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八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

 
８月（野外活動）スクーリングを実施しました。 

 
皆さん元気でお過ごしですか。8 月スクーリングでは野外活動を目一杯楽しみました。スクーリ

ングは、本当に楽しいですよ。「こんなに楽しいのなら早く参加しておけばよかった」といった

声が、毎回多く聞こえてきます。計画的に学習を進めて、自分が最も興味のあるスクーリングに

参加してくださいね。皆さんとお会いできるのを教職員一同、楽しみにしています。 
  

「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！ 

      
・ ８月スクーリングダイジェスト[ｐ.２] 
・ 八洲学園大学国際高校と八洲学園大学の関係 [ｐ.３] 
・ 科目追加登録のお知らせ [ｐ.４] 
・ センター試験の申込方法[ｐ.５] 
・ 証明書発行時期について、調査書・推薦書の発行 [ｐ.６]

 

               
・ 視聴報告作成のポイント [ｐ.７－８] 
・ 本の紹介[ｐ.９]  
・ 八洲学園大学附属教育心理相談室の紹介[ｐ.１０] 
・ NHK 番組表[ｐ.１１] 
・ ９月行事予定[ｐ.１２] 



文部科学省認可通信教育 

８月スクーリングダイジェスト 

                           総務部 玉城 健一 
八洲で出会った友達と一緒にアウトドアを満喫しました!! 暑い中頑張った皆さん、お疲れ様でした♪ 

 
 
 

ペットボトルを紐で結ぶ作業。結構大変！  １班は手形でデザインしました♪ 

サンパンマン！？ 

古宇利島の海はキレイさぁ～!!         卒業確定おめでとう（＾◇＾）♪ 

 俺は、火熾し名人(^。^) 

皆で作った「いかだ」、ちゃんと乗れましたよ(＾O＾) お疲れ様でした♪ 

中村(智)クラス                 玉城クラス                  横田クラス 
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文部科学省認可通信教育 

 校長 中田 雅敏 

八洲学園大学国際高校と八洲学園大学の関係 

 
八洲学園大学とその附属校である八洲学園大学国際高等学校（以下、国際高校）は文部科学省が認可

した広域の通信教育制度校です。八洲学園大学の通信教育は、家庭に居ながら学習できるテキスト履修

と、インターネットによる双方向システムを取り入れたスクーリング授業が特徴です。家庭に居ながら

教室に居るのと全く同じ臨場感を持って学習ができます。日本で初の双方向授業システムを備えたこの

スクーリング授業は、全国どこにいても、海外のどこからでもアクセスすれば授業が受けられる画期的

なシステムです。 
  八洲学園大学と国際高校は、互いに附属の関係にあります。正式には大学に付置する高等学校とな

りますが、実際にはそれぞれの大学、高校では建学の精神と学習達成目標をもって授業が展開されてい

ます。形は独立していますが、機能や機構はそれほどの違いはありません。また、学生・生徒さんの学

ぶ意欲と教える側の先生方の情熱に変わりはありません。 
 「連繫」という言葉があります。何かをする上で相手と密接な関係を持つことを言います。高校のあ

る沖縄と大学のある横浜では距離がありますから直接いつでも会って、お互いの交流を深めることは難

しいかも知れませんが、大学教員が国際高校を訪問したり、また皆さんが横にある八洲学園を訪れるな

どしてまずは交流がスタートできます。国際高校の生徒さんが八洲学園大学に来て下さることは大歓迎

です。特に進学を考えている生徒さんで、まだどこに進学するか決まっていない方は、まず手始めに大

学の「体験入学」に参加してみてはいかがでしょうか。 
 例えば、八洲学園大学の「家庭教育課程」のホームページを開いていただきますと、家庭教育課程で

は何を学ぶのか、どんな人材を養成しているのか、どのような科目があるのか、そういった詳しい案内

が手に取るようにわかります。家庭教育課程は「家庭のこと」について学習する日本で唯一の課程です。

保護者の方が学ばれるのにも最適です。 
なお、本課程では、私が課程長・教授、そして岩井先生、鈴木先生は准教授としても関わっています

ので、不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい（ＴＥＬ：045-317-7820）。ここで詳し

