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平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ３ ０ 日

八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

 
６月（ブートキャンプ）スクーリング 

実施しました。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

日々暑くなってきていますが、皆さんは如何お過ごしでしょうか。６月スクーリングでは、全員

一丸となり一生懸命身体を動かして、楽しくシェイプアップするこができました。これからも毎

月色々なテーマでスクーリングを実施していきますので、計画的に学習を進めて、自分にあった

テーマの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！ 

      

               
・ スクーリングダイジェスト[ｐ.２－３] 
・ 志賀直哉の生き方 [ｐ.４]  
・ 理科番外編：家で実験してみよう/管理部からのお知ら

せ[ｐ.５] 

・ サチコ＆ユッコ募金について [ｐ.８] 
・ 教員紹介[ｐ.９] 

[ . ] ・ 通学スクーリング ｐ １０

・ ＮＨＫ高校講座番組表 [ｐ.１１] 
・ ７月行事予定[ｐ.１２] ・ 卒業生の声 [ｐ.６] 

・ 平成 20 年度前期学校見学会開催のお知らせ [ｐ.７] 
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５月スクーリングダイジェスト 

                           総務部 玉城 健一 
今年度最初のスクーリングが終了しました!!その様子を一部紹介します。参加した皆さん、お疲れ様でした♪ 

 
 
 
 
 
 

彫刻頑張りました♪ ゴッホの絵!!

ほとんどが初対面、最終日は皆友達♪♪♪ 

操先生が三味線披露♪ 瑠美先生と版画作製中(＾_＾) 原田先生と仲良し２人組み♪

体育で海に行ってきました♪ 版画作品完成(＾O＾)♪那覇造形美術学院の講師来校!! 
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６月スクーリングダイジェスト 

                           総務部 玉城 健一 
 

毎日、身体を鍛えたブートキャンプ!!健康のため？ダイエットのため？とにかく頑張りました!!  
お疲れ様でした♪ 

 
 
 
 
 

ゴッホの絵!!

体重＆体脂肪減ったかな？ 一番前で頑張りました(^_^) 八洲’ｓブートキャンプの様子♪ 

操先生が三味線披露♪ 

体重＆体脂肪落として商品ゲット♪ 卒業確定おめでとう(^O^)♪ 八洲で出会った仲間で～す♪ 

   

玉城クラス                中村(智)クラス                横田クラス  

クラスの人もほとんどが初対面。しかし、仲間と毎日過ごして 
いくうちに、皆とても仲良くなりました！スクーリングで出会った 
仲間は、ずっと大切にしていきたいですね♪ 
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志賀直哉の生き方 

