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八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

 
５月スクーリングがはじまりました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真：5 月スクーリング入校式の様子） 
 

今年度はじめてのスクーリングがいよいよ始まりました。みなさんとスクーリングでお逢いできることを 
教職員一同楽しみにしています。しっかりとサポートしていきますので、計画的に学習を進めてどんどんスク

ーリングに参加してください。 
 

「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！

      

               ・ 平成 20 年度のスクーリングが始まりました。[ｐ.２]
・ 教職員紹介[ｐ.３－４] 
・ 新任教職員紹介 [ｐ.５]  
・ スクーリング参加の手順 [ｐ.６] 
・ リポート作成のポイント [ｐ.７－８] 

・ コミュニティーウェブの使い方[ｐ.９] 
・ 通学スクーリング[ｐ.１０] 
・ ＮＨＫ番組表 [ｐ.１１] 
・ ６月行事予定[ｐ.１２] 



総務部 岩井 貴生 

文部科学省認可通信教育 

平成２０年度のスクーリングがはじまりました。

 
皆さん、平成 20 年度のスクーリングがはじまりました。これから毎月（10 月を除く）スクーリング

は実施されますので、計画的に学習を進めて参加してくださいね。 
中田雅敏校長（八洲学園大学教授）よりスクーリングが始まるにあたって皆さんにメッセージが届い

ています。 
 

 

人生には、時には挫けそうになったり、余りにも早い社会の流動化に

付いてゆけなかったりすることもあります。また今まで夢や希望を持っ

て叶えようとしてきたのに、実現が危ぶまれたりすることが度々あるも

のです。 

 八洲学園大学国際高等学校では、そういう生徒さんの夢の実現に向け

て一人ひとりの先生が真剣にみなさんに接してくれています。八洲学園

国際高校に在籍している生徒さんは、皆それぞれ抱いている夢は異なっ

ていますが、皆その夢の実現のために努力をしています。 

 沖縄は素晴らしい自然に満ちています。そうした美しい自然の中で学

習をしていますと、一度挫けそうになった夢の実現への意欲が再び沸々

と湧いてきます。生徒さんはそれぞれ個性を持っています。その個性を

生かしながら矯めることなく、個性を尊重し、夢の実現に向って学習で

きるよう、八洲の教職員は全力で取り組んでいます。すべての生徒さん

が無事に高校を卒業することを期待しています。多くの教職員ともども

入学なされますよう胸を開いて待っています。 

校長 中田雅敏 
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①出身地、②誕生日、③趣味特技、④マイブーム⑤生徒さんへ一言               総務部 岩井 貴生 
校長 

中田
な か だ

 雅敏
ま さ と し

 
①埼玉県 

②６月４日 

③盆栽・囲碁 

④俳句の創作 

⑤皆さんの高校卒業に向けての努力に 

感心しています。教職員一同、全力で 

皆さんをサポートします。 

教頭 

中村
な か む ら

 成希
ま さ き

  (地歴) 

①福岡県北九州市 

②１２月１６日 

③離島探検（電動自転車にて） 

④ビリーズ ブート キャンプ 

⑤ワタシの痩せていく様子をブログで 

見て下さい！ 

東・西日本クラス担任 

中村
な か む ら

 智子
と も こ

  (保健体育) 

①神奈川県茅ヶ崎市 

②１１月２９日 

③マリンスポーツ、マラソン、カラオケ、 

声が大きい、体力＆持久力がある！ 

④三線で弾き語り 

（…と言っても工工四を見ながらね。） 

⑤困ったとき、焦ったとき、心配なときはナ

カトモまで遠慮せずご相談ください！ 

西日本クラス副担任 

鈴木
す ず き

 啓之
ひろゆき

 (理科) 
①愛知県名古屋市 

②４月２０日 

③食べること・読書 

④近くの川で亀と鯉とボラの戦いを見ること 

⑤スクーリングに来た時は、しっかり食べて健

康になって帰ってください。 

        沖縄（玉城）クラス担任 

玉城
たましろ

 健一
けんいち

 （書道・国語） 
           ①沖縄県本部町 
           ②９月８日 
           ③書道、小学生とのサッカー 
           ④Ｙ’ｓＳＮＳで皆と交流♪ 