く私が紹介しても良いのですが、八洲学園大学は国際高校の親学校のような存在ですから、一度大学の

ホームページを見てみてください。 
 さて、前期に卒業が確定した生徒さんもいるでしょう。また、9 月のスクーリングに参加して卒業す

る方もいるかと思います。卒業後はちょっと立ち止って少し休むのも良いし、しっかり勉強したのだか

ら、このまま力を発揮して八洲学園大学などに入学して大学卒業を目指してがんばろう、或いはご両親

にお話しをして親子で学ぼうなどと考えてみるのも良いことでしょう。自分の将来のことですから、じ

っくりと考えてみてください。迷った時は担任の先生や進路指導の先生に相談してみてください。 
 大学秋学期の入学募集は、既に始まっています。国際高校を卒業していらっしゃる生徒さん、卒業認

定された学生さん、または保護者の方で、進学して大学で学んでみたいなぁ、とお考えの方は是非とも

八洲学園大学のホームページを一度見てください。 
 ところで六月のスクーリングに参加した時、活き活きと学校生活を送り、特別活動に真剣に参加して

いる生徒さんたちの姿を見て感動しました。また朝の霧の中でも元気よく「おはようございます」と何

人もの生徒さんが声をかけてくれたときは、とても気持ちよくさわやかな気持ちになりました。すばら

しい生徒さんたちでした。色々な生徒さんと９月スクーリングでお会いすることを楽しみにしています。 
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文部科学省認可通信教育 

科目追加登録のお知らせ   

事務課 本間 衣里 

 

 

次の学習に取り組むために、新しく勉強する履修科目を申し込むことを「科目追加登録」といいます。

今年は、９月１２日（金）に発送します。この科目追加登録の申し込みをしないと次の学習には進めま

せん。登録時期は１年間に２回（前期４月・後期１０月）ありますが、後期生は基本的にこの時期に登

録します。 

 
 

後期生は、基本的にこの時期に登録を行います。忘れないようにしてください。 

また、前期生でも登録できる場合がありますので、担任に確認してください。 
 
 

【前期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢０｣の人 

◎ 今年度４月に追加登録を行わなかった人 

◎ 今年度前期のスクーリングに参加し、単位を修得し、次の学習を進めたい人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 来年３月の卒業を目指す人（卒業可能年月日2009年3月以前の方） 

◎ 除籍猶予者 

 

【後期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢１｣の人 

◎ 昨年度または今年度スクーリングに参加し、単位を修得した人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が 

進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 今年度９月で履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 来年３月の卒業を目指す人（卒業可能年月日2009年3月以前の方） 

◎ 除籍猶予者 
 
 

※申込書は９月１２日に発送されます！ 
→ 提出は郵送またはFAXでお願いします。 

（FAXの場合は送信後、必ず確認のため、学校まで連絡してください。） 

何かわからないことがあれば、お気軽に担任・副担任までご相談ください。 
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教科書・リポート等は、申込

書・振込確認書の到着順に発

送します！急ぎの方は早め

に提出して下さいね。 

～提出先～ 
・沖縄の生徒さん→ 〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬1249   FAX：0980-48-4115 
・沖縄以外の生徒さん→〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町7-42 FAX：045-324-6961



文部科学省認可通信教育 

 事務課 槌林 恵子 

センター試験の申込方法 

 
平成２１年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。入手方法は２つ。①センター試験を利

用する全国の各大学の窓口で入手する。②有料になりますが、電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の

窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタログで申し込み、入手する。この２つです。詳しくは下記

アドレスのホームページ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄

せることは致しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

大学入試センターホームページ ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 

なお、来年３月卒業予定の生徒さんと、今年９月に卒業する予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

９月に卒業する予定の生徒さんは個人出願になりますが、来年３月卒業予定の生徒さんは、八洲学園大学国際高等

学校からの一括出願になります。一括出願は、高校で受験者の願書を取りまとめた上での出願となりますので、大

学入試センターの定める申し込み締切（10月 14日消印有効）より早い９月１９日 (金)必着が高校への出願書類

提出締切りになります。下表を参考に、受験案内の入手、高校への提出を期日までに行えるようにご準備ください。 

願書提出方法 ～来年３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～ 

※ この９月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますのでご注意下さい！ 

 

出願の流れ 

 

 

注意事項 

①願書を入手 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（月）から 

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 全員現住所を記入してください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです 