校長 中田 雅敏 
  
『城の崎にて』という小説があります。これは大正六年に発表されたもので、かなり古

い作品です。この作者は志賀直哉です。この小説は直哉の体験をそのまま描いたとされて

います。 
ある時、直哉（主人公）は考え事をしながら道路を歩いていたところ、「省線」に跳ねら

れてしまい大怪我をしました。本人はてっきり死んだと思ったそうです。あの世を見て来

たとも言っています。 
 ところでなぜ「省線」なのか、その前に「それは何ですか」と、皆さんは思うでしょう。

山手線という電車のことです。昔は鉄道省が走らせていたので「省線」といい、その後は

「国鉄」、今は「ＪＲ」と言っています。つまり志賀直哉は電車に跳ねられたのです。本人

がそう言っているのですから大変な大怪我だったのでしょう。 
 この事故がトラウマになってしまい（馬と虎ではありません）、直哉は死の影におびえた

日々を送っていました。そこで直哉は兵庫県にある城の崎温楽に療養に行きました。部屋

の窓に蜂の巣があって或る日一匹の蜂が死んでいるのを見つけました。それを見て「自分

もやがて…」、と脅えました。また或る時は家守が天井から落ちて来て死んでしまいました。

またまた「自分も…」と脅えました。 
 気分晴らしに温泉街を散歩に出かけたときのことです。温泉街を流れる川を一匹の鼠（ね

ずみ）が渡ろうとしていました。それを見ていた誰かが石を投げつけて沈めてしまおうと

しました。すると他の人々も皆で投げ始めて、あわや溝鼠は石に当って沈んでしまいそう

になりましたので、直哉はまたトラウマに襲われました。しょんぼりとして帰ろうとした

その時、鼠（ねずみ）はぷっくり顔を出して無事に川を渡り切りました。直哉は心から嬉

しく思いました。 
 それからというもの「人間だってそうたやすくは死なない。自分の怪我は必ず癒る」と

思うようになりました。すると見るみる身体が元気になり、頭の中の覆っていた霧のよう

なものがたちまち晴れて、心もすっきりとして来ました。人間はそういう生きものなので

す。思えば叶うのです。良い小説ですね。 
 この小説を書いてから志賀直哉は自分を見詰め、自分の人生を考え、自分の生きる意味

を考えて大作を残しました。長寿を保って「小説の神様」と言われています。 
直哉は多くの後輩を育てています。後輩達も志賀直哉の小説をそっくりそのまま原稿用

紙に書き写して小説の書き方を学びました。書き写しているうちに筆使いや、間の取り方、

会話の方法などを学んだのです。何よりも書き写すことによってそこから息遣いも感じ取

ったのですね。 
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理科 鈴木 啓之 

 

皆さん、リポートの進み具合はどうですか。特に、理科を不得意な教科と思い込んでいる生徒さんはいません

か。そこで、そんな理科嫌いの人達でも、家でできる実験を紹介してみたいと思います。この実験を通して、皆

さんが「理科って結構おもしろい！」と思っていただければ幸いです。 

  

 

「情報Ａ」教材誤配送に関するおわび 

 

2008 年度前期の履修登録で、科目「情報Ａ」の履修登録をされた生徒さんの一部に、「情報Ａ学習

ノート セオリー編」が誤って配送されました。「情報Ａ」では、学習ノートは使わない形で履修を進

めております。混乱を招きまして大変申し訳ございませんでした。 

授業料とともにお納めいただきました教科代に「情報Ａ学習ノート セオリー編」の代金は含まれ

ておりません。なお、お手元の学習ノートは返送不要です。情報Ａの自習等にご活用いただければ幸

いです。 

八洲学園大学国際高等学校 管理部主任 鈴木啓之 

 

教材配送の遅れに関するおわび 

 