⑤「一緒に」「少しずつ」「自分のペースで」

「楽しく」前進しましょう(^_^)♪ 

東日本クラス副担任 

岩井
い わ い

 貴生
よ し な り

 （広報） 
①東京都世田谷区 

②１月３０日 

③少林寺拳法 

④漫画を大人買いして読むこと 

⑤沖縄で多くのことを学び、たくさんの 

思いでを作って帰ってください。肩の力を抜い

てスクーリングをエンジョイしよう。 
沖縄（横田）クラス担任 

横田
よ こ た

 裕美
ゆ み

 (保健体育) 

①福島県 

②８月２日 

③探検ドライブ・散歩・寝る 

④運動 

⑤素敵な出会いと素敵な時間を(^.^) 

沖縄（玉城）クラス副担任 

長谷川
は せ が わ

 瑠美
る み

 （保健体育）
①埼玉県さいたま市 
②４月５日 
③ダイビング・サッカー観戦 
④本部の町を散策すること 

⑤自分のペースでやっていきましょうね。全

力でサポートします!! 

與
よ

那嶺
な み ね

 優香
ゆ う か

（地歴・公民） 
①沖縄県南城市 
②１月２１日 
③バレーボール 
④ＤＶＤ鑑賞 
⑤私たちと一緒に高校生活の思い出をつくり

ながら卒業を目指しましょう。 
           

            沖縄（横田）クラス副担任 

島袋
しまぶくろ

 友美
と も み

（商業・情報） 
①沖縄県本部町 
②９月２１日 
③三線 
④車の中で大熱唱！ 

⑤八洲に来たのは偶然ではなく必然かも。 

スクールライフをエンジョイしよう(・∀・)！

仲間
な か ま

 美月
み づ き

 （国語） 
①沖縄県南城市 
②９月１０日 
③ドライブ・バスケ・カラオケ 
④海に行って友達と談笑（笑） 
⑤今年、一年目の新米です。よく、「うる

さい！」と言われます・・声が大きいので。

（笑）これから、みなさんと一緒に過ご 
す時間をとても楽しみに ています。 し

よろしくお願いします。 

垣花
かきはな

 操
みさお

 （英語） 
①沖縄県 
②４月２１日 
③読書、ドライブ、折り紙、三線 
④ゴミの分別 
⑤今しかできない、ここでしかできない、あな

たしかできないことを見つけてください。 
 

 

岸野
き し の

 博一
ひろかず

 （地歴・公民）

①千葉県若葉区 
②８月７日 
③旅行 
④タイフード 
⑤沖縄でお会いできるのを楽しみにしてい

ます！ 

  

知念
ち ね ん

 敦子
あ つ こ

 （地歴・公民） 
①福島県 

②１０月１０日 

〔産休〕 

 

文部科学省認可通信教育 教職員紹介
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文部科学省認可通信教育 
教職員紹介

 
  

大城
お お し ろ

 正功
ま さ の り

 （書道） 

①沖縄県本部町 
②７月２日 
③書道・ゴルフ 
④体力作りのためのゴルフ練習 
⑤自分の特徴をしっかり表現できる生徒になっ

ててほしい。そのためにもお互いに理解し合

う努力も大事です。 

与古田
よ こ だ

 初子
は つ こ

 （家庭）  

①沖縄県うるま市 

②１０月１０日 

③カラオケが大好きです。 

④きっとやってくるはず食糧難に備え？ 

野草の勉強を… 

⑤「疲れたら休め、彼らもそう遠くは行く 

まい」（詩人の言葉）がんばっている人が

言えるのだけど、ゆっくりゆっくりでも

前進はあるからね。 

  

原田
は ら だ

 みき子
み き こ

（国語・美術） 
①秋田県 

②５月２６日 

③読書 

④基地反対運動 

⑤全ての人が平等に持っている１日２４時間。

どう使うかはあなた次第。 

糸満
いとみつ

 英子
え い こ

（英語） 
①沖縄県うるま市 
②７月 4 日 
③スポーツ観戦・料理 
④日本そば 
⑤一人ひとり、この一年の目標を決め、 

 一歩一歩着実に目標達成に向けて取り 
 組んで下さい。 

  

島袋
しまぶくろ

 正良
まさよし

（理科・数学） 

①沖縄県八重山 
②３月１６日 
③ゴルフと家庭菜園 
④ギターと三線を弾くこと 
⑤現代の時間の速さは、農業中心の時代のそれよ

り速くなって感じられると思います。同じ時間で

も、人によって感じ方が違うのである。人にはそ

れぞれ内なる時間をもっていて、時おりそれを感

じてほしいのです。 

久高
く だ か

 強
つよし

 （数学・理科） 
①沖縄県名護市 
②９月２３日 
③バトミントン、テニス、卓球、英会話 
④ダイエットに挑戦中です。 
⑤数学、理科を担当している久高強です。

高校卒業目指して頑張っていこう！！ 

   

