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実験スクーリングを実施しました！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１月になって朝夕だいぶ肌寒くなってきましたが、みなさんは如何お過ごしでしょうか。１１月スクーリン

グは少人数制で、テーマは「実験」でした。普段の授業では出来ない実験だったので、参加者の皆さんは、とて

も楽しそうに学んでいました。本を読んだり、人から伝え聞くことも大切ですが、自分の目で確かめ体験した知

識はずっと頭に残るということを改めて実感できたスクーリングでした。 
まだスクーリングに参加してない方は、まず担任の先生に連絡をしてみてください。楽しいスクーリングが皆

さんを待っています！！冬の沖縄も暖かくて良いですよ！！ 
さて、今月号は進路に関する記事が多く掲載されています。これらの情報が、皆さんにとって将来を真剣に考

える契機になれば幸いです。 
「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！ 

      

               

平成２０年１１月２８日

八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

・ 校長コラム[ｐ.２] 
・ 11 月スクーリングダイジェスト[ｐ.３－４] 
・ スクーリングリーダを終えて[ｐ.５] 
・ ホームページの活用方法 [ｐ.６] 
・ 姉妹校の紹介 [ｐ.７] 

 
 

 
・ 在校生の声 / 職員紹介 [ｐ.８] 
・ 職業紹介[ｐ.９] 
・ 進路のためウェブ活用[ｐ.１０] 
・ NHK 高校講座アンコール放送[ｐ.１１] 
・ １２月行事予定[ｐ.１２] 
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校長コラム  

校長 中田 雅敏 

 

 「疾風頸草を知る」という言葉があります。細い草、短い草、丈が高い草、また茎太き

草、よく繁茂した草、根が深く張った草、など色々な草があります。「どれが良くて、どれ

が悪い草」ということはありません。昭和天皇は「雑草という草はない」とおっしゃって

おります。これは「名のない草」「植物名のない草」は無いということでしょう。人も同じ

です。名前の無い人はいません。 

 皆さんは、冒頭で申し上げた私の言葉をどのように考えますか。これは実は、例えなの

です。「頸草
けいそう

」というのは柔らかい草、風になびく草のことです。「疾風
しっぷう

」とは強い風、台

風のような荒々しい風、暴風のことです。柔らかい草は荒々しい風が吹いてきても、首を

なびかせて耐えることができます。しかし茎太く、剛毅な植物は暴風雨にまともに向き合

ってしまいます。耐え忍び貫いて無傷でいるということはめったにありません。しかし、

どちらが良い生き方であるか、ということは誰にも分かりません。 

 「雑草のように強く逞
た

くましく」という言葉もあります。でも「雑草」という表現は、

食べることも、何かに用いることもできない状態を言います。「逞
た

くましく」は良いでしょ

うが「雑草のような」という比喩はあまり感心できません。「頸草
けいそう

」は「弱々しい、細くて

なよなよしている」という意味ですが、決して悪いことではありません。「疾風
しっぷう

」に対して

あらがうよりは、むしろうまくやり過ごす、という方法もあるのです。「やり過ごす」こと

は、決して悪いことではありません。 

 人は悩んだり、自分を卑下したり、自分はだめなんだ、と思い込んでしまう事もありま

す。先ほど述べたように、強い草と柔らかい草とで比較すれば、どちらが良いということ

はありません。さて皆さんはどちらの生き方をしていますでし

ょうか。強ければ良いという事でもありません。この言葉を心

に置いておきますと「生きる」という事も楽になりますね。 
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総務部 玉城 健一 
管理部 鈴木 啓之 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11 月スクーリング ダイジェスト 
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シシャャボボンン玉玉実実験験  
大大ききななシシャャボボンン玉玉をを作作るるここととににチチャャレレンンジジ！！  

