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12 月スクーリング（YASHIMA 
ライブ２００８）を実施しました！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
毎年１２月の開催が恒例となったＹＡＳＨＩＭＡライブ、今年も最高に盛り上がって閉幕しました。「スク

ーリングって楽しい！」と言って帰っていった生徒さんがたくさんいましたよ。 
今年も残すところあと少しですね。皆さんにとって今年が良い一年であったこと、また来年も良い年になる

ように教職員一同願っています。また来年、笑顔でお会いしましょう。八洲学園大学国際高等学校は、来年も

高校卒業の目標に向かって勉強に励んでいる皆さんを全力で応援・サポートしていきます！ 
 
「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！ 

      

               

平成２０年１２月２６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] 
・ １２月スクーリングダイジェスト[ｐ.３] 
・ 職業紹介[ｐ.４] 
・ 平成 20 年度後期 試験ポイント[ｐ.５－６] 
・ 学校ブログ・ＳＮＳの紹介／年末年始業務時間のお知らせ [ｐ.７] 

 
 

 
・ 沖縄スクーリングに参加して･･･ [ｐ.８] 
・ 横浜分室だより[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] 
・ １月行事予定[ｐ.１２] 



校長 中田 雅敏 

もう幾つ寝るとお正月･･･ 

 昔懐かしい童謡（われべうた）に「もう幾つ寝るとお正月、お正月には凧あ

げて独楽を廻して遊びましょう」とあるのは皆さんもご存知でしょう。こうし

た童謡を口ずさみながら子ども達は野外で遊びをしたものです。また家の中で

は、歌留多取り、福笑い、双六などでよく遊びましたが、これらには子どもの

遊びと大人の遊びが一緒に出来るものと、大人と子どもは別のものとがありま

す。子どもの歌留多取りは「犬棒カルタ」大人は「百人一首」、双六は子ども達

は「道中双六」大人は「源氏物語双六」などが例としてあげられます。「犬も歩けば棒にあたる」「牛は

ゆっくり馬は疾走」など子どもが動物の名前や格言、諺（ことわざ）などを自然に覚えられるように大

人も一緒に楽しみながら学んだものでした。双六は日本全国五街道別種類があり、宿場や関所があり、

関所に当ると戻ったりします。 

江戸時代には幕府の奨励策もあって、この双六がきっかけで旅が増加したと言われています。大人の

双六は「源氏物語」の女性と最後は宮中で太政大臣となってあがりとなります。「百人一首」は有名で、

これは大人が成人に近い娘達も参加しました。それ故に国民すべてが倭歌に親しみ、農民層にまで和歌、

俳諧が浸透しました。江戸の諸民文化は結構高かったことがわかります。 

 一家が皆で和やかに遊べるものとしては「福笑い」「達磨落し」などのゲーム性の高いものがありま

した。このようなゲームは家中の皆で団欒しやすく、こうした折りに家庭での教育が極めて自然に行わ

れました。戦後はバトミントンや卓球や西洋トランプになりましたが、それでも我即団欒の場は充分に

残され、家族の「つながり」を為す機能は果たされていました。遊びを通して「たまには負けてあげよ

う」など、それぞれの思いやりも生まれたものです。 

 現在は年末になるとあわただしく故郷に帰り、この時ばかりと一家一族で宴などを行うなど「お正月」

は大人達だけの「待ち遠しさ」になってしまいました。子ども達は大人の帰省につき合わされるだけと

なってしまいました。また、子どもは子どもの世界で正月を楽しみ、正月から個人主義的な行動が目に

付く今日この頃でありますが、せめてお正月ぐらい神社仏閣に参詣し、家中の皆が遊べるような遊びを

考えて実行してみてはいかがでしょうか。正月にゲームを持参して帰省してまでゲームだけに一人没頭

するのをやめてみることからはじめてみませんか。 

校長コラム  
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１２月スクーリングダイジェスト 

                           総務部 玉城 健一 
色々あった音楽スクーリング、最後は大成功で終わりました!! 参加した皆さん、お疲れ様でした♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～参加した生徒の感想～ 