喜納
き な

 政樹
ま さ き

 （事務課） 
①沖縄県本部町 

②４月１８日 

③スポーツ観戦・サッカー、野球 

④投資信託 

⑤あまり気負わずマイペースに進んでください。

丑野
う し の

 隆史
た か し

 （公民）  
①東京都町田市 
②１２月５日 
③ポルトガル語 
④のんびりと日焼けを楽しむこと 
⑤沖縄は本当に美しい島！この恵まれた環境で

 勉強＆生活できるってなんてすばらしい！ 
 …と肌で感じて一緒に楽しいスクーリング 
を作りましょう！！  

                  

松本
まつもと

 美代子
み よ こ

（事務課）  

①東京都江東区 

②９月１４日 

③ドライブ、ロデオボーイ乗り♪ 

④今、カヌー遊びを始めました。 

⑤どんなに小さな事でも心の中に閉じ込めない

でいっしょに解決していきましょうね。 

具志堅
ぐ し け ん

 慎一
し ん い ち

 （校務） 
①沖縄県本部町内 

②１２月２２日 

③ゴルフ、草野球チーム所属 

④ゴルフ 

⑤夢は見るものではなくつかみ取るもの 

 自分にまけるな、前進あるのみ！    
  

槌林
つちばやし

 恵子
け い こ

 （事務課） 
①石川県金沢市 
②２月８日 
③野球観戦（中日ファン）、          

④スノーボード 
⑤皆さん、機会があれば沖縄でお会いいしま 
しょう。 

本間
ほ ん ま

 衣里
え り

 （事務課） 
①東京都足立区 
②１２月２２日 
③映画鑑賞・音楽鑑賞・旅行 
④ガーデニング 
⑤はじめまして！八洲で皆さんと共に成長し 
 ていけたらと思っています。 

 
      

          サチコ 
散歩大好きだワン♪スクーリング中は話しかけてね！

ユッコ 
スクーリングで会うのを楽しみにしているワン♪ 
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新任教職員紹介

総務部 岩井 貴生 
文部科学省認可通信教育 

今年度より新しく着任した教職員の先生方を紹介します。 

みなさん、こんにちは！ 
 ４月より玉城クラス(沖縄)の副担任をさせていただいている長谷

川瑠美です。教科は保健体育を担当しています。沖縄の文化、自然、

人柄すべてが好きで埼玉から八洲へやってきました。昨年まで埼玉

県の小学校で養護教諭をしていました。養護教諭と言われても・・・

あまりピンとこないかもしれませんが、保健室の先生といえば皆さ

んもご存知なのではないでしょうか。昨年までの経験を活かし、全

力でみなさんをサポートしていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします！！ 

 

スクーリングで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています♪

わたしのモットーは「出会いは人を成長させる」です。沖縄での出会

 いを大切にしていきましょうね！気軽に声をかけてくださいね。

はじめまして こんにちは 
４月より横浜分室で勤務している槌林恵子（つちばやしけいこ）です。 
勤務して１ヶ月程になりますが、もっとよく学校のことを知って、目配り気配

り心配りができるよう成長したいと思いますので、よろしくお願いします。 
私は学生時代、クラブ活動を通して大切な仲間に出会いました。ソフトボール

部に所属していたのですが、休むことなく辛い練習にも耐え続けられたのは友

達のおかげだと思います。一緒に笑ったり泣いたり…楽しかったですよ。皆さ

んもスクーリングなどを通して素敵な友達に出会えるといいですね。応援して

います。 
出身地：石川県 趣味・特技：スポーツ観戦、ソフトボール、スノーボード  
好きな食べ物：豆類（豆パンにはまっています） 性格：おっとりしている  

４月２４

します。八 いきた

いと思っています。どうぞよろしくお願いします。 
私は学生 リカのハワイ州／ハワイ島に約

１ヶ月間短期

に興味を持つ

す限り海外に

リア、北アフ

界遺産と歴史

た人々や大自

 