2008 年度の 3・4 月に履修登録を済まされた生徒さんへの教科書の配送が大幅に遅くなりました。

そのために学習のスタートが遅れてしまったこと、お詫びいたします。 

「沖縄に関する記述」の教科書検定問題の決着が３月にずれ込み、教科書出版社の出版が遅れ、教

科書納入が例年に比べて大幅に遅れたとともに、それが原因で注文が集中し発注してから発送にいた

るまで時間がかかりました。 

また、封筒等の教材添付物の在庫切れにより、２回に分けての配送となりました生徒さんには、重

ねて不手際をお詫びいたします。今後は、当校と教科書出版社、教科書販売会社とも連絡を密にして

このようなことがないよう、対策を講じてゆく所存です。 

八洲学園大学国際高等学校 管理部主任 鈴木啓之 

理科番外編：家庭で実験してみよう！ 理科番外編：家で実験してみよう！ 

アジサイの季節です。アジサイは土の酸性アルカリ性や土に含まれるイオンによ

って花の色が変わることが知られています。つまり、アジサイの花でリトマス試験

紙ができるのです。 そこで、こんな実験はいかがでしょうか。 

手順１）アジサイと同じ色素を含む「紫キャベツ（なければ紫たまねぎ）」を水といっし

ューサーにかけ、布でこします。 ょにジ

手順２）酸性の代表である食酢。アルカリ性の代表である重曹水に紫キャベツ液を

色の変化を観察する。 

管理部からのお知らせ 

混ぜて

手順３）レモン水、マヨネーズ、ソーダ水、しょう油、こんにゃくなど調べたいものに紫

ツ液をふりかけて、色の変化からそれぞれの食品の酸性・アルカリ性を調べキャベ

る。 

● 考えてみよう：アルカリ性食品、酸性食品と紫キャベツで調べた酸性アルカリ性は関

係あるか？ 
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卒業生の声 

総務部 岩井 貴生 
  
2007 年 9 月に卒業後、航空関係の専門学校に進学した松尾和哉さんから皆さんへメッセージが届いてい

ます。自分の夢に向かって邁進している松尾さんの言葉は、とても説得力があります。 

スクーリングって最初は知らない人ばかりで気まずいですよね。でも自分の

場合は「どこから来たの？」「年はいくつ？」とか話しかけたりして、色々な

人達と段々仲良くなっていきました。普通の高校の場合、生徒の年齢は 15～18

歳だけど、八洲の生徒は様々だから、年上の人たちからいろんな話や経験を聞

けたことがとてもよかったです。自分と違った人生経験を持つ人達と関われる

ことは普通の高校でなかなか体験できないと思いますよ。 

スクーリングで一番楽しかったのは、みんなでワイワイしたことかな。体育

の授業で海に行ったことや、夜眠る前に皆と色々な事について話したことはと

てもよい思い出です。スクーリングでつらかったのは、授業中 90 分座ってい

ること！これはきつかったですね。じっとしていられないんで・・・ (苦笑)。 

進路に対する考え方も、スクーリングに参加して変わりました。編入する時

は進路のことには関心がなく「とにかく卒業できればいい」と思っていました

が、スクーリングで出会った友達や先輩に「進学したい」人が多くて仲間の影

響を受け、進路に対して真剣に考えるようになりました。仲良くなった先輩と

一緒に先生から進路指導を受けて、進学先を色々と考えました。そして、推薦

入試で航空関係の専門学校を受験して合格しました。 

航空関係を選んだのは、就職率がいいという理由からです。資格を取ってお

けば就職する際に有利と思い、今通っている専門学校に決めました。将来は、

空港で働きたいです。空港での荷物運搬や飛行機の誘導の仕事などを考えてい

ます。 

岐阜の学校を選んだのは「一回は地元を離れ、誰も知らないところでがんば

ってみたい」という思いがあったからです。同じ目標を持った仲間と出会える

し。出会いは大切じゃないですか。八洲の仲間とも、いつまでも付き合ってい

きたいと考えています。 
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記 

 

学校見学会の日程 

平成20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(６泊) ｢沖縄芸術｣ 少人数制（約 40 名） ５月２４日(土) 開催済み 

６月集中Ｓ(６泊) ｢ブートキャンプ｣ 制限なし ６月１４日(土) 開催済み 

７月集中Ｓ(９泊) ｢マリンスポーツ｣ 制限なし ７月 ５日(土)  

８月集中Ｓ(６泊) ｢アウトドア｣ 制限なし ８月 ３日(日) 

９月集中Ｓ(９泊) ｢修学旅行｣ 制限なし ９月 ６日(土) 

 
※ 沖縄集中スクーリングでは、毎回テーマを設けて生徒さんが有意義な時間を過ごせるように工夫していま

す。また少人数制の集中Ｓも年間２回開催しています。 
 
※ スクーリングは年間を通して毎回実施していますので（4 月と 10 月を除く）、生徒さんのご都合や学習の進

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） 

 

 

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。 

平成２０年度前期「学校見学会」開催のお知らせ 

                                           総務部：玉城 健一 
 

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

催しています。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。 
御兄弟や御親戚、御友人など、皆さんの周りで八洲学園大学国際高校に関心をお持ちの方がいまし

たら、是非ご案内していただきますよう、宜しくお願い申し上げます。詳しくは下記をご覧下さい。 
 

 

 
 

（１日２回開催・約９０分） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.yashima.ac.jp/okinawa/（学校へのアクセスはＨＰをご覧下さい） 
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サチコ＆ユッコ募金について 

                                      管理部 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もらうため

に「サチコ＆ユッコ募金」を行っています。 

 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す。今回は２００８年４月から６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 

２００８年４月２１日 エサ代 ￥１，３８０ 

２００８年５月１４日 サチコのリード ￥１，３８０ 

２００８年５月１９日 エサ代 ￥１，３８０ 

２００８年６月１５日 エサ代 ￥１，３８０ 

２００８年６月現在で、余剰金が４３，７２２円ございます。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。 

 
 

～皆さんを恐ろしい狂犬病から守るため、そして八洲にとって大切なサチコ＆ユッコを守るためにも！～ 

 

みんなに会えるのを楽しみにしてる 

ワンヽ(´―｀)ノ       ☆サチコ☆ 

 

 
狂犬病ウイルスを原因とする人畜共通感染症です。ウィルスに感

染している犬、ネコ、キツネ、コウモリなどの動物に咬まれることで

人に感染します。１～３ヶ月程度の潜伏期の後、風邪のような症状

から始まり、けいれん、麻痺、昏睡などの神経症状を呈します。 狂

犬病は一度発症すると治療法は無く、ほぼ、１００％死亡する恐ろ

しい病気です。日本では昭和３２年以降、狂犬病は発生していませ

んが、海外の国々では今も多くの人々が狂犬病で命を落としていま

す。もちろん犬も死に到ります。万が一、狂犬病が侵入してきたとき

に、蔓延を防ぐには、狂犬病予防注射の実施が重要です。 

狂犬病とは？ 

フィラリア症とは？ 

スクーリングに参加したらお散歩に連

れてって⊂(・∀・)⊃   ☆ユッコ☆ 

 