④出願  ２００９年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願です 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんので 

ご注意ください。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

９月１９日（金）必着 

です。期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

 
※ 入試センターへの願書提出期間より、高校への提出期間が早目になっているのは、願書の記入ミスがあった場

合に、再度訂正・郵送していただくためです。 
※ 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありませんが、各大学受験の際には必要になることがあります。

各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。 
※ 高校からの一括出願（２００９年３月卒業見込み者）でセンター試験申込についてご不明な点がありましたら、

高校まで連絡下さい。試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。 
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文部科学省認可通信教育 

 事務課 槌林 恵子 

証明書の発行時期について 証明書の発行時期について 

 
２００８年度前期末に伴い『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期についてお知らせいたします。 

◎ 単位修得証明書・・・２００８年前期で修得する科目については、９月 ８ 日以降の発行 
◎ 卒業証明書・・・・・２００８年前期で卒業予定の方については、９月３０日以降の発行 

 
証明書が必要な方はお早めにお申し込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務課までお問合せ

願います。 
 
 

事務課 槌林 恵子 

文部科学省認可通信教育 

調査書・推薦書の発行時期について 

 
推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

 

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.32）「調査書・推薦書発行願」をコピーし、必要事項を記入します。 

② 受験する学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳（p.33）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します。 

③ 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

④ 専願の場合は、学習の手帳（p.26）「誓約書」をコピーし、記入します。 

⑤ 手数料相当分の切手を準備してください 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円 

◎ 推薦書発行手数料…１通２０００円 

⑥ 返信用封筒を準備し、上記必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。 

※ 返信用封筒の大きさ…２通までは定型最大の封筒（12cm×23.5cm）、それ以上はＢ５サイズが入るも

の。封筒には宛名を明記し、切手を貼付けてください。申込書類の郵送には青色封筒もご利用いた

だけます。 

 

《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話、ＦＡＸ

でのご依頼は一切お受けできませんので、予めご了承のうえ、ゆとりをもってお申し込みください。 

◎ 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒に記

載してお渡ししますので、提出先未定の場合は、発行できません。もしも提出先変更を希望される場合

は、必ず進路指導部または担任までお申し出ください。 

 

～提出先～ 

 ・〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９  フリーコール 0120-917-840 
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文部科学省認可通信教育 

 管理部 鈴木 啓之 

視聴報告作成のポイント 

 
視聴報告書とは---------------------------------------------------------------------------------------------  
視聴報告書とはNHK 高校講座（テレビ・ラジオ）もしくは、イーラーニングを視聴し、その内容を報告書に

まとめて提出するものです。合格すればスクーリング必要時間に換算することができます。 
視聴報告書を必要枚数提出しなければ、スクーリングを年間１週間 
（６泊７日または３泊４日を２回）ですませることはできません！ 
 
視聴報告書作成の準備------------------------------------------------------------------------------------  
・番組表を手に入れましょう！ 「学習の手帳」、「ゆんたく」で毎月ご案内しています。他、NHK ホームペー

ジでも番組表を確認することができます。 
・番組は必ず録画・録音しましょう！ 「①聞き逃し防止」「②分かりにくいとこの再度の視聴」「③タイムシフ

ト」 
④「録りだめ」と「まとめての視聴」に便利です。とりわけ、「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「オーラルコミュニケーション」

「古典」「現代文」「国語総合」は続き物の番組が多いので⑤連続して聴視すると理解が深まります。 
（インターネットを利用できる環境なら、NHK ホームページの NHK 高校高校のサイトから「学習メモ（PDF
ファイル）」をダウンロード／印刷し、事前に目を通しておくと、学習をより深めることができます） 

・「学習の手帳」１５～２０ページの 視聴報告書作成の手引きによく目を通しましょう。 
 
９泊スクーリング参加でも視聴報告書を作成すべき場合---------------------------------------  
・１回のスクーリングで、可能な限り単位を修得したい。（時間割作成前に担任の先生にご相談ください。） 
・年次（群）の異なる科目を複数履修している場合、スクーリングの時間割のバッティングを少なくするため

に、視聴報告書提出が有効です。 
・体調の都合で、体育実技の時間を少なく抑えたい。（事前に担任の先生にご相談ください。） 
 
視聴報告書が不合格となったら・・・---------------------------------------------------------------  
・担任の先生と連絡をとって、どのような点で不合格になったのか指導を仰ぎ、作成法の工夫をはかりましょ