日から横浜分室で勤務しております本間 衣里（ほんま えり）と申

洲学園大学国際高等学校を通じてみなさんと一緒に成長して

時代に学校のカリキュラムでアメ

留学をした経験があります。それがきっかけで外国の文化や歴史

ようになりました。社会人になってからですが、時間とお金が許

足を運ぶようにしています。今までに行った国はアメリカ、イタ

リカにあるチュニジア共和国と数は少ないですが、たくさんの世

の残る遺跡を観光してきました。海を越えた遥か遠い国で出会っ

然も旅の醍醐味です。 
八洲学園大学国際高等学校では沖縄での集中スクーリングがありとても魅

力的ですね。沖縄での体験が皆さんにとって貴重で思い出深く、素晴らしい経

験になることを祈っています。 

5 



管理部 鈴木 啓之 

文部科学省認可通信教育 スクーリング参加の手順

 

スクーリング参加当日 
最初の授業「ガイダンス」で 

お会いしましょう！ 

集中スクーリング参加者へ

「詳細」文書発送 

 

入学時の履修登録 
前後期の科目追加登録 

３,４月 

９,10 月 

 

半年／１年間の学習計画を立てよう！ 
集中スクーリング参加月の目標を設定し
テレビ・ラジオ視聴報告書作成のための
番組視聴の計画を立てよう！

集中スクーリング参加申込書

発送 
毎 月始め 

集中スクーリング参加申込 
〆切 (消印） 

 

集中スクーリング参加申込 
〆切 (必着） 

返送書類必着 

発送日から 
7～８日後 
(直近の集中ス
クーリングの 
3 週間程度前) 消印締切の

４～５日後 

「スクーリング参加日程」が決まったら、「宿
舎利用の有無」「送迎バス利用」「航空券手
配の有無」「デポジットの納付希望額」を併せ
て申し込み！

「集中スクーリング実施のお知らせ」を読ん
で、興味あるテーマ、参加に都合の良い日
程を選ぼう。

参加〆切（消印）を過ぎてもあきらめるな！ 
〆切(必着）日までに申込書が到着すれば間に合うぞ！ 

４～７日程
度前 

デポジットの振込みコ
ードをお伝えします。 

参加申込完了！ 

デポジット入金 

デポジット残高から参加費用を差し引きます 

OK！ 預かり金が費用に満たない場合
「詳細」発送日の 14 時までにデポジッ
トの入金が確認できない場合、スクー
リング参加がキャンセルとなります。参
加〆切（必着）から２～３日しかない。
手続きは急いで！ 

人気集中のスクーリングや少人数スク
ーリングは定員がありますので、参加
をキャンセルさせていただく場合があ
ります。 

体体調調やや学学習習のの進進みみ具具合合

、、時時間間割割やや試試験験にに関関すす

るる希希望望ををククララスス担担任任にに

伝伝ええててよよくく相相談談しし、、最最適適

のの学学習習ププラランンをを練練ろろうう

デポジット入金が未納の方には「
詳細」が送られてきません。至急
入金して担任に連絡して下さい。
コンビニの端末の操作方法が分
からないときも担任に相談してね。

【表】・スクーリング持ち物チェックリス
ト
宿舎利用規程

【表】・誓約書(兼校外外出許可願)
【裏】・服用中の薬品に関する説明書
        兼 航空便確認表
スクーリング参加費明細書

【表】スクーリング時間割
【裏】平成２０年度前期試験出題ポイ
ント

集中スクーリ
ングの２週間
程度前 

集中スク
ーリング
の 20 日
程度前 返送用の水色の紙です。 

同封の青封筒を利用してね。 
  署名捺印を忘れずに！ 
  表裏 書くところがあるよ！ 

〆切期日に余裕を持ってリポートや視
聴報告書を提出しよう！ 
直前に出して（名前の書き忘れや 
バーコード張り忘れなどの）「不備」に
なると大変だぞ！ 

重い荷物は郵パック／
宅配便で別送できるよ

 

残りのリポート、
視聴報告書 
提出〆切 

〆切までに提出し、
合格しないと、単位修得試
験を受けられないぞ！ 

「学習の手帳 行事予定P1～4」 

「R」は「リポート」、 
「H」は「放送視聴」 
「S」は「スクーリング」の略です。 

八洲でよく使う略号です。 

次回のスクーリングにむ
けて、分からない／難しい
リポートを持ってきて、「学
習会」で解決しよう。封筒
持参で提出もできるぞ！

帰りも、
荷物は「着払い」で別
送できるよ！

学学習習ププラランンをを立立ててるるととききははククララスス

担担任任にに相相談談ししよようう。。親親身身ににななっってて

アアドドババイイススししててくくれれるるぞぞ！！  平成20 年度のスクーリング日程、各種
〆切りは、「学習の手帳」p1～4 に掲載
されているぞ！ 

平成20年度のNHK高校講座番組表は
「学習の手帳」p42～83 に掲載されてい
るぞ！ 

前期は前期期間中(5,6,7,8,9月)の集中スク
ーリング、後期は後期期間中(11,12,1, 2,3
月)の参加申込ができます。 

集配地域によっては、「申込書」到着か
ら参加〆切（消印）まで３～４日しかな
いぞ！ 
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文部科学省認可通信教育 

