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平成２０年１０月３１日

八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

 
後期スクーリング始まります！  
１１月は実験スクーリング！！  

 

（大自然に囲まれた沖縄校舎。歩いて１０分のところには、「日本の海水浴場８８選」に選ばれたエメラルドビーチもあります。） 

 
全国的にもうすっかり秋ですが、沖縄は 30 度近い気温の日々が続いています。皆さん元気で過ごしています

か？さて、後期入学生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから充実した日々を送れるようにマイペ

ースで各自進んでください。「充実」といえば、後期スクーリングがついに始まります。前期スクーリングに

負けないくらいの楽しい特別活動や授業をたくさん計画しています。まだ参加していない方は、担任の先生と

相談して一番自分にとって良い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！

      

               
・ 校長コラム / 鉄骨サビ止め塗替え工事の報告 [ｐ.２] 
・ 教職員紹介[ｐ.３－４] 
・ リポートの訂正 / 教職員異動の報告[ｐ.５] 
・ 平成２０年度後期スクーリングの紹介[ｐ.６] 
・ リポート作成のポイント [ｐ.７－８] 

 
 

 
・ ユッコありがとう… / ＨＰリニューアルの

お知らせ[ｐ.９] 
・ 通学スクーリング [ｐ.１０] 
・ NHK 高校講座アンコール放送[ｐ.１１] 
・ １１月行事予定[ｐ.１２] 
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校長コラム 

校長 中田 雅敏 

歓 迎 の 言 葉 

 新入生の皆さん、入学おめでとうございます。教職員一同、心より歓迎いたしております。 

さて、人生はそれほど単調ではありません。そうしたことを「知って、体験」すれば、今後の人生で

大きな意味を得たことになります。人は誰でも、生涯の中で必ず一度はこのような経験をします。しか

し、「ここで人生を諦めてしまうか」それとも「この曲折を乗り越えて先にすすむか」は本人次第です。

こうした選択の繰り返しが人にとって「生きる」という意味です。これを乗り越えた人は強くなります。

そうしたことから、皆さんがご自分の判断で本学に入学されたことは大変意義のあることです。 

これから皆さんは大方の勉強をご自分の力で進めることになります。本来学問とはそのようなもので

すが、もちろん勉強を進めていくうえで、八洲国際の先生方が影となり、時には日向となって手助けを

してくれます。普通の高校以上の大変さがあるかもしれませんが、これを乗り越えて卒業することは、

単なる修学ではありません。人生を自分で切り開くことなのです。 

 入学に際して少し厳しいことを申し上げましたが、皆様はもうすでに「人生とは」そして「生きると

いうことは」ということを問い続けてきたことでしょう。皆さんは、自分のこれから進むべき道を、自

分で選んだのです。ですから、本校への入学は大きな意義があるのです。 

 入学した皆さんが、めでたく卒業の日を迎えられることを祈っております。なんでも先生方に相談し

て、初志を貫徹してご自分で選んだ人生の道をゴールまで到着されますよう心から祈念申し上げており

ます。決してあきらめることなく卒業までともに歩んでまいりましょう。 

 

 

 

 

 

 

宿舎・職員室の鉄骨サビ止め塗替え工事の報告

事務課 喜納 政樹

 
宿舎・職員室の鉄骨サビ止め塗替え工事を１０月に実施しました。工事費は生徒皆様から頂いており

ます年間 20,000 円の『施設利用料』から支出させていただきました。 
 
① 工事名：宿舎棟、職員室棟の鉄骨サビ止め塗替え工事 
② 工事発注額：宿舎棟  3,045,000 円 
        職員室棟 1,785,000 円 
③ 工期：10 月 6 日～10 月 31 日 
④ 財源：施設利用料 
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総務部 岩井 貴生 
 ※（カッコ）内は出身地を示す 

  