 
犬フィラリア症は心臓の病気です。フィラリアは、犬の肺動脈や

心臓に寄生します。犬フィラリア症は、蚊が媒介するフィラリア（犬

糸状虫、犬心臓糸状虫）という寄生虫が、犬の肺動脈や心臓に

寄生して起こる病気です。フィラリアが寄生することで血液の流れ

が悪くなり、様々な障害が出現します。放置すれば死に至ること

もある、犬にとっては重大な病気です。 
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総務部 岩井 貴生  

文部科学省認可通信教育  

教員紹介  

 
4 月に着任された仲間先生と垣花先生を紹介します。皆さん、スクーリングの時には気軽

に話しかけてください！両先生も皆さんと一緒に学習できることを楽しみにしています。  

4 月から、八洲人の仲間入りをしました、国語科担当の仲間美月です。

もうすでに５・６月と二回のスクーリングを終えて、すっかり八洲の雰囲

気にのまれてしまっています。笑（いい意味で） 

初めは、多少不安もありましたが、元気一杯の生徒さん達のパワーをも

らいながら頑張っています。自分の目標に向かって精一杯努力して高校卒

業資格をつかもうとしている生徒さん達の姿は、私も「頑張らなきゃ！」

という気持ちにさせてくれます。短いスクーリングの期間で、たくましく

成長していく姿は本当に感動します。そして、こんな短い時間の中で私と

生徒さんとの距離が縮まっていくのも、また感動です。 

沖縄の青い海、潮風、熱い日差し。そんな環境で、素敵な仲間と過ごす

時間はきっと、みなさんにとっても素敵な時間になると思います。もちろ

ん、私にとってもそうですから。（笑） 

まだ、顔を合わせていない生徒さんたちは、たくさんいます。「次のス

クーリングはどんな生徒さん達がくるのかな？」とすごく楽しみに日々、

過ごしています。沖縄には、こんな言葉があります。「いちゃりば、ちょ

ーでー」。これは「出会えば、みんな兄弟さ♪」という意味です。学校で、

勉強だけなんてつまらない。素晴らしい景色を眺めながら、楽しいひと時

を過ごせたらいいな～と思います。そして、ここ（八洲）では、それがで

きる。皆さんに会える日を、心から楽しみに待っています♪ 

 

 

 

みなさん、こんにちは。4 月から八洲学園大学国際高等学校に来ました、

垣花 操（かきはな みさお）です。 

沖縄県出身です。スクーリングでは、英語Ⅱとオーラル・コミュニケー

ションⅠの授業を担当させてもらっています。 

昨年度は、中学校で司書（図書館の先生）をしていました。それまで読

書にあまり縁がなかったのですが、司書の仕事をきっかけに、本をたくさ

ん読むようになり、趣味が読書になってしまいました。好きな作家は「東

野圭吾」さんです。 

もう一つの趣味は、三線を弾いたり、歌ったりすることです。三線は大

学生の時に初めて弾き、それからはまってしまいました。沖縄独特の音色

が何とも言えません!!   

みなさんが、スクーリングにくるのを楽しみに待っています。 
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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 

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 
学習会 化学Ⅰ 

3 限 10:10～10:55 数学Ⅰ 

4 限 10:55～11:40
学習会 

  
地学Ⅰ 

昼食 11:40～12:35   

5 限 12:40～13:25

6 限 13:25～14:10
学習会 生物Ⅰ ＯＣＩ 

7 限 14:20～15:05

8 限 15:05～15:50
英語Ⅰ 英語Ⅱ 家庭 

9 限 16:20～17:05

10 限 17:05～17:50
英語Ⅰ 生物Ⅰ 家庭 

夕食 18:00～19:00   

11 限 19:20～21:05

12 限 21:05～20:50
学習会 古典 

 

 

 に実施いたします。 

 

 

 

昨年度から 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

目が設置されました。その 2日目に通学

スクーリングを実施いています。 

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 9：15 AM 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。）       

 

 
 
  
 
 
  

【 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。 
※時間割りは変更(追加)されることがあります。  
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文部科学省認可通信教育