リポート作成のポイント

事務課 槌林 恵子 
皆さん、リポート学習は進んでいますか。リポートは単位修得のための第一歩です。そこで今回は、各科目のリポ

ート学習にあたってのヒントを紹介します。これで、みなさんもどんどんリポート学習を進めることが出来ますね。 

科目 担当教員 リポート作成のポイント 

国語総合 まず、教科書の本文を読む。その後で学習課題ノートも参考にしながら。 
古典 本文はさらっと読んで古典作品の雰囲気をつかむ。内容理解は学習課題ノートで。 
国語表現Ⅱ 

玉城健一 
教科書を読めば解けます。一度読んで分からなければ何回も読んで下さい。 

美術Ⅰ 

（旧）の場合：№１と№４は実作です。紙は封筒に入るサイズであれば何でもいい。№

２と№３は教科書に書かれています。№５は好きな作品の感想でもいい。№６は図書館

で調べられますが、代表的作家を紹介します。その特徴はリポートの下に書かれていま

すので、まとめて下さい。 
① フォービズム「マチス」 ②キュービズム「ピカソ」 ③シュルレアリスム「ダリ」

④ポップアート「アンディ・ウォホール」 
（新）の場合：No.１展覧会や美術館に行けない人は、ＮＨＫの「日曜美術館」などテ

レビ番組を見て書いてください。No.2・3･4･6は実作です。別の紙に描いて解答欄に貼

ってもいいです。No.5教科書を読みましょう。P40～41「色の世界を探る」参照 

国語表現Ⅰ 各リポートの問題には答えが載っている教科書のページが示されています。その部分を

読めば解答できます。№３は国語辞典や漢和辞典を活用しましょう。 

現代文 

原田みき子 

新・旧どちらのレポートも該当する教科書のページが示されています。その部分をよく

読めば解答できます。国語辞典や漢和辞典も活用しましょう。 

世界史Ａ 
教科書をよく読みましょう。重要な語句が太字で強調されています。たくさんの国が登

場するので、どの国の出来事なのかをおさえる事が大事です。難しい語句はＰ２２０～

の索引を利用するとよいでしょう。 

地理Ｂ 
教科書の本文だけでなく、図やグラフにもしっかり目を通すことが大事です。№２の気

候区分は地図帳を利用するとよいでしょう。様々な国名や語句が出てくるので、Ｐ３２

４～の索引も利用してください。 

日本史Ｂ 

與那嶺優香 

問題数は多いですが、教科書の太字に注目すると解きやすいです。本文以外の写真や資

料・タイトルなど、教科書のすみずみまで目を通しましょう。難しい語句はＰ３０６～

の索引を利用しましょう。 

倫理 教科書の黒太文字に注目、そこからの出題が多いです。教科書下の注釈からの出題もあ

ります。気をつけてください。単語の説明は索引を利用すると便利です。 

政治経済 

自分の思ったこと、感じている事を書いてもらう設問もあります。気軽に答えて下さい。

教科書の黒太文字に注目、そこからの出題が多いです。教科書下の注釈からの出題もあ

ります。気をつけてください。 
単語の説明は索引を利用すると便利です。 

現代社会 

岸野博一 

現代社会はすべて教科書に沿った内容です。ただ範囲が広いので探すのに苦労するかも

しれませんが、根気よく探して下さいね。わからない言葉がでてきた時は「広辞苑」を

使うと比較的簡単な用語がでてきます。またカタカナ語や最新用語はインターネットや

新聞に載っていますので、普段から新聞等をチェックして下さいね。 
数学基礎 
数学Ⅰ 
数学Ａ 

旧 
公式の問題は教科書を読むと見つかります。問題は教科書に同じ例題や似ている問題が

ありますので、それを参考にして下さい。索引も利用しましょう。 

数学Ⅰ 
数学Ａ 新 

久高強 
リポートに参考となる教科書のページと例題が載っているので、その解法を見て解いて

いきましょう。 
教科書をよく読んだら必ず解ける問題ばかりです。教科書の太字に注目したり、教科書

情報Ａ 島袋友美 
の後ろにある用語集や索引を利用してリポート作成がんばってください！ 

注：数学基礎、数学 I,数学 A、現代文、美術 I の欄にある「新」は「２００８年４月から履修した場合」、「旧」は

「2008 年 4 月以前に履修した場合」という意味です。 
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地学Ⅰリポートは、主に天文・気象・地層の分野になっていて、リポートは教科書に沿