職員紹介

校長 中田雅敏（埼玉県） 
自分の人生を自分の力で
切り開いていってくださ
い。教職員一同、全力で皆
さんをサポートします。 

教頭 中村成希（福岡県） 
入学おめでとうございます。
自宅学習に挫けそうになった
時には「なぜ高校に入学した
のか？」を思い出して下さい。

西・東クラス担任 中村智子（神奈川県）

皆さんをサポートするのが私の仕事で

す。困ったこと、迷ったこと、不安なこ

とがあれば一緒に考えて解決していき

ましょう！ 

西日本クラス副担任 鈴木啓之（愛知県）

イーラーニング、コミュニティウェブ、（入

学時に申込んでなくても）いつでも申請・

スタートできます！ 

沖縄玉城クラス担任 玉城健一（沖縄県）

「一緒に」「自分のペースで」「楽しく」

前進しましょう(^_^)♪ 

沖縄横田クラス担任 横田裕美（福島県）

新入生のみなさん、八洲学園大学国際高等学校

へようこそ(^_^)自分で歩む一つ一つの道が未

来へとつながっています。八洲で過ごす１日１

日が、みなさんの大切な時間になりますよう

に・・・。沖縄の青い空の下で、みなさんに会

えることを楽しみに待っています！！ 

沖縄玉城クラス副担任 長谷川瑠美（埼玉県）

八洲でしか出来ないことを一緒に見つけま

しょう。スクーリングで皆さんにお会い出来

るのを楽しみにしています。 

沖縄横田クラス担任 島袋友美（沖縄県）

八洲でしかできないこと、八洲でしか感

じることのできないこと、たくさんあり

ます。それはみなさん一人一人のやる気

次第で２つにも３つにも増えていくは

ずです。自分のペースで少しずつでい

い、一緒に前進していきましょうね！ 

英語 垣花操（沖縄県） 
マイペースに自分らしく、あせ

らず歩いてゆこう♪八洲でいろ

んな経験を積んで、いろんなこ

とにチャレンジしよう！！ 

英語 糸満英子（沖縄県） 
新入生の皆さん、ようこそ八洲学

園大学国際高等学校へ。あせらず

に、でも着実に目標に向かって取

り組んでいってください！！ 

教務部 與那嶺優香（沖縄県） 

海と緑に囲まれたこの学校が楽し

いかどうかはあなた次第！今しか

ない高校生活を精一杯楽しみまし

ょう o（＾○＾）o 

東日本クラス副担任 岩井貴生（東京都）

本当の「自由」には、常に「責任」が伴

います。是非、時間を有効に使って、自

分の夢に向かって進んでください。 

国語 仲間美月（沖縄県） 
八洲人の仲間入りを果たし

た皆さん、はじめまして。こ

れから、新しい環境で、新た

な出会い、新たな体験をたく

さんしていくと思います。こ

こ、八洲で素敵なスクールラ

イフをエンジョイ♪してく

国語・美術 原田みき子（秋田県）

マイペースで学習できること、スク

ーリングでいろんな地域の人と交

流できることなど、いい事いっぱい

ありの学園生活です。 
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ださい。 
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※（カッコ）内は出身地を示す 

教職員紹介

 

  

地歴・公民 岸野博一（千葉県）

八洲学園へヨウコソ！スクーリ

ングでみなさんにお会いできる

のを楽しみにしています！！ 

書道 大城正功（沖縄県） 
自分の特徴をしっかり表現でき

る生徒になってほしい。そのため

にもお互いに理解し合う努力も

大事です。 

家庭 与古田初子（沖縄県） 

「疲れたら休め、彼らもそう遠

くは行くまい」（詩人の言葉）。

頑張っている人が言えるのだけ

ど、ゆっくりゆっくりも前進は

あるからね。 

理科・数学 島袋正良（沖縄県） 
新入生の皆さん。本校は、自分のペースで

単位を修得し高校卒業ができます。しかし、

リポートや視聴の課題をこなしていく必要

があります。そこで、日々の生活の中で、

ぜひその課題をこなす時間を確保してくだ

さい。それから、常に学校に通うことがな

いので生活のリズムに気をつけてくださ

い。自分の将来は自分で切り開こう。 

事務課 松本美代子事務課 喜納政樹 （東京都）

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。 

（沖縄県） 
あまり気負わずマイペースに

進んでください。 

事務課 上間翼（沖縄県） 
新入生の皆さん、これから

始まる八洲ライフを自分

らしく有意義に過ごしな

がら頑張りましょう。 

事務課 槌林恵子（石川県） 
新入生のみなさん、ご入学おめ

でとうございます！八洲でし

かできない経験ができると思

います。充実した高校生活を送

りましょう。 

校務 具志堅慎一（沖縄県） 
人生にはキツイ思いをした分だ

け楽しい事があると言われてい

ます。良くも悪くも自分次第。一

歩一歩の積み重ねが大事です。 

事務課 本間衣里（東京都）

八洲では「がんばる」必要

はありません。自分なりに

自分のペースで目標に向か

って歩んでください。教職

員一同応援しています。 

地歴・公民 知念敦子（福島県）

産休 

琉球犬 サチコ 
みなさん、沖縄で待って

ます！是非、ワタシに逢

いに来てください！！
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リポートの訂正 

教務部 與那嶺 優香 

 