●八洲国際は以前在籍していた高校よりも生徒と先生の距離が近かったです。私はバンド部門でボーカルを

しましたが、最初は個性的なメンバーが揃っているので戸惑いました。しかし他のメンバーが頑張ってい

る姿を見て、私も自然と惹き込まれていきました。最終日の発表会では、成功したので感動しました。 

●今回初めて三線を触ったが、最初は指が痛かったです。本番では少しミスしたけど楽しめました。また、

八洲国際には全国から色々な考えをもった人が集まるので、人間関係が面倒になることもありました。し

かし、今回卒業確定まで辿り着けたことは様々な人達に出会い、その人達に励まされたおかげなので、感

謝しています。 

文部科学省認可通信教育 

ゴスペル部門♪        ハンドベル部門♪          三線部門♪ 

グリンピースと写真撮影♪        バンド部門♪         伊禮俊一さんと撮影♪ 

ＢＢＱおいしかった♪        食堂の風景♪         ピアノ上手さぁ～♪ 
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進路指導主事 横田 裕美 

  

先月号から世の中にはどのような職業があるのかということをフォーカスして特集しています。

今月は、大工、行政書士、ウエディングプランナーを紹介します。是非、皆さんの職業観の向上に

役立ててください。 

  ………………………………………………………………………………… 

  ■大工 
  ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  ■行政書士 

  ……………………………………………………………………………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

  ■ウェディングプランナー 

  ……………………………………………………………………………… 

 

職業紹介 
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木造建造物の建築や修理を行うのが主な仕事です。仕事には大きく「施工」と「棟梁」が

あります。「施工」は設計図に沿って材木の選定、加工、組み立てまでを行います。「棟梁」

は、ガラス屋、左官屋、瓦屋といった、建築にかかわる多くの業者の取りまとめ役です。 

 また、大工の中でも特に、神社や仏閣といった伝統建造物の建築に携わる職人を「宮大工」、

ビルやマンションなどのコンクリート部材をつくる型枠を組み立てる職人を「型枠大工」と

いいます。手に職をつけたい、モノを作るのが好きという人にぴったりの職業です。 

一般市民に代わって、国や都道府県などの行政機関に提出するさまざまな書類を作成す

るのが、行政書士の主な仕事です。その内容は、会社や財団法人設立の許可申請、交通事

故に関する相談や示談書の作成、パスポートの申請、遺言書の作成など多岐にわたります。 

国家資格の「行政書士資格試験」に合格する必要があり、日ごろから行政機関などの情

報に絶えず気を配り、常に新しい知識を得ようとする姿勢が大切です。  

社会生活が複雑になっていく中、その作成に高度な知識を必要とする書類も増えていま

す。そのため、書類作成のプロフェッショナルである行政書士の必要性がますます高まっ

ています。  

 結婚式をあげる新郎新婦の依頼を受け、結婚式全般の企画や準備を手伝う仕事です。

希望予算に応じた結婚式場の確保から、料理やブーケ、ウェディングドレスの手配、披露

宴の進行、引き出物の準備など、その仕事内容は多岐にわたります。 

 コミュニケーション力はもちろんのこと、新郎新婦の希望をヒントに、一から結婚式を

作り上げる独創性や発想力も求められます。日頃からアンテナを張り巡らし、最新の流行

をチェックするなど、アイデアとセンスを磨いておく必要があるでしょう。  



教務部 與那嶺 優香 
 

教科 科目 コード 出題ポイント   ※表中の NO.はﾘﾎﾟｰﾄ NO.を示します 

現代文 0144
沖縄の代表的詩人「山之口獏」の詩を読んで問いに答える。

近現代の作家と作品。 慣用句の問題。 ※授業でやります。

古典 
(07 年度後期までに登録した人) 