った内容になっています。教科書を隅々（本文だけでなく、図や図の中の説明など）読

んでみると答えが分かります。また、索引が教科書の巻末に付いていますので利用して

みましょう。特に理系分野は、苦手な方が多いと思いますが、苦手意識を捨てて問題を

よく読むと、意外と答えがすぐに分かりますよ。頑張ってください。 

地学Ⅰ 

 

生物Ⅰ 細かく調べる必要あり。問題の文章をよく読まないと間違えた答えになるので気をつけ

ましょう。視聴は、図や絵を入れたりしてまとめましょう。 
島袋正良 

リポートは教科書に沿った内容となっていますので教科書を隅 （々本文だけでなく、図

や図の中の説明）まで読んでみると答えがわかります。索引も利用しましょう。 理科総合Ａ 

全体的に調べやすくなっています。約１０％は応用問題ですが教科書をゆっくりと進め

ていくとほとんど書き込むことができます。 化学Ⅰ 

体育α 
体育β 
体育γ 

教科書の該当ページをしっかり読んで解いていきましょう。難しい用語は教科書の巻末

の「さくいん」から調べると分かりやすいです。 
長谷川瑠美 

リポートは教科書を読めば解ける問題になっているので、まずはしっかり教科書を読む
保健 

ことから始めましょう。 
教科書を良く見て書くようにしましょう。 

書道Ⅰ 旧 
（例）起筆・収筆（Ｐ４２）などの基本となる点画をしっかり書く。 

玉城健一 
① 教科書を良く見て書くようにしましょう。 

書道Ⅰ 新 
② 「書く」だけでなく、「鑑賞」にも趣をおくようにしましょう。 
まずは教科書とワークブックの本文内容が書かれている箇所をよく読んでください。意

味の分からない単語は、旧・教科書１０３～１０９ページ、新・教科書１００～１０７

ページのＷＯＲＤＬＩＳＴ（単語リスト）や辞書で調べてください。内容を理解したら
英語Ⅰ 糸満英子 

リポート作成開始です！教科書の各レッスンの“Ｔａｒｇｅｔ”やワークブックの練習

問題（リポートとほぼ同じような問題になっている）は非常に参考になるので必ず目を

通してください。 
最初にテキストを読んで内容を理解します。その際に、わからない単語にチェックを入

れ、辞書で調べます。それからレポートにとりかかるとよいでしょう。 
英語Ⅱ 

ワークブックやテキストにのっている各章ごとの基本文型もレポート成作の参考にな

りますので、ぜひ活用することをおすすめします。 
垣花 テキストを読んで、“表現”（テキストの章の初めの左にあります）が文中のどこに使わ

れているかを理解します。わからない単語にはチェックを入れ、辞書で調べましょう。

レポートには、テキストの参照ページが書かれていますので、該当するところを探して

いけば答えもしくはヒントにたどり着けます。ワークブック９０ページの「表現のまと

め」も参考になります。テキストを声に出して読むことが大切です。 

ＯＣＩ 

まず教科書を読みましょう。本文だけでなく、コラムや表・細字の部分にも解答になる
家庭総合 与古田初子 

重要なヒントが書いてあります。 
 
注：書道 I、英語 I の欄にある「新」は「２００８年４月から履修した場合」、「旧」は「2008 年 4 月以前に履修し

た場合」という意味です。 
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管理部 鈴木 啓之 

文部科学省認可通信教育 コミュニティウェブの使い方

 
 

コミュニティウェブ(Community Web) を利用すると、自分の成績は、自宅のパソコン 

（パソコンから追加の登録をすれば携帯電話でも）から確認することができます。 

現在の自分の学習の進み具合を把握して、今年のスクーリング参加計画、秋の科目追加登録の見込みを立

てましょう。 また、スクーリング参加を決めたら、履修科目をそのスクーリング中に確実に受験できるよう、リポート

提出状況やテレビ・ラジオ視聴報告書の合格通数、不備のあるリポートの有無を早め早めに確認し、万が一「不

合格」や「不備」となったリポートや視聴報告書があっても、リポート締切日までに挽回できるよう備えましょう！ 

＊入学時に申し込んだはずだけど「パスワードを忘れちゃった・・」場合は、クラス担任へ連絡してください。 

＊新たに利用を希望する生徒さんは、「学習の手帳」３７ページの「申込書」に必要事項を記入、押印して申込みください。 
 

コミュニティウェブで確認できること 

 

 

無料です！ 
24時間確認できます！ 
ケータイからも OK!