2007 年度・2008 年度と教科書が改訂されたことに伴い、リポートも改訂されました。その際、一部

の科目に誤りがありましたので、下記の通り訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 
リポート表紙に記載されている年度が該当する方はご注意ください。 

科目 年度 誤り 正 
世界史 A 2008.04 【教科書範囲】№1：P6～54   №2：P55～96 【教科書範囲】№1：P6～46   №2：P50～91 

№3：P94～109  №4：P112～139 №3：P97～114  №4：P115～144 

№5：P145～176 №6：P177～211 №5：P146～171 №6：P174～207 

化学Ⅰ 2007.04 №3 ④ 次の熱化学方程式を使って、CO の生成熱

を求めたい。 

№3 ④ 次の熱化学方程式を使って、エタンの燃焼

熱を求めたい。 

体育α 2008.04 №3[2] 外国から日本に紹介されたものとしてどん 

なものがあるか、例えを３つあげてください。

№3[2]  外国から日本に紹介されたものとしてど

んなものがあるか、上にあげたもの以外に例

えを３つあげてください。 

英語Ⅰ 2008.04 【教科書範囲】  №3：記載なし  №4：P27～32 【教科書範囲】  №3：P21～26 №4：P29～34 

№5：P43～48   №6：P49～54   №7：P57～62 №5：P39～44  №6：P45～50   №7：P55～60 

№8：P61～66  №9：P73～84 №8：P63～68・73～79   №9：P81～87 

英語Ⅱ 2008.04 №8 [1] 2 行目：It is (3     ) 2,500 meters high ～

    5･6 行目：had “slept” for about (8   )～ 

[2] 3. マチュピチュはなぜ 550 年もの間、～    

№8 [1] 2 行目：It is (3     ) 2,400 meters high ～

    5･6 行目：had “slept” for hundred (8   )～

[2] 3. マチュピチュはなぜ何百年もの間、～    

情報 A 2008.04 №3  1.(2) （エ）方式と、もれなく情報を検索した

いときに使う（ウ）方式がある。 

№3  1.(2) （ウ）方式と、もれなく情報を検索した

いときに使う（エ）方式がある。 

 

 

 

 

 

 

 

教職員異動の報告

総務部 岩井 貴生

 
教職員の異動がありましたので、ご報告いたします。 
・ 退職：久高 強（数学・理科、沖縄） 
・ 新入：上間 翼（事務、沖縄） 
・ 転勤：中村 智子（東・西クラス担任、横浜分室→沖縄本校） 

5 



文部科学省認可通信教育 

平成２０年度後期スクーリングの紹介

事務課 本間 衣里 

後期のスクーリングが始まりました。後期も楽しいスクーリングテーマが目白押しです！！ぜひ、興味・関心のある月

に参加してみてはいかがでしょうか。 

   １１月【実験】（６泊７日） 

   ※少人数限定・禁煙※ 

料理のコツを解明！ ～こな粉こねコネ「家庭科」実験～ 

チャレンジ！シャボン玉 ～膜の性質「物理」実験～ 

環境問題を目撃する！ ～かいわれ「地理・保健」実験～ 

作ってわかる沖縄諸島！ ～琉球石灰岩「地学・化学」実験～ 

   １２月【音楽】（９泊１０日/７泊８日） 

「バンド部門」「三線・ハンドベル部門」「ゴスペル（合唱）部門」に分かれて練習♪

※音符が読めなくても大丈夫！ 

   最終日の夜に『八洲ライブ２００８』の舞台で披露します。 

   特別ゲスト：“ゆるレゲＰＯＰ”で人気急上昇中、「ＧｌｅａｎＰｉｅｃｅ 

（グリンピース）」 

 

   １月【運動】（６泊７日） 

八洲恒例行事の「ヤシマンピック」を開催します！ 

北京オリンピックで燃えた人、運動が大好きな人、日頃運動不足で悩んでいる人、 

このスクーリングで健康的な体づくりを目指しませんか？ 

 

   ２月【卒業式＆文化祭】（９泊１０日/７泊８日） 

   八洲を卒業される皆さんを盛大に送り出そう！ 

感動でいっぱいの卒業式にしましょう☆ 

   同時に文化祭も行います♪ 

   みんなで最高の想い出を作りましょう！ 

   ３月【アドベンチャー】（６泊７日） 

   みんなで一緒に沖縄を満喫しよう！ 

   普段ではなかなか見られない沖縄に出会えるかも♪ 

    