0145
No.8、 No.6、 教科書 P 124～132 

授業プリント(授業での補足説明も含む) 

古典 
(08 年度前期から登録した人) 

0145
No.7、 No.9、 教科書 P 124～132 

授業プリント(授業での補足説明も含む) 

国語表現Ⅰ 0141

教科書 P 8 から「話す時の注意点三つ」、 教科書 P 48 から

「レポートを書く時の注意点五つ」、 授業の内容から「敬語」

「ことわざ」「故事成語」「スクーリングの感想」  

国語表現Ⅱ 0142
No.3、 No.6、 教科書 P 46～54(漢字の広場も含む)、 

授業プリント(授業での補足説明も含む) 

国語総合 
(07 年度後期までに登録した人) 

0143
No.5、 No.7、 教科書 P 84～98（漢字の学習等も）、 

授業プリント(授業での補足説明も含む) 

国語 

国語総合 
(08 年度前期から登録した人) 

0143
No.5、 No.7、 教科書 P 88～102（漢字の学習等も）、 

授業プリント(授業での補足説明も含む) 

日本史 B 0244 No.3、 授業で配布するプリント、 授業内容 

地理 B 0246 No.5、 No.6、 授業で配布するプリント、 授業内容 
地理

歴史 

世界史 A 0241 No.2、 授業で配布するプリント、 授業内容 

現代社会 
(07 年度後期までに登録した人) 

0341 No.1[1]、 No.3[3][2]、 No.4[2][3][4]、 授業内容 

現代社会 
(08 年度前期から登録した人) 

0341 No.1[1]、 No.3[１][2]、 No.4[3]、 授業内容 

倫理 
(07 年度後期までに登録した人) 

0342 No.1[1][2][3]、 No.6[1][3][4]、 授業内容 

倫理 
(08 年度前期から登録した人) 

0342 No.1[2][3][4]、 No.6[1][3][4]、 授業内容 

政治・経済 
(07 年度後期までに登録した人) 

0343 No.1[3][4][5]、 No.2[4]、 No.3[4]、 授業内容 

公民 

政治・経済 
(08 年度前期から登録した人) 

0343 No.1[3][4]、 No.2[3][4]、 No.3[4]、 授業内容 

    

   

 

平成 20 年度後期 試験のポイント 
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数学Ⅰ 
(07 年度後期までに登録した人) 

0442
No.5、 No.6[1][2]、 No.7[1][2][3]  

スクーリングで学習する内容 

数学Ⅰ 
(08 年度前期から登録した人) 

0442
No.5、 No.6[1][2][3]、 No.8[1][2]  

スクーリングで学習する内容 

数学 A 
(07 年度後期までに登録した人) 

0445 No.1、 No.2、 スクーリングで学習する内容 

数学 A 
(08 年度前期から登録した人) 

0445
No.1[1]･[2]･[3]･[4]･[5]･[6]、 No.2[1][2][3][4]、 No.3、  

No.4[1][4][6]、 スクーリングで学習する内容 

数学 

数学基礎 0441
No.1[1][2][7]、 No.4、 No.5[1][6]、 No.6[1][3]  

スクーリングで学習する内容 

理科総合 A 
(07 年度後期までに登録した人) 

0542
No.1[1][2][4]、 No.2[1][2][6]、 No.5[1]  

スクーリングで学習する内容 

理科総合 A 
(08 年度前期から登録した人) 

0542
No.1[1][2][3][4]、 No.2[1][4]、 No.6[1][2]  

スクーリングで学習する内容 

生物Ⅰ 0548 No.2[2]、 No.3[2][3]、 No.4[2]、 No.5、 No.6 

化学Ⅰ 0546 No.1、 No.2 

理科 

地学Ⅰ 0550
No.3[2][3][4]、 No.4[1][2]、 No.7[1][4]、 No.8[1][2][3][5]  

No.9[4] 