イイルルカカララググーーンンシショョーー  
海海洋洋博博記記念念公公園園のの浅浅瀬瀬ププーールルでで、、ミミナナミミババンン

ドドウウイイルルカカととオオキキゴゴンンドドウウイイルルカカののシショョーーをを見見

ままししたた。。係係員員ががイイルルカカををひひっっくくりり返返ししてて、、近近くくでで

おおヘヘソソをを見見せせててくくれれままししたた。。  

イイルルカカ観観察察会会  
イイルルカカのの輪輪くくぐぐりりをを訓訓練練すするる手手順順をを

紹紹介介ししててくくれれままししたた。。ままたた、、イイルルカカをを

目目隠隠ししでで泳泳ががせせたたりり、、エエココロロケケーーシシ

ョョンンのの実実験験をを見見せせててくくれれままししたた。。  

ススラライイムムづづくくりり  
作作っったたススラライイムムをを一一瞬瞬でで水水ににももどどすす裏裏ワワザザをを伝伝授授！！  

小小麦麦粉粉ここなな粉粉実実験験  
小小麦麦粉粉とと米米粉粉、、ココーーンンススタターーチチ、、わわららびび

餅餅粉粉のの手手ざざわわりりををくくららべべたたああとと、、小小麦麦粉粉

ををよよくくここねねてて、、弾弾力力ががででててくくるるののをを体体感感

ししままししたた。。ここねねててみみてて強強力力粉粉とと薄薄力力粉粉

のの違違いい、、わわかかっったたかかなな？？
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 総務部 玉城 健一 
管理部 鈴木 啓之 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 月スクーリング ダイジェスト  

ＥＥＭＭココンンポポスストト作作りり  
生生物物ⅠⅠのの授授業業でで、、米米ぬぬかかかか

らら発発酵酵肥肥料料をを作作りりままししたた。。  
くくっっささーーっっ＼＼((◎◎oo◎◎))／／！！ 

廃廃油油せせっっけけんん作作りり  
化化学学ⅠⅠのの授授業業でで、、廃廃油油とと水水

酸酸化化ナナトトリリウウムムととアアロロママオオイイ

ルルかからら石石鹸鹸をを合合成成ししままししたた。。

化化石石採採取取  
学学校校駐駐車車場場のの石石灰灰岩岩

露露頭頭かからら、、化化石石をを探探そそ

ううととししたたそそののとときき･･････突突

然然のの豪豪雨雨でで室室内内避避

難難。。残残念念ででししたた。。  

星星空空観観察察会会  
地地学学ⅠⅠのの授授業業でで、、予予定定のの観観

察察会会がが、、雨雨でで中中止止。。かかわわりり

にに食食堂堂ででＤＤＶＶＤＤ「「ププララネネタタリリ

ウウムム」」上上映映。。  

ビビーー玉玉衝衝突突実実験験  
物物理理学学のの新新法法則則をを多多数数発発

見見ししままししたた。。((^̂○○^̂))  
みみななささんん天天才才かかもも。。  

シシーーモモンンキキーー飼飼育育実実験験  
ププララココッッププでで卵卵かかららシシーーモモンン

キキーーをを孵孵しし、、１１週週間間でで２２mmmm
ほほどどにに育育ててままししたた。。部部屋屋をを暗暗

くくししてて携携帯帯画画面面のの光光ををかかざざ

すすとと、、光光にに寄寄っっててききまますす。。家家

でで飼飼いいたたいい生生徒徒ささんんににはは卵卵

とと餌餌ををププレレゼゼンントト。。

かかいいわわれれ大大根根実実験験  
かかいいわわれれ大大根根、、ママススタタ

ーードド、、アアルルフファァアアルルフファァ

のの種種をを、、次次のの５５条条件件のの

水水でで１１週週間間水水耕耕栽栽培培。。  
６６班班すすべべててでで同同じじよよううなな

結結果果をを得得ままししたた。。  

結結果果  
水水道道水水→→よよくく育育つつ。。  
薄薄いい塩塩水水  →→発発芽芽ししなないい  
酸酸性性雨雨→→ほほととんんどど発発芽芽ししなないい  
合合成成洗洗剤剤水水→→発発芽芽ははすするるがが

茎茎がが伸伸びびなないい。。

せせっっけけんん水水→→やややや発発育育不不良良  

結結果果  
水水→→変変化化ななしし  
油油→→変変化化ななしし  
砂砂糖糖水水→→変変化化ななしし  
塩塩水水→→変変化化ななしし  
おお酢酢→→紫紫⇒⇒赤赤紫紫  
トトイイレレのの塩塩酸酸→→紫紫⇒⇒赤赤紫紫  
重重曹曹水水→→紫紫⇒⇒緑緑  
せせっっけけんん水水→→紫紫⇒⇒緑緑  

