの指（よしもとばなな）（2） 4/3 Listen and Speak ! 6
4/13 りんごのほっぺ（2）　（渡辺美佐子） 4/14 みどりの指（よしもとばなな）（3） 4/3 文法のまとめ　3
4/13 プレゼンテーションと報告（1）(話す聞く・書く) 4/14 みどりの指（よしもとばなな）（4） 4/10 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (1)
4/20 プレゼンテーションと報告（2）(話す聞く・書く) 4/21 みどりの指（よしもとばなな）（5） 4/10 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (2)
4/20 万葉集 4/21 食事（高階杞一）・こころ（萩原朔太郎） 4/10 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (3)
4/27 古今和歌集 4/28 日本海（草野心平） 4/17 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (4)
4/27 新古今和歌集 4/28 夢見るダイバー人形（高樹のぶ子）（1） 4/17 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (5)
5/4 梁塵秘抄・閑吟集・近世俳句 5/5 夢見るダイバー人形（高樹のぶ子）（2） 4/17 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (6)
5/4 その子二十「短歌」（1） 5/5 山月記（中嶋敦）(1) 4/24 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (7)

4/24 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (8)
4/24 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (9)
5/1 Lesson 8 : Color Is the Keyboard (10)
5/1 Listen and Speak ! 7
5/1 How Do You Say It ? 4

■    金(金曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■    火（火曜深夜）0:40～1：00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

4/2 家族計画と人工妊娠中絶（2） 4/5 項羽と劉邦（2） 4/2 Lesson5-(4) LOOK BEFORE YOU LEAP! (4)
4/2 性について考えてみよう 4/5 項羽と劉邦（3） 4/9 Lesson6-(1)HOME AWAY FROM HOME (1)
4/9 運動技能のしくみ 4/12 項羽と劉邦（4） 4/16 Lesson6-(2)HOME AWAY FROM HOME (2)
4/9 運動技能の上達 4/12 項羽と劉邦（5） 4/23 Lesson6-(3)HOME AWAY FROM HOME (3)
4/16 運動技能を高める練習 4/19 項羽と劉邦（6） 4/30 Lesson6-(4)HOME AWAY FROM HOME (4)
4/16 スポーツをみて考えてみよう 4/19 大鏡 時平と道真 （1）

4/23 運動の計画的な 学び方（1） 4/26 大鏡 時平と道真 （2）

4/23 運動の計画的な 学び方（2） 4/26 大鏡 時平と道真 （3）

4/30 加齢と健康 5/3 道長と伊周 （1）

4/30 高齢者のためのとりくみ 5/3 道長と伊周 （2）

※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。
※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、必ず確認して下さい。
※ 放送時間・内容は変更になる場合があります。事前に予定された変更は、ＮＨＫ高校講座ＨＰ
　　「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。
　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

広報担当 岩井 貴生

この3月をもって以下の6名の先生方が退職されます。今後のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
 　三井智絵　先生（英語）、　齊藤綾子　先生（地歴・公民）、　金城利絵　先生（保健体育）、宮城綾子　先生（保健体育）、

　上間優　先生（英語）、　佐藤大介　先生（広報）

火(月曜深夜)1：50～2：20

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週 金(木曜深夜)2：00～2：30

化　学Ⅰ

水(火曜深夜)2：15～2：45

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。

木(水曜深夜)2：30～3：00

隔週　木(水曜深夜)1：45～2：15

理科総合Ａ 情  報  Ａ

金(木曜深夜)2：30～3：00

生  物 Ⅰ

火(月曜深夜)1：20～1：50

日 本 史 

地  学  Ⅰ

水(火曜深夜)1：45～2：15

木(水曜深夜)1：15～1：45

英  語  Ⅰ

水(火曜深夜)1：15～1：45

英  語  Ⅱ

地  理  Ｂ

現   代   文

■　火(火曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送）

国 語 総 合

体育α・β・γ 古  典 オーラルコミュニケーションⅠ

■　　  土(土曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■     水（水曜深夜）0：00～1：00（3番組連続放送）

今年度で退職される先生方



 文部科学省認可通信教育 
                               

                                  
 

                                 
1 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金 ５月スクーリング申込〆切（消印） 

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火 ５月スクーリング申込〆切（必着） 

8 火  23 水 ４月通学スクーリング 

9 水  24 木  

10 木  25 金  

11 金 ５月スクーリング申込書発送 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 昭和の日 

14 月  29 火  

15 火  30 水 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 

平成 20 年度がはじまりました。横浜で
は桜が咲き始めています。沖縄では既に
海開きをした地方もあります。 
来月は今年度はじめてのスクーリング

が開催されます。教職員一同、スクーリ
ングで皆さんにお会いできることを楽し
みにしています。      

横浜分室 岩井貴生 

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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