う。なお、不合格となった場合は、同じ番組で再提出することはできません。異なる番組で改めて視聴報

告書を作成し、提出しなければなりません。 
・不合格となるよくある例と対策を紹介します。 

「テキストの丸写し」→番組内容をそしゃくし自分の言葉でかこう 
「感想が書いてない」→３行以上しっかり書こう！ 
「空白が多い」→しっかり紙面を埋めよう。説明の図をつけると分かりやすいぞ 

 
視聴報告書が「不備」で戻ってきたら・・・------------------------------------------------------  
・担任の先生と連絡をとって、記載漏れや書き間違いを訂正し、再度送って下さい。 
・最近、視聴報告書の「不備」による返送が増えています。提出期限ギリギリにドサッと提出すると、誤りも多

くなりますし、再提出が締め切りに間に合わず最悪試験を受かられないことにもなりかねません。 
不測の事態に対応できるよう、余裕を持って、コツコツと作成／提出してゆきましょう！ 
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テレビ視聴報告書作成が便利になりなります！ 
 
今年から、テレビ高校講座の放送済番組を 
NHK ホームページで視聴できるようになりました。 

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

面倒なビデオ録画をしなくとも、（PC からインターネ

ットに接続できれば）いつでもどこでも視聴すること

ができます。 
対象科目 

１年次α群：「理科総合 A」「英語Ⅰ」 
２年次β群：「世界史」「数学Ⅰ」「生物」「情報 A」 
３年次γ群：「化学」「地学」「日本史」「地理」「家庭総合」 

 
「テレビ・ラジオ視聴報告」と「イーラーニング(有償)」を組み合わせると、スクーリング必要

時間の 大８/１０まで、家庭学習で振替えることができます。年次をまたいで科目履修している方、

１回のスクーリングでできるだけ多く単位を修得したい方にお奨めです。 

 
 
 

注意）NHK はインターネットでの視聴サービスと引き換えに、テレビ高校講座の再放送が取止め

となりました。PC をご利用でない生徒さんは、番組を録画し損ねるとその番組を再度視聴するこ

とができなくなりました。番組の録り忘れ、録り損じがないようにして下さい。 

 
 
 
 

ラジオ高校講座の聴視を便利にするツールが市販されています！ 

http://www.logitec.co.jp/products/fmamradio.html  
i-Pod を愛好する生徒さんに朗報です。 

・AM 番組を自動録画し 

・i-Pod 同期(iTunes への自動転送)してく

れます。 

（オープン価格：8000 円程度） 
 
NHK 高校講座を録音設定すれば、PC に

どんどん番組をためこみ、録音を iPod で

聴視することができます。 
 

 
 
 
 

著作権法上、ラジオ番組のデジタル録音は、

個人で利用する場合に限り認められており

ます。学校が複製物を配布する行為は著作

権法第 35 条の逸脱となり、学校として対

応できませんので、予めご了承ください。 

 
 
 
 