自自家家製製リリトトママスス紙紙実実験験  
紫紫キキャャベベツツををジジュューーササーーでで

ジジュューーススににししててココーーヒヒーーフフィィ

ルルタターーにに染染みみ込込まませせたたリリトト

ママスス試試験験紙紙でで、、台台所所ににああるる

いいろろいいろろなな液液体体のの酸酸性性アア

ルルカカリリ性性をを調調べべままししたた。。  
（（余余分分ののリリトトママスス紙紙ははおお持持

ちちかかええりり））  

偽偽ススラライイムム実実験験  
洗洗濯濯ののりりにに食食塩塩水水ををままぜぜてて、、ススーーパパーーボボーールル

ののよよううにによよくく弾弾むむププララススチチッッククをを取取りり出出ししまましし

たた。。  
ででもも、、そそののああととのの秘秘密密実実験験（（塩塩のの結結晶晶成成長長））はは

失失敗敗((;;__;;))  

アアンンモモナナイイトト化化石石観観察察  
海海洋洋博博公公園園ままでで出出かかけけままししたた

がが、、雨雨模模様様でで断断念念ししままししたた。。

((TT__TT))  
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その他、こんなこともしたよ！！ 

皆皆でで長長縄縄跳跳びび  
ジジャャンンププすするる反反応応のの遅遅いい人人がが・・・・・・  
息息切切れれもも・・・・・・  



管理部 鈴木 啓之 
今回はじめて「スクーリングリーダー」という大任を任された鈴木啓之です。力不足ではありました

が、皆さんに少しでも楽しんでもらえるように精一杯務めました。11月スクーリングに参加した皆さん

からの意見を参考にして、更に楽しんでもらえるスクーリングを今後も実施していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ はじめて授業に出られたことがとても嬉しかった。先生方もおもしろく、いつも気にかけて下さって助