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

7/9 日露戦争～韓国併合への道～ 7/17 より速く、より多く、より正確に 7/18 近未来のロボット

7/16 第一次世界大戦～協調外交と中国政策～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/8 正弦定理（2） 7/8 アルコールとエーテル 7/11 自分らしく住む

7/15 余弦定理 （1） 7/15 アルデヒドとケトン 7/18 自立のための経済学

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/10 大気の熱収支決算 7/9 ホルモンと自律神経 II 7/10 世界の「水」を考える

7/17 地球サイズの気象を考える 7/16 植物と環境への適応 7/17 持続可能な開発～リサイクルと循環型社会～

放送日 タ　イ　ト　ル

7/9 Lesson 9 Grandma Moses (2)
7/16 Lesson 9 Grandma Moses (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。

■　　 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

7/12 自己基準と他者基準（3）（鈴木孝夫） 7/13 夏の花（原民喜）(7) 7/9 Lesson 11 :　Learning to Live Together(4)
7/12 意見文（1）（書く） 7/13 夏の花（原民喜）(8) 7/9 Lesson 11 :　Learning to Live Together(5)
7/19 意見文（2）〈書く〉 7/20 鼻（芥川龍之介）(1) 7/9 Lesson 11 :　Learning to Live Together(6)
7/19 伊勢物語・芥川（1） 7/20 鼻（芥川龍之介）(2) 7/16 Lesson 11 :　Learning to Live Together(7)
7/26 伊勢物語・芥川（2） 7/27 鼻（芥川龍之介）(3) 7/16 Lesson 11 :　Learning to Live Together(8)
7/26 更級日記・竹芝寺（1） 7/27 鼻（芥川龍之介）(4) 7/16 Lesson 11 :　Learning to Live Together(9)
8/2 更級日記・竹芝寺（2） 8/3 鼻（芥川龍之介）(5) 7/23 文法のまとめ 5
8/2 更級日記・竹芝寺（3） 8/3 鼻（芥川龍之介）(6) 7/23 Read and Think 2 The Iceman(1)

7/23 Read and Think 2 The Iceman(2)
7/30 Read and Think 2 The Iceman(3)
7/30 Read and Think 2 The Iceman(4)
7/30 Read and Think 2 The Iceman(5)

■    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

7/8 目的別トレーニング法（1） 7/11 三国志演義 張飛、大いに長坂橋を騒がす（１） 7/8 Finish-up－(1) TRUE COLORS (1)
7/8 目的別トレーニング法（2） 7/11 三国志演義 張飛、大いに長坂橋を騒がす（2） 7/15 Finish-up－(2) TRUE COLORS (2)
7/15 運動によるけが・病気の予防 7/18 三国志演義 諸葛孔明の智略（１） 7/22 Finish-up－(3) TRUE COLORS (3)
7/15 有酸素運動を実践してみよう 7/18 三国志演義 諸葛孔明の智略（2） 7/29 Finish-up－(4) TRUE COLORS (4)
7/22 働くことと健康 7/25 三国志演義 諸葛孔明の智略（3）

7/22 労働災害とその防止 7/25 猫相乳

7/29 職業病とその予防 8/1 臨江之麋

7/29 健康的な職業生活 8/1 売油翁

※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。

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

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 

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

■     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

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）



                               文部科学省認可通信教育 

                                  
                                  

                                 
1 火 8 月スクーリング申込書発送 16 水  

2 水  17 木 8 月スクーリング残りのリポート視聴報告提出〆切 

3 木 7 月スクーリング（～12 日） 18 金 成績発送 

4 金 
通学スクーリング 

8 月スクーリング申込〆切（消印） 
19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月 海の日 

7 月  22 火  

8 火  23 水 8 月スクーリング返送書類必着 

9 水 8 月スクーリング申込〆切（必着） 24 木  

10 木  25 金  

11 金 8 月スクーリング詳細発送 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火  

15 火  30 水
 
 

   31 木 
ゆんたく発送 
9 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！！ 
 
 
 
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     
今は梅雨の真っ只中ですが、今日の横浜
は梅雨の合間の皐月（さつき）晴れです。
陰暦の 5 月は新暦の 6 月なのでこのよう
に言うそうです。さて、もうすぐ夏です
ね。また暑い季節がやってきます。みな
さん、体調に十分気をつけて、学習を進
めてください。夏の沖縄も良いですよ。
スクーリングでお会いできることを楽し
みにしています。     岩井 貴生 

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