 

 

 

 

 

 

 

留意事項     
６泊７日 

⇒集中スクーリングの基本パターンです。視聴報告書を必要通数合格していることが前提になります。 

なお、６泊７日の中に３泊４日【Ａ日程】【Ｂ日程】が含まれています。 

３泊４日【Ａ日程】【Ｂ日程】 

⇒様々なご事情で６泊７日の日程に参加しにくい方のためのスクーリングです。                
※必ずＡ日程→Ｂ日程の順に参加してください。 
９泊１０日 

⇒視聴報告書の作成ができない方、履修科目数の多い方、必要時間数以上に各科目のスクーリングに 

参加したい方が対象になります。なお、９泊１０日の中に７泊８日が含まれています。 

７泊８日 

⇒９泊１０日スクーリングの中に含まれています。視聴報告書の作成ができる方が参加対象となります。 
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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良い。№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良い。№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。難しい語句は教科書の最後の方にある索引

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、教科書の最後の方にある

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。難しい語句は教科書の最後の方にある索引

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 
新 

島袋正良  
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。 数学Ａ 
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月以降に履修した場合」、「旧」は「2008年

4月以前に履修した場合」という意味です。 
 

 7 



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

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！ 
情報Ａ 島袋友美 

 

地学Ⅰ 

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。 

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。 

理科総合Ａ 
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。 

島袋正良 

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
化学Ⅰ 

とほとんど書き込むことができます。 
体育α 
体育β 

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。 
体育γ 

長谷川瑠美 
横田裕美 

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ことか

ら始めましょう。 
保健 

書道Ⅰ 
教科書を良く見て書くようにしましょう。 

旧 
（例）起筆・収筆（Ｐ４２）などの基本となる点画をしっかり書く。 

書道Ⅰ 
大城正功 №２～６は半紙に筆と墨を使って作品を作成し、リポートに同封する必要があります。 

新 また、芸術は「実技(書く)」だけでなく「鑑賞(観る)」も大切ですので、教科書に目を通しま

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ＷＯ

ＲＤＬＩＳＴ（単語リスト）や辞書で調べてください。内容を理解したら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。 

英語Ⅰ 糸満英子 

英語Ⅱ 

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。 
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。 
垣花操 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、

ＯＣＩ 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。 
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重要な

ヒントが書いてあります。 
家庭総合 与古田初子 

注：書道 I、英語 Iの欄にある「新」は「２００８年４月以降に履修した場合」、「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 島袋 友美 

文部科学省認可通信教育 

ユッコ！ありがとう・・・

 先日ユッコが亡くなりました。ユッコはみなさんがスクーリングに来たときはも

ちろん、普段の生活の中でもみんなに元気を与え、励ましてくれました。「ユッコが

いたから頑張れた、ユッコがいたから前に進むことができたんだ」と感じています。 
みなさんもユッコのことを忘れず、今までユッコと過ごしてきた日々、ユッコか

ら得たものを糧に卒業という目標に向かって一緒に頑張っていきましょう。ユッコ、

今までありがとう。 
なお、ユッコの餌代や病院代などは皆さんの募金で賄われていました。この場を

借りてお礼申し上げます。 

ホームページリニューアルのお知らせ

総務部 岩井 貴生

 
１１月１日に八洲学園大学国際高等学校のホームページ（http://study.jp/hs/yashima/top.html）が

リニューアルされ、学校情報が更に見やすくなります。 
各証明書願などはコンピュータからダウンロードが可能となります。また学習の手帳には、多くのハ

イパーリンクが設定され、調べたい情報はすぐに検索できます。教職員ブログや学校最新情報なども見

やすくなりますので、本校 HP を有効に活用してください。 
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※イメージ画像：本アップの内容とは異なります。



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。夜は涼しい日が続いていますが、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♪ 
 

11月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）
国総 英語Ⅱ 地学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
理科総合 A 情報 A 地理 B 

※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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育科の長谷川瑠

美です!! 皆さん、良

くがんばっていま

す♪ 

事務の上間翼です!! 