かったこともたくさんあり、本当に八洲に来て良かったと思いました。 

・ 雨が続いたけど、大縄とかシャボン玉とか最後の日にできてよかった。鈴木先生も一生懸命いろんなこ

とを教えてくれて全体的にめちゃくちゃ楽しかった。卒業確定も出来てよかったよう！ありがとうござ

いました。 

・ 初めてのスクーリング参加、前半はかなり疲れました。後半は慣れてきてとても楽しく過ごせました。

私には子供がいるのでどうしても通学になりますが、みんなで泊まるともっと楽しくなりそうです。 

・ 少人数スクーリングだったから、気持ちにゆとりが持てて良かった。また、スクーリング期間中が禁煙

だったから、煙草が吸えなくても平気になったかもしれない。 

・ イルカがめっちゃかわいかったです。卒業できてうれしかったです。ありがとうございました。 

・ 鈴木先生が授業中に教えてくれた豆知識、面白かったです。ヒマな時間がなくて結構大変だったけど、

全体的にとても楽しい授業でした。 

・ スクーリングがこんなに楽しいとは、知らなかったと同時にビックリでした。 

・ シャボン玉の実験やシーモンキーの実験など色々勉強になった。実験はなかなか難しくてわからなかっ

たけど楽しかった。あと、空いた時間でリポートもはかどったことが良かった。 

・ 疲れました。小麦粉をもっと触っていたかった。 

・ 各実験のまとめ、理論的に考えると難しい内容だった。 

・ 体調を崩してしまい、先生方に迷惑をかけて申し訳ありませんでした。でも、先生方はみんな優しく、

私はとても救われました。 

～スクーリングリーダーを終えて・・・～ 

スクーリングの初日と２日目は気温３０度の真夏。中盤は一転、激しい雨で寝具の追加希望者が続出の寒い日（20度）

となり、みなさんは体調管理に四苦八苦されていましたね。雨で予定変更の室内での体育の内容が案外好評でした。

シャボン玉実験では（予行は成功した）大きなしゃぼん作りに失敗しましたが、オプションでもう一度チャレンジしました。

入校式での渡邉校長代理の（童謡「うさぎとかめ」から人生道を学ぶ）お話も感動しました。修了式で披露した教職員

一同の歌に、皆さんが手拍子をしてくれたり口ずさんでくれたこと、とても嬉しかったです。ありがとうございました。 

スクーリングリーダーを終えて・・・ 

１１１１月月はは７７輪輪ののつつぼぼみみがが美美ししくく花花ひひららききままししたた。。  

１１２２、、１１，，２２月月ののススククーーリリンンググでで、、桜桜はは次次々々とと花花開開

いいてて、、全全面面ががピピンンククにに彩彩らられれるるここととででししょょうう。。  
  

文部科学省認可通信教育 
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事務課 槌林 恵子 

ホームページの活用方法 

 
皆さん、リニューアルされた学校ホームページ（以下、HP）を活用していますか？HPのトップページ下

に あ る 「 在 校 生 は こ ち ら 」 を ク リ ッ ク し て み て く だ さ い 。「 在 校 生 は こ ち ら 」
（http://study.jp/hs/yashima/student.html）では以下の項目が詳しくわかります。 
 

           

          

        

    

    

 
いろいろ使ってみてわから

ない点があれば連絡してね

☎０１２０－８４０－５９８ 

 

■ 申請書類はPCから印刷できます！ 

「誓約書」 「証明書発行願」「住所・氏名変更届」

「調査書・推薦書発行願」「自己 PR 用紙」 

「旅客運賃割引証交付願」「スクーリング申込書」「学習

進度記録」「バーコードシール・宛名シール・紛失リポー

ト・視聴報告書・封筒購入申込書」「質問票」「CW（コミ

ュニティウェブ）・イーラーニング・成績発送申込書」 

 

 

 

 

 

 

在校生にはグッドニュー

ス！！ HP がとても便利

になりました！ 

 

■ スクーリングの情報がすぐにわかる！ 

・ 「スクーリングいつ行こうか？」と思ったら「スクーリング実施のお知らせ」をクリック！！ 

 

■ 「学習の手帳」はHPでチェック！ 

・ HP 上の「学習の手帳」には点線（------）で囲まれた部分があります。クリックすると詳しく説明され

ているページに移動します。 

 

■ 重要情報は「学校

からのお知らせ」で！ 

・ 平成 20 年度後期の試験出題

ポイントや指定校推薦につ

いてなど、大切な情報がたく

さん掲載されていますよ！ 
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                                       総務部 岩井 貴生 

 
八洲学園大学国際高校は学校法人八洲学園に属しています。学校法人八洲学園には本校以外に、「八洲学

園大学」「八洲学園高等学校」「やしま学園高等専修学校」「西日本柔道整復専門学校」の４つの姉妹校があ

ることをご存知ですか？ 
今回は、西日本柔道整復専門学校を紹介します。興味のある方は、指定校推薦もありますので、進路指導

担当の横田裕美先生まで問い合わせてください（0120-917-840）。 
 

 
 
柔道整復師の国家資格を取得するための学校です。学校の特徴とカリキュラムは以下の通りです。さらに詳しい

情報を知りたい方は下記までご連絡ください。 
 
【学校の特徴】 
・ 国家資格「柔道整復師資格」を確実に取得 
・ 実務に即した指導で開業をバックアップ 
・ 研修制度でステップアップ 
・ 特別セミナーの開催 

・  
【柔道整復師とは・・・】 
・ 「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、挫

傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。 
・ 柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解剖学、

生理学など１１科目の国家試験をパスして取得できる資格です。 
・ 柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じように保険

証を使用できます。また病院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げています。介護保険制

度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。 
 
【柔道整復術とは・・・】 
・ 柔道整復術は日本古来の医術の一つで、「柔術」の活法を基本とし怪我人を回復させる技術として伝承されて

きました。 
・ 骨・関節・筋・腱・靭帯など運動器に加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・

打撲などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復・固定・後療等を行い

ます。人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術です。 
 
 

 
 
 
 

 