授業料有効期限 （期
限内に単位を修得しな
いと、再履修のうえ、ゼ
ロからやり直しになる。
気をつけて！） 

評定 
空欄は履修中。評定２
～５は「合格。「１」は
「不合格」。 

受験資格 
スクーリング（＋視聴報
告書）必要時間数の出
席とリポート必要通数の
合格で「有」となります。

特別活動参加時間 
クリックすると、特別活
動の参加内容と参加時
間数の詳細をみること
ができます。 

R 合格通数
科目毎に合格したレポート通数を表示。 
クリックすると詳細が表示されます。

S 時間数、H 時間数 
スクーリングに出席した時間数と視
聴報告によって認定された時間数
クリックすると詳細が表示されます。

視聴報告評価
「不備」は正しい方

法で再提出の
必要。 

「不合格」別の番組
を視聴して提出
しよう！ 

※注意 
利用が終わったら、 
必ずログアウト 
しよう！ 
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レポート評価
「２」～「５」は合格
「１」は不合格 

要 再提出 
「０」は採点中また

は「不備」 



文部科学省認可通信教育 

通学スクーリング

                                       総務部：玉城 健一 
皆さんこんにちは。 

沖縄は梅雨の時期になりましたが、皆さんは元気に過ごしていますか？ 

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♪ 

 

 

 

 
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♪ 
 

6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）
合同体育 

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）
国語総合 英語Ⅱ 化学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
英語Ⅰ 情報Ａ ＯＣＩ 

※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。） 

 

 

 

 

副担任と２ショット♪ 進路アドバイス会の様子!! 

仲良し２人組♪ 

皆さんとお会い

するのを楽しみ

にしています!!!! 

休憩中はチェス(＾_＾) もうすぐ卒業(＾_＾)♪
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事務課　本間　衣里

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

6/4 松方財政～農村の変貌と産業の発展～ 6/5 エネルギーのもとを知ろう 6/6 アナログとディジタル

6/11 大日本帝国憲法～初めての選挙と議会～ 6/19 エネルギー資源を知ろう 6/20 情報のディジタル化

6/18 日清戦争～中国観の変化～ 7/3 放射線はどこから来るの? 7/4 ネット社会のセキュリティ

6/25 蝦夷地から北海道へ～明治国家とアイヌ～

7/2 琉球から沖縄へ～琉球王国の終末～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/3 三角比の相互関係 （1） 6/3 アルミニウムと亜鉛 6/6 衣生活と環境問題

6/10 三角比の相互関係（2） 6/10 鉄と銅 6/13 人と住まい

6/17 三角比の拡張 6/17 金属イオンの分離と確認 6/20 くらしと住空間

6/24 三角比の相互関係（3） 6/24 有機化合物 6/27 健康で安全な住まい

7/1 正弦定理 （1） 7/1 脂肪族炭化水素 7/4 住まいと環境

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/5 40億年・生命の誕生と表層環境 6/4 恒常性と体液 6/5 中央アジア

6/12 生物の進化と上陸 6/11 体液とその循環 6/12 地図と図表から世界の課題を読む

6/19 恐竜がいた時代 6/18 体液と生体防御 6/19 エネルギー問題～石油～

6/26 人類誕生への道のり 6/25 肝臓と腎臓のはたらき 6/26 温暖化する地球

7/3 地球を取り巻く大気とその構造 7/2 ホルモンと自律神経 I 7/3 森林破壊

放送日 タ　イ　ト　ル

6/4 Lesson 8 Notes and Coins of the World (2)
6/11 Lesson 8 Notes and Coins of the World (3)
6/18 文法 3
6/25 Communication 4
7/2 Lesson 9 Grandma Moses (1)