８ 



 総務部 岩井 貴生 

文部科学省認可通信教育 

本の紹介 

 
八洲学園大学家庭教育課程の先生達が書いた『インターネット大学で学ぶ家庭教育学入

門－いま必要なことを、子育てしながら、仕事をしながら、家庭で学べる新教育システム

－』という本が出版されました。 
この本では、子どもを一人前の自立した人格に育てるために、親がするべきことを考え、

「本当に大切な家庭教育とは何か」ということを色々なアプローチから論じています。 
著書の中には、和田理事長をはじめ、大学教員を兼任している中田校長、鈴木先生、岩

井なども執筆しています。特に生徒さんの保護者の方々に読んでいただきたい本です。 
もし興味があればどうぞお読み下さい。なお、この本は、全国の書店で販売されていま

す。またインターネットからでも注文が可能です。 

『インターネット大学で学ぶ家庭教育学入門－いま必要なことを、子育てしながら、仕事をし

ながら、家庭で学べる新教育システム－』（勉誠出版） 945 円（税込） 
 
・ 人間は家族なしでは生きていけない／水野 建雄 
・ 家庭と人間形成／石井 雅之 
・ 親の役割と責任を考える／岩井 貴生 
・ 少子化時代の家庭教育と学校教育／岸 俊彦 
・ 仏教説話にみる親子のあり方／三野 恵 
・ 親子の情愛物語／志村有弘 
・ 「生活リズム」改善のために知っておきたい教育生理学／鈴木啓之 
・ 人間としてのトータルな力を育む宗教教育／平良 直 
・ 文学による家庭教育／中田雅敏 
・ 映画の中の家庭／中田雅敏 
・ 家庭教育の考え方／望月 嵩 
・ 循環型社会に対応する幸福の追求／和田公人 
・ ネットでいま必要なことを学ぶ／山本恒夫 
・ 母に愛されない子／水野建雄 
・ 子どもはこうして生き方を学ぶ／松浪憲治 

ところで、本の出版といえば、卒業生の南野トマトさん（ペンネーム）が「魔法の i
らんど」というサイトで２００万人以上の購読者を集めた人気作品『デビューしちゃた』

を学研より出版しました。２００万人以上の購読者はすごい記録です。卒業生がこうし

て活躍されるのは、本校にとっても嬉しい限りです。学外で活躍している在校生の皆さ

んの情報もどんどんお知らせ下さい！！

 
 

  

 
 
 
 

本部町教育委員会教育長、田場直樹様（写真左）を通じて、

本部町立図書館へ寄贈。写真右は本を寄贈した中村成希教頭
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文部科学省認可通信教育 

 総務部 岩井 貴生 

八洲学園大学附属教育心理相談室の紹介 

 

学校やご家庭において、いじめや不登校、非行や家庭内暴力等でお悩みではありませんか？ 
 
八洲学園大学国際高校は八洲学園大学の付属校です。その母体である八洲学園大学では、学校やご家

庭での悩みを重要視し、教育心理相談室を開設いたしました。大学の家庭教育専門家がみなさまの相談

をお受けいたします。いじめや不登校、非行や家庭内暴力のほか、学習や進路に関すること、思春期の

問題、その他学級崩壊や薬物問題などにおきましても相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 
八洲学園大学ＨＰ（http://yashima.study.jp/univ/course/home_edu/sinrisoudan.html#s04）
の「お問い合わせ、お申込み」ボタンを押してメールで申込んでください。氏名・住所・連絡先電話番

号・相談内容を入力してください。電話での受付は行っておりませんのでご了承ください。 
 

 
 

担当カウンセラーより連絡があります。カウンセリング日時・場所を決定し、ご相談内容の確認をいた

します。場所は大学相談室・カウンセラー研究室のいずれかになります。 

 

 

カウンセリングの概要をお伝えします。カウンセリング回数と料金（仮）をお伝えいたします。 

 

 
カウンセリング料金をお振込みいただきます。１週間以内にご入金がない場合は、相談を延期または中

止いたしますのでご注意ください。なお料金は、初回面接 2,000 円、継続面接 1,000 円、教育・心理

検査 3,000 円です。 
【お支払い方法】 
カウンセリング終了後、毎回、下記口座までカウンセリング料金のお振込みをお願いします。お振込み

が完了いたしましたら、振込み控えを下記 FAX 番号までファクスしてください。 
振り込み銀行：りそな銀行・玉造（たまつくり）支店 
口座名義：学校法人八洲学園 理事長 和田公人 
口座番号：1879990 

※振込み控えを下記の番号にファクスしてください。FAX ： 045-324-6961 

 

 
カウンセリングを実施いたします。 
担

・

・

・

当カウンセラー 
赤沼幸子：非行・家庭内暴力・薬物関係など 
生越詔二：不登校・虐め・学習に関することなど 
岸俊彦：進路・学級崩壊など 
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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

9/3 映像でつづる昭和史(3)～占領から戦後復興へ～ 9/11 環境のことを考えよう 9/12 ＣＭを作ろう （2）

9/10 へ～ 9/25 科学の目で見てみよう 9/26 情報Ａで学ぶこと

9/17 映像でつづる昭和史(5)～経済大国日本～

9/24 日本のあけぼの～旧石器時代と環境～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/2 空間図形と三角比 9/2 芳香族炭化水素 9/5 消費生活と環境