私も皆さんと一緒

にリポート作成し

ます♪ 

リポートが進んでいない生徒さん、一緒に学校でリポート作成しましょう♪ 参加可能な

生徒さんは是非来校して下さい！！ 教職員一同、お待ちしています。 
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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

11/5 古墳時代～前方後円墳とヤマト王権～ 11/13 粒子の違いを見つけよう 11/14 パソコンで名刺作り

11/12 飛鳥時代～東アジア世界と古代日本～ 11/27 変化の中に化学が見える 11/28 情報整理はコンピュータで

11/19 律令国家～奈良時代の都と地方～

11/26 平安京の成立～桓武天皇のめざしたもの～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/4 整式の乗法 11/4 原子の構造 11/7 男女平等と共生

11/11 乗法公式 11/11 元素の周期表 11/14 家族と法律

11/18 因数分解 （1） 11/18 イオンと分子 11/21 労働と生活時間

11/25 因数分解（2） 11/25 原子量・分子量 11/28 生命をはぐくむ

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/6 宇宙の始まりと今，そして未来 11/5 細胞小器官のはたらき 11/6 サバナ～アフリカの自然と農業～

11/13 星の誕生 11/12 細胞と酵素 11/13 モンスーン気候～東南アジア～

11/20 多様で個性的な星の進化 11/19 細胞内の物質の出入り 11/20 砂漠～中東の人とくらし～

11/27 星が死を迎えるとき 11/26 単細胞と多細胞 11/27 温帯気候～ヨーロッパの自然と農業～

放送日 タ　イ　ト　ル

11/5 Lesson 2 My FavoriteThings (1)
11/12 Lesson 2 My FavoriteThings (2)
11/19 文法 1
11/26 Communication 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

11/9 隣の校庭 (1) （佐藤雅彦） 11/10 相棒 (1) （内海隆一郎） 11/6 Lesson 1 Sharing One World (4)
11/9 隣の校庭 (2) （佐藤雅彦） 11/10 相棒 (2) （内海隆一郎） 11/6 Lesson 1 Sharing One World (5)
11/16 月あかり雪あかり花あかり (1) （青木玉） 11/17 相棒 (3) （内海隆一郎） 11/13 Let's Try ! 1
11/16 月あかり雪あかり花あかり (2) （青木玉） 11/17 相棒 (4) （内海隆一郎） 11/13 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (1)
11/23 スピーチ (1) 11/24 ナイン (1) （井上ひさし） 11/20 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (2)
11/23 スピーチ (2) 11/24 ナイン (2) （井上ひさし） 11/20 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (3)
11/30 児のそら寝 (1) 宇治拾遺物語 12/1 ナイン (3) （井上ひさし） 11/27 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (4)
11/30 児のそら寝 (2) 宇治拾遺物語 12/1 ナイン (4) （井上ひさし） 11/27 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (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

11/5 体ほぐしの運動 (1) 11/8 伊勢物語 小野の雪（2） 11/5 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (1)
11/5 体ほぐしの運動 (2) 11/8 徒然草 吉田と申す馬乗り 11/12 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (2)
11/12 運動と体力 (1) 11/15 徒然草 よろづのことは頼むべからず（1） 11/19 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (3)
11/12 運動と体力 (2) 11/15 徒然草 よろづのことは頼むべからず（2） 11/26 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (4)
11/19 喫煙と健康 (1) 11/22 方丈記 安元の大火（1）

11/19 喫煙と健康 (2) 11/22 方丈記 安元の大火（2）

11/26 飲酒と健康 11/29 背水之陣

11/26 薬物乱用と健康 (1) 11/29 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。

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 土  16 日  

2 日  17 月 ☆通学スクーリング 

3 ○月  文化の日 18 火  

4 火 １１月スクーリング返送書類必着 19 水  

5 水  20 木
１２月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

6 木 １２月スクーリング申込〆切（消印） 21 金  

7 金  22 土  

8 土  23 ○日 勤労感謝の日 

9 日  24 ○月 振替休日 

10 月  25 火 成績発送 

11 火 １２月スクーリング申込〆切（必着） 26 水 １２月スクーリング返送書類必着 

12 水  27 木 １月スクーリング申込書発送 

13 木  28 金 ゆんたく発送 

14 金 １２月スクーリング詳細発送 29 土  

15 土  30 日  

☆ 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  
新たに後期新入生も加わり平成２０年

度後期がスタートしました。「ゆんた

く」でこんなこと知りたい、こんな記

事が読みたい！ということがありまし

たらご連絡くださいね。お待ちしてお

ります。 
    横浜分室 槌林恵子 
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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://k.yashima.jp/（携帯サイト） 

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