姉妹校の紹介 

基礎分野 専門基礎分野  専門分野  

自然科学 
人文科学 
社会科学 
外国語  

解剖学 
生理学 
運動学 
病理学 
外科学 
整形外科学 

衛生学 
関係法規 
医学史 
保健体育（柔道） 
リハビリテーション 
一般臨床 

基礎柔道整復学

臨床柔道整復学

柔道整復実技 
臨床実習  
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総務部 岩井 貴生 

大城千洸さんは、「楽しくないと思いながら毎日学校に通うのは嫌。いろんな人と出会って視野を広

げたい」という思いで、中学卒業後、八洲学園大学国際高等学校（以下、八洲）に入学しました。 
はじめて参加したスクーリングは期待以上のものだったそうです。まわりに合わせてばかりだった自

分から一歩成長し、自分らしく毎日を楽しめるようになった、という大城さんからメッセージが届いて

います。 

『やしまで見つけた！“自分らしい私”』 

2006 年 4 月入学（沖縄県出身） 大城千洸  
中学卒業後、すぐ八洲に入学しました。15 歳のときです。一応、中 2 の 1 学期までは普通の高校に行こうと

思っていました。でも、やっぱりなんか違うなと感じて…。普通の高校に行っても、自分にやりたい目的がなかっ

たら楽しくないじゃないですか。「楽しくない」と思いながら毎日学校に通うのは嫌だった。それより八洲みたいに、

たまに学校に行って、いろんな所から来ている人たちと交流した方が絶対楽しいと思ったんです。八洲の“日本

全国から生徒が集まる”ところが入学の決め手でした。それで、親に「八洲に入学した」と相談したところ、「入学

すればいいよ」と応援してくれました。 

初めてのスクーリングで沖縄に行ったときの第一印象は、「誰が先生で誰が生徒かわかんない」(笑)。あの人、

先生？生徒？みたいな(笑)。それくらい先生がフレンドリー。普通の高校では有り得ないですよね。スクーリン

グ、最初はとても緊張しました。でも実際に参加してみたら、普通だったら絶対出会えないような人たちと出会

えたり、いろいろな年齢層の人たちと友達になれたり。 

一番思い出に残っているのは、やっぱり最初のスクーリングかな。少人数でとっても楽しかったんですよ。帰

る前日からみんなで大泣きするくらい仲良くなって。今でも「あのときのスクーリング、楽しかったな」って思い出

します。八洲での３年間を振り返ると…考え方がすごく変わりましたね。入学当初は、スクーリングに参加しても

周りの友達に自分を合わせようと無理してたんだけど、疲れてしまって。「楽しめるときに楽しまないともったい

ない」って気付いたんです。 

だから、これから入学する人たちにも伝えたい。「誰かに合わせなくてもいい」「自分が楽しまないと損！」って。

例えば、友達が「楽しくない」って言ったら、本当は自分は楽しみたいんだけど、友達に合わせて「楽しくないよ

ね」と言っちゃったり。そんなの絶対もったいないと思う！笑いたければ笑って、しゃべりたければしゃべって、動

きたければ動く。そんなふうに、自分の気持ちに素直になることが大切なんじゃないかな。自分らしくありのまま

でいられる。それが、八洲の良いところだと思います。 

将来は、子供と関わる仕事をしたいと考えています。これからも自分の“やりたいこと”に向かって頑張ってい

きたいです。 

 

職員紹介 
総務部 岩井 貴生

10 月より沖縄本校事務課に新しいスタッフ、「上間翼さん」が加わりました。皆さんの色々な事務手

続きをしてくれます。上間さんより皆さんへメッセージが届いています。 
 
【自己紹介】10 月１日より八洲学園大学国際高等学校の事務課に入りました、上間翼です。出身は沖

縄県本部町です。趣味はサッカー、フットサル、マンガ、テレビゲーム、車のメンテナ

ンス、放浪ドライブ等々、屋内・屋外関係無く楽しんで

います。2年前には沖縄から車を持ち出し日本一周ドライ

ブ旅行に行ってきました。47 都道府県を全て周ってきま

したので、この経験をいかして生徒の皆さんと色々な話

しが出来たらいいなと思っています。 

【抱負】  今年も残り少なくなっていますが、今年の目標である「何

事にもメリハリをつけて一生懸命」を貫き、残りの 2008

年を過ごしていきたいと思います。また、皆さんの顔と名

前を、一日も早く覚えたいと思っています。 

在校生の声 

文部科学省認可通信教育 

自分らし

くマイペ

ースで有

意義な毎

日を共に

過ごしま

しょう。 
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進路指導主事 横田 裕美 

  