※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。

■　　 月（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

6/8 聞き書き（1） 〈話す聞く・書く〉 6/9 メディアに軽重はあるか （杉本卓）(2) 6/5 Read and Think 1 Words of Wisdom(4)
6/8 聞き書き（2） 〈話す聞く・書く〉 6/9 メディアに軽重はあるか （杉本卓）(3) 6/5 Read and Think 1 Words of Wisdom(5)
6/15 学問 6/16 「なあーんだ」の心理 （柳田邦男）(1) 6/5 Culture Box 4
6/15 人間 6/16 「なあーんだ」の心理 （柳田邦男）(2) 6/12 Lesson 10 :  Reading the Media(1)
6/22 政治 6/23 夏の花 （原民喜） (1) 6/12 Lesson 10 :  Reading the Media(2)
6/22 爆弾のような問い（1） （鷲田清一） 6/23 夏の花 （原民喜） (2) 6/12 Lesson 10 :  Reading the Media(3)
6/29 爆弾のような問い（2） （鷲田清一） 6/30 夏の花 （原民喜） (3) 6/19 Lesson 10 :  Reading the Media(4)
6/29 爆弾のような問い（3） （鷲田清一） 6/30 夏の花 （原民喜） (4) 6/19 Lesson 10 :  Reading the Media(5)
7/5 自己基準と他者基準（1） （鈴木孝夫） 7/6 夏の花 （原民喜） (5) 6/19 Lesson 10 :  Reading the Media(6)
7/5 沖縄の手記から（5） （田宮虎彦） 7/6 夏の花 （原民喜） (6) 6/26 Lesson 10 :  Reading the Media(7)

6/26 Lesson 10 :  Reading the Media(8)
6/26 Lesson 10 :  Reading the Media(9)
7/2 Lesson 11 :  Learning to Live Together(1)
7/2 Lesson 11 :  Learning to Live Together(2)
7/2 Lesson 11 :  Learning to Live Together(3)

■    土(金曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■    水（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

6/4 大気汚染と健康 6/7 古体の詩  雑詩  遊子吟 6/4 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－(3)
6/4 水質汚濁と健康 6/7 古体の詩  売炭翁 6/11 Lesson8-(1)  WHEN THE GOING GETS
6/11 土壌汚染と健康 6/14 貞門・談林 6/18 TOUGH (2)
6/11 健康被害の防止と環境対策 6/14 蕉門 6/25 Lesson8-(3)  WHEN THE GOING GETS
6/18 環境衛生活動のしくみと働き 6/21 芭蕉以降 7/1 Lesson8-(4)  WHEN THE GOING GETS
6/18 食品衛生活動のしくみと働き 6/21 おくのほそ道  立石寺

6/25 食品と環境の保健（1） 6/28 建礼門院右京大夫集  大原まうで（1）

6/25 食品と環境の保健（2） 6/28 建礼門院右京大夫集  大原まうで（2）

7/1 体力トレーニングの目的 7/4 無名抄  深草の里（1）

7/1 トレーニングプログラム 7/4 無名抄  深草の里（2）

※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。
※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。

国 語 総 合

体育α・β・γ 古  典 

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

退職されるスタッフ

■　水(火曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送）
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オーラルコミュニケーションⅠ

水(火曜深夜)1：15～1：45

英  語  Ⅱ

地  理  Ｂ

現   代   文

地  学  Ⅰ

水(火曜深夜)1：45～2：15

木(水曜深夜)1：15～1：45

英  語  Ⅰ

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)2：15～2：45

隔週　木曜日（水曜日深夜）　1:45～2:15

理科総合Ａ 情  報  Ａ

金(木曜深夜)2：15～2：45

生  物 Ⅰ

火(月曜深夜)1：20～1：50

日 本 史 

火(月曜深夜)1：50～2：20

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:45～2:15

化　学Ⅰ

毎週　水曜日（火曜日深夜）　2:15～2:45



 
         

文部科学省認可通信教育 
                      

                                  
                                  

                                 
1 日  16 月 7 月スクーリング詳細発送 

2 月 
6 月スクーリング返送書類必着 

7 月スクーリング申込書発送 
17 火  

3 火  18 水  

4 水  19 木  

5 木  20 金 通学スクーリング 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 7 月スクーリング残りの RH 提出〆切 

9 月 
6 月スクーリング（～15 日） 

7 月スクーリング申込〆切（消印） 
24 火  

10 火  25 水  

11 水  26 木  

12 木  27 金  

13 金 7 月スクーリング申込〆切（必着） 28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月
成績発送・ゆんたく発送 
7 月スクーリング返送書類必着 
8 月スクーリング申込書発送 

☆ 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 

もうすぐ梅雨のシーズンです。この『ゆ
んたく』が皆さんに届く頃には、沖縄は
もう梅雨に入っていることと思います。 
梅雨といえば、アジサイ。沿線上にあ

るアジサイのつぼみは日々大きくなって
きています。こうしたところにも季節の
変わり目がわかるヒントがあるんです
ね。      

      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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