9/9 三角比の応用 9/9 フェノール類 9/12 新たな生活文化の創造

9/16 三角比のまとめ 9/16 化学と人間生活 9/19 新しいライフスタイル

9/23 式の計算 9/23 化学への招待 9/26 家庭科学習と日々の生活

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/4 低気圧で知る日本の天気－春の天気 9/3 光合成と環境条件 9/4 移民と難民～国境を越えた人々～

9/11 ジェットと日本の気象－夏の天気 9/10 ヒトと植物 9/11 宗教対立～イスラーム世界と西洋～

9/18 次から次へと－秋の天気 9/17 生物を学んだ目で見てみると 9/18 異文化との共生

9/25 地学への招待 9/24 生物を学ぼう 9/25 世界の地形とくらし （1）～大陸と大洋～

放送日 タ　イ　ト　ル

9/3 Lesson 10  Life on Mars (3)
9/10 Reading 2  Alone
9/17 文法 4
9/24 入門編～英語に慣れよう～

※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。

■　　 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

9/7 隣の校庭 (1) （佐藤雅彦） 9/8 相棒 (1)  （内海隆一郎） 9/4 Lesson 2　Singaporean Teen Talk (1)
9/7 隣の校庭 (2) （佐藤雅彦） 9/8 相棒 (2)  （内海隆一郎） 9/4 Lesson 2　Singaporean　Teen Talk (2)
9/14 月あかり雪あかり花あかり (1) （青木玉） 9/15 相棒 (3)  （内海隆一郎） 9/4 Lesson 2　Singaporean　Teen Talk (3)
9/14 月あかり雪あかり花あかり (2) （青木玉） 9/15 相棒 (4)  （内海隆一郎） 9/11 Lesson 2　Singaporean Teen Talk (4)
9/21 スピーチ (1) 9/22 ナイン (1)  （井上ひさし） 9/11 Lesson 2　Singaporean Teen Talk (5)
9/21 スピーチ (2) 9/22 ナイン (2)  （井上ひさし） 9/11 Lesson 2　Singaporean Teen Talk (6)
9/28 児のそら寝 (1) 宇治拾遺物語 9/29 ナイン (3)  （井上ひさし） 9/18 Let's Try ! 2
9/28 児のそら寝 (2) 宇治拾遺物語 9/29 ナイン (4)  （井上ひさし） 9/18 Lesson 3　Modern Monsters (1)

9/18 Lesson 3　Modern Monsters (2)
9/25 Lesson 3　Modern Monsters (3)
9/25 Lesson 3　Modern Monsters (4)
9/25 Lesson 3　Modern Monsters (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

9/3 体ほぐしの運動 (1) 9/6 伊勢物語 小野の雪（2） 9/3 Lesson 1  WHAT'S IN A NAME? (1)
9/3 体ほぐしの運動 (2) 9/6 徒然草 吉田と申す馬乗り 9/10 Lesson 1  WHAT'S IN A NAME? (2)
9/10 運動と体力 (1) 9/13 徒然草 よろづのことは頼むべからず（1） 9/17 Lesson 1  WHAT'S IN A NAME? (3)
9/10 運動と体力 (2) 9/13 徒然草 よろづのことは頼むべからず（2） 9/24 Lesson 1  WHAT'S IN A NAME? (4)
9/17 喫煙と健康 (1) 9/20 方丈記 安元の大火（1）

9/17 喫煙と健康 (2) 9/20 方丈記 安元の大火（2）

9/24 飲酒と健康 9/27 背水之陣

9/24 薬物乱用と健康 (1) 9/27 管鮑之交（1）

※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 月 9 月スクーリング（8/30～9/8） 16 火  

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日 20 年度前期卒業証書授与式 22 月  

8 月  23 火 秋分の日 

9 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木  26 金  

12 金 科目追加登録のお知らせ発送、成績発送 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月 敬老の日 30 火
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！！ 
 
 
 
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  
夏は、七夕、お盆、花火大会など色々な行

事が目白押しですね。例えば、七夕は北日本

などの一部の地域で一月遅れの 8 月 7 日に行

われます。その他お盆なども一ヶ月早く行う

ところもありますね。なぜ各地域によってバ

ラバラなのかというと、各地方の伝統によっ

て新暦で行うか、旧暦で行うかで一ヶ月のず

れが生じるからなんです。皆さんのお住まい

の地域はどうですか？ 
横浜分室 岩井貴生 

12 

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） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
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