世間には一体どんな仕事があるのか、どんな仕事が自分に合うのか、疑問に思ったことはありま

せんか？実は、入学検討者の方々に送信されるメールマガジンでは、毎回色々な職業を紹介してい

ます。この情報は皆さんの進路研究にも役立つと思いますので、『ゆんたく』でも紹介をしていき

ます。自分の夢を見つけるための一つの参考にしてくださいね。 
今回は、福祉の仕事から「医療ソーシャルワーカー」と「介護福祉士」を紹介します。最近、福

祉の仕事は就職率がとても良いため、人気があるようです。 
興味のある仕事や紹介してほしい仕事がありましたら、学校までご連絡下さい。 

TEL：0120-840-598、メール：okinawa@yashima.ac.jp 
 

  ………………………………………………………………………………… 

  ○医療ソーシャルワーカー 
  ………………………………………………………………………………… 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

  ○介護福祉士 

  ……………………………………………………………………………… 

     

 

 

職業紹介 

文部科学省認可通信教育 
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病気やけがのために、生活上困っている人たちの相談にのり、支援する仕事です。

入院費や生活費といった金銭的な問題や、患者を支える家族の負担、退院計画など、

患者や家族の様々な相談にのり、サポートしていきます。 

あまり聞き慣れない職業ですが、全国の病院や診療所などでたくさんの医療ソーシ

ャルワーカーが活躍しています。医療ソーシャルワーカーになるためには特別な資格

は必要ありませんが、最近では、ほとんどの病院が採用条件として「社会福祉士」の

資格をあげるようになってきています。そのため、福祉系の大学や短大、専門学校に

通い、この資格を取るのが近道でしょう。 

患者・家族からの相談を受けて施設を紹介したり、人と人をつなぐやりがいのある

仕事が「医療ソーシャルワーカー」です。相談者の役に立ち感謝されることが、この

仕事のいちばんの魅力といえそうですね。 

介護福祉士は専門職の国家資格です。高齢者や障害者のいる施設や家庭で、入浴や

食事、排泄、衣服の着脱、移動、体位の交換などを介助します。また、医療や看護を

必要とする人に対しては、医師や看護師などと連携をとりながら日常生活をサポート

します。 

このほか、要介護者やその家族に対して介護のやり方を指導し、介護についてのア

ドバイスをすることも重要な仕事のうちのひとつです。 

介護福祉士を目指すためには、定められた専門学校や短大、大学などの養成施設を

卒業する方法と、介護の実務経験を 3 年以上積んだ上で介護福祉士の国家試験を受け

合格する方法の 2 通りがあります。 



管理部 鈴木 啓之 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路のための WEB 活用方法 

5年後、１０年後のあなたは何をしていますか？ 

何をしていたいですか？自分の関心が、どんな職業に

活かせるか、ビジュアルに教えてくれるサイトがあり

ます。 

今回は「私のしごと館 JOBJOB！WORLD」

http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/jjw/top.htmlを

紹介します。ぜひ、一度サイトをチェックしてみてね。

「どんな仕事」なの

かの紹介と、その

仕事についている

ベテランと新人の

方へのインタビュ

ー。そして、その

仕事につくための

資格や進学先、そ

の仕事に関する本

や勉強法の紹介

が載っています。

文部科学省認可通信教育 
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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

12/3 藤原氏の繁栄～摂関政治と国風文化～ 12/11 酸性の反対は塩基性? 12/12 ネットワークコミュニケーション

12/10 源氏と平氏～成長する武士団～ 12/25 電子が移動する変化 12/26 情報検索の達人になろう

12/17 院政～中世へのあゆみ～

12/24 鎌倉幕府～武士政権の成立と展開～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/2 根号を含む式の計算 12/2 物質量 12/5 子どもの発達