保健 
(07 年度後期までに登録した人) 

0645 No.1、 No.2、 授業内容 
保健

体育 保健 
(08 年度前期から登録した人) 

0645 No.2、 No.3、 授業内容 

英語Ⅰ 
(07 年度後期までに登録した人) 

0843
No.1[4]、 No.2[3]、 No.4[2][3][4]、No．8[2] 

授業で配布するプリント 

英語Ⅰ 
(08 年度前期から登録した人) 

0843
No.1[5][6]、 No.2[5][6]、 No.4[2][5][6]、 No.8[4] 

授業で配布するプリント 

英語Ⅱ 0844
ﾃｷｽﾄ･ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ→Words of Wisdom （ﾃｷｽﾄ：P 46～49）、 

スクーリング中の授業の内容 

オーラル･コミュニケーションⅠ 
(07 年度後期までに登録した人) 

0841
ﾃｷｽﾄ･ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ→Warm-up、Lesson4、6、8  

リポート→No.1[2]、 No.3、 No.5[左]、 No.6[左] 

英語 

オーラル･コミュニケーションⅠ 
(08 年度前期から登録した人) 

0841
ﾃｷｽﾄ･ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ→Warm-up、Lesson4、6、8  

リポート→No.1[左]、 No.4[左]、 No.5[左]、 No.6[左] 

情報 A 
(07 年度後期までに登録した人) 

1041 No.1[3]、 No2.[6]、 No.3[4]、 授業内容、 授業配布ﾌﾟﾘﾝﾄ 

情報 
情報 A 

(08 年度前期から登録した人) 
1041

No.1[4]、 No.2[2]、 No.3[2]、 No4[5]、 授業内容、 

授業配布プリント 

 

★今年度より体育α・β・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α・β・γに関して試験は実施しません。 

  授業中の提出物やリポートなど総合的に評価します。 

  ※体育は、授業に参加する際の服装・靴等も評価の対象となります。 
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総務部 玉城 健一 
 

学校の情報を「教職員ブログ」と「Y’s SNS」で配信することになりました♪ 

インターネット接続が可能な携帯やパソコンからみることが出来ます!! 

どちらか選択して、２日に１回は必ず見るようにしましょう(^O^) 
 

掲載例：①○月スクーリングの申込〆切は△月□日です!! 

      ②×月スクーリング参加の皆さんは、○日までに誓約書を提出して下さい!! 

      ③次回の通学スクーリングは△月○日です!! など。 

 

●教職員ブログ(教職員みんなで学校を紹介しています) 

ＵＲＬ⇒http://blog.goo.ne.jp/yashima2000 

 

 

 ●Y’s SNS(「健一(学校の行事連絡＆紹介)」で学校の紹介をしています。) 

同じ八洲学園大学国際高校に通っている他の生徒さんと交流も出来ます!! 

ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jpへ生徒番号と名前を送信後、私から招待メ

ールを送りますので登録を進めて下さい。詳しく知りたい方は、玉城まで連絡

下さい(＾_＾) 保護者様も入会可能です!! 
 

 

総務部 岩井 貴生 
 

年末年始の沖縄本校及び横浜分室の業務時間は、以下の通りとなります。緊急の時は各担任のＰＨＳ

まで連絡してください。 
■仕事おさめ 12/26（金）～17：30 ■休業 12/27（土）～1/4（日）■仕事はじめ 1/5（月）8：30～  
【担任ＰＨＳ番号】沖縄（横田）クラス：070-5578-4199  沖縄（玉城）クラス：070-5587-6212 

西・東日本（中村智）クラス：070-5587-2695 
 

 

教職員ブログ＆Ｙ‘ｓ ＳＮＳ紹介 

年末年始業務時間のお知らせ 

教職員ブログ＆Ｙ’ｓ ＳＮＳ紹介 
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横浜分室の窓に注目！！

横浜の町に“八洲国際”の

名前が広がっていくよ。 



八洲学園大学 教授 渡邉 達生 
 

－青春とはなにか－ 

 

沖縄スクーリングに参加して驚いたことは、先生と生徒さんたちが、朝8時半から夜10時半まで、熱心に

勉学に明け暮れていたことです。夜、構内を歩くと、暗闇の中に、教室の灯りが煌々と輝き、熱心に勉学に

励む姿が浮かび上がって見え、目頭が熱くなりました。休み時間には、生徒さんたちは職員室に来て先生

たちと親しそうに話していました。親と離れて暮らすことが、生徒さんたちを前に推し進めているのだと思い

ます。 

「ウォーキング」しているときに生徒さんたちが私に話しかけてくれました。「先生、どうしてそんなに歩く

ん？」「年をとってきたから。まだまだ死に神につかまりたくないのよ。」「エーッ、そんな年に見えへんよ。で

も、おもろいわ。そんな言い方、聞いたことあらへんよ。」と言って、しばらく笑ってくれました。いいな。笑っ

ている姿が、生き生きとしていました。  

 途中で大潮の日があり、海岸に行くと、向こうのエメラルドビーチまで岸が干上がっていました。いつもは

満々と押し寄せる海も、これほどまでに後退していくことがあるのです。人生もそうだと思います。自分の

生き方を妨げるものが押し寄せてくることも多々あります。そのようなときには、圧迫感に打ちひしがれそう

になります。しかし、きっと、それが引いていくときがあるのです。そのとき、歩いていく道が見えてきます。

今、この八洲学園大学国際高校で学ぶ生徒さんたちには、その道が見えてきているのだと思いました。そ

の姿を思い浮かべながら、この海岸を歩きました。 

11月沖縄スクーリングに参加していて、自分の忘れていたころのことをいろいろと思い出しました。そし

て、若いということの意味を考えることができました。 

さて、「青春」とは何でしょうか。一年を季節に分けると春・夏・秋・冬。古代中国の思想によればそれぞ

れに色をつけて、春は木の緑に覆われて青（昔は緑を青と表現）、夏は火のように燃えるので朱、秋は金

属のようにひんやりとして白、冬は水が凍って玄（黒）とし、それで人生を区切って、「青春」「朱夏」「白秋」

「玄冬」としたのだとか。 

わたしにも青春がありました…高校１年の夏休み、中学の時の仲良し４人が再会して、大分県と宮崎県

の県境にある「傾山」に登り、山小屋に泊まりました。家から鍋や米・野菜を持ち寄ってのワイルドな冒険

登山でした。山小屋で友達が味噌汁を作りました。見ると中にナスが入っています。今まで見たことがなか

ったので、びっくり。味噌汁はどす黒い色をしています。しかし、食べてみると美味しく、強烈なイメージが

残りました。今でも、落ち込んでいるときにはナスの味噌汁をリクエストします。それを食べると気合が入り

ます。山に誘ってくれた友達に感謝。友はその後、散り散りに。しかし、心にいます。 

「青春」は、「朱夏」「白秋」「玄冬」の幕開けです。高校生であ

ることを楽しみましょう。校歌「もしも願いが」が、プッシュしてく

れます。沖縄スクーリングの修了式で、友達に涙し、自分に涙

した思い出は一生を貫くものになることでしょう。そこに青春の

意味のある時間がありました。わたしも、いい時間を共有させ

ていただきました。ありがとう。 

 