12/9 不等式 12/9 化学反応式 12/12 子どもの生活と遊び

12/16 不等式の解き方 12/16 化学変化の量的関係 12/19 家庭で育つ，社会で育つ

12/23 不等式の応用 12/23 反応熱と熱化学方程式 12/26 新しい高齢者像

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/4 太陽系が生まれる 12/3 生物の体のなりたち 12/4 亜寒帯と寒帯～タイガとツンドラ～

12/11 母なる太陽の輝き 12/10 いろいろな生殖 12/11 高山地域～ネパールを中心に～

12/18 太陽系のなかまたち 12/17 生殖細胞のでき方 12/18 食と農業の世界地理

12/25 もうひとつの太陽系をさがせ 12/24 植物の生殖と発生 12/25 工業の世界地理

放送日 タ　イ　ト　ル

12/3 Lesson 3 Great Journeys (1)
12/10 Lesson 3 Great Journeys (2)
12/17 Lesson 3 Great Journeys (3)
12/24 Lesson 4 The Genbaku Dome (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

12/7 季武が従者… (1)古今著聞集 12/8 ナイン (5) （井上ひさし） 12/4 Lesson 2 Singaporean Teen Talk (6)
12/7 季武が従者… (2)古今著聞集 12/8 そこにひとつの席が （黒田三郎） 12/4 Let's Try ! 2
12/14 とんかつ (1)（三浦哲郎） 12/15 永訣の朝 (1) （宮沢賢治） 12/11 Lesson 3 Modern Monsters (1)
12/14 とんかつ (2)（三浦哲郎） 12/15 永訣の朝 (2) （宮沢賢治） 12/11 Lesson 3 Modern Monsters (2)
12/21 とんかつ (3)（三浦哲郎） 12/22 この世 （中江俊夫） 12/18 Lesson 3 Modern Monsters (3)
12/21 とんかつ (4)（三浦哲郎） 12/22 情けは人の…… (1) （俵 万智） 12/18 Lesson 3 Modern Monsters (4)
12/28 訓点 (1) 12/29 情けは人の…… (2) （俵 万智） 12/25 Lesson 3 Modern Monsters (5)
12/28 訓点 (2) 12/29 空虚なコミュニケーション (1) （野口恵子） 12/25 Let's Try ! 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

12/3 薬物乱用と健康 (2) 12/6 管鮑之交（2） 12/3 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (1)
12/3 医薬品と健康 12/6 鼓腹撃壌 12/10 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (2)
12/10 スポーツと国際理解 (1) 12/13 中国の詩 鹿柴 絶句 12/17 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (3)
12/10 スポーツと国際理解 (2) 12/13 中国の詩 峨眉山月歌 臨洞庭 12/24 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (4)
12/17 スポーツの歴史 12/20 日本の詩 送夏目漱石之伊予

12/17 感染症の予防 12/20 万葉集 柿本人麻呂 額田王他（1）

12/24 エイズとその予防 (1) 12/27 万葉集 柿本人麻呂 額田王他（2）

12/24 エイズとその予防 (2) 12/27 古今和歌集 仮名序 紀貫之他（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）



 
                               
                                         
 
   
                                  

                                 
1 月  16 火  

2 火 ☆通学スクーリング 17 水  

3 水  18 木  

4 木 １月スクーリング申込〆切（消印） 19 金
１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月 １月スクーリング申込〆切（必着） 23 火 天皇誕生日 

9 火  24 水 ２月スクーリング申込書発送 

10 水  25 木  

11 木 １月スクーリング詳細発送 26 金 ゆんたく発送 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月  30 火  

☆ 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！！ 
☆ 上記のグレー部分はスクーリング日程を示しています。 
 
 
 
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） 
 
 
 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） 

編集後記  
リニューアルしたホームページはご覧に

なっていただけましたでしょうか？ゆんたく

同様、ご意見、ご感想をお待ちしておりま

す。 
さて、今年も残り１カ月となりました。皆さ

んにとってどんな１年でしたか？来年も良い

年になるといいですね。 
       横浜分室 槌林恵子 

文部科学省認可通信教育 
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