沖縄スクーリングに参加して・・・ 

文部科学省認可通信教育 
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事務課 本間 衣里 

～海の向こうのモルディブと地球温暖化～ 

先日、新婚旅行でモルディブに行って来ました。最近ではリゾート地と

してご存知の方も多いと思いますが、分からない方は、海の上に浮かぶ三

角屋根の水上コテージをテレビや雑誌で見たことはありませんか？ 

成田空港から１１時間、インド洋に浮かぶ美しい島国モルディブ共和国。

サンゴ礁からなる約 1,200個の島々はきれいな輪を描きながら、まるで

ネックレスのように紺碧の海の上に浮かび『インド洋の真珠』とも称され

ています。モルディブとはサンスクリット語で「島々の花輪」を意味します。人口は 29万 9千人

で首都マーレが最大都市で国民の約 3分の 1（約 10万 4千人）が生活しています。漁業と観光業

が盛んで、リゾート用の島は 85～100個もあるといわれています。 

そんな海の楽園モルディブに地球温暖化の影響が迫っています。モルディブは一番高い所でも海

抜１.８ｍしかありません。地球温暖化が進み海面が１ｍ上昇すれば、国土の８０％が水没してま

うという危機的な状況に直面しています。地球環境の変化を調査するＩＰＣＣ（気象変動に関する

政府間パネル）は 2100年までに地球の気温は 1.4～5.8度上昇し、海面も最高で 80cm上昇する

と報告しています。 

 このまま地球温暖化が進み、海面が上昇し続けると海抜の低い小さな島は海に沈んでしまいます。 

また、2004年 12月に発生したスマトラ島沖大地震による津波は、モルディブにも死者・行方不

明者 100名以上という甚大な被害をもたらしました。このように、地球温暖化の深刻な問題は、国

を水没させてしまうところまできています。美しい国を未来に残すには、私達は何をすればよいの

でしょうか？青い空と白い砂浜、ガラスのように透き通った海を見て感動すると同時に、異国の危

機を知り改めて地球について考えさせられる旅でした。           
  

横浜分室だより  
文部科学省認可通信教育 
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海の上に浮

かぶ三角屋

根の水上コ

テージ 

サンゴ礁から

なる約 1,200

個の島々が集

まった国です。 



通学スクーリング 

                                     総務部：玉城 健一 
 

皆さんこんにちは。まもなく２００８年も終わり２００９年がスタートします。皆さんは元気に過ごし

ていますか？ 

 

 

 

 
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♪ 
 

1月の通学スクーリングは下記の日程です。 

  
 
          
※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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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）
体育α 数学Ⅰ ＯＣⅠ 

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）
理科総合Ａ 英語Ⅱ 古典 

3 時間目 

（14：10～15：40）
進路ガイダンス 

文部科学省認可通信教育 

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♪ 

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。 

体育科の横田裕美

です!! 私のクラス

の皆さん、少しずつ

リポート進んでい

ます♪ 

玉城クラスの生徒

さん、２人共目標

分のリポート終わ

り ま し た よ ♪ 
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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

2/11 蒙古襲来と南北朝 ～動乱の時代～

2/18 室町幕府と東アジア ～「日本国王」義満～

2/25 一揆と下剋上 ～惣村の自治～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/10 2次方程式の解の公式

2/17 2次方程式の応用

2/24 関数

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

放送日 タ　イ　ト　ル

※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

■    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

※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（2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）

11

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



 
                               
                                         
 
   
                                  

                                 
1 木 元旦 16 金 ２月スクーリング詳細発送 

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 成績発送 

5 月 １月スクーリング返送書類必着 20 火  

6 火 ２月スクーリング申込〆切（消印） 21 水  

7 水 ☆通学スクーリング 22 木  

8 木  23 金
２月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 
9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月 成人の日 27 火 ２月スクーリング返送書類必着 

13 火 ２月スクーリング申込〆切（必着） 28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金
ゆんたく発送 
３月スクーリング申込書発送 

   31 土  

☆ 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  
皆さんにとっては良い 1 年でしたか。年が

明けると早速、１月スクーリングが始まりま

す。みなさんは来年の計画は立てましたか？  
これからも『ゆんたく』では、わかりやす

い内容で色々な情報をお届けしますので、来

年もよろしくお願いいたします。よいお年を

お迎えください！ 
       横浜分室 槌林恵子 

文部科学省認可通信教育 
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