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2 月スクーリング（文化祭、卒業式）実施中！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（卒業式に向けて、確実に桜が満開に近づいています！！） 
 

現在、２月スクーリングの真最中です。感動的な卒業式を全員で作りあげるための準備や、文化祭的なこと

にもチャレンジしています。この『ゆんたく』が皆さんのお手元に届く頃には、既に２月スクーリングと感動

的な卒業式は終わっていますが、この『ゆんたく』を見て「自分も早く卒業したい。そのためにも計画的にレ

ポートを仕上げるぞ」といった気持ちになっていただけたら幸いです。勉強の進め方で困ったことがあれば、

まず担任の先生に相談をしてください！皆さんは決して一人ではありません！学校の全教職員がみなさんの

味方です！！ 
 
「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 ２ １ 年 ２ 月 ２ ８ 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] 
・ 学習会の様子紹介 [ｐ.３] 
・ 卒業生の声[ｐ.４] 
・ 科目追加登録のお知らせ／PHOTO コンテストのお知らせ[ｐ.５] 
・ 横浜分室だより[ｐ.６] 

 
 

 
・ 沖縄スクーリングに参加して [ｐ.７] 
・ 職業紹介[ｐ.８－９] 
・ 通学スクーリング[ｐ.１０] 
・ NHK 高校講座アンコール放送[ｐ.１１] 
・ ３月行事予定[ｐ.１２] 



校長 中田 雅敏 
 

路傍
ろ ぼ う

の石 
 

「米百俵」は小泉元首相の譬
たとえ

で誰もが知る話になったが、もとは山本有三という作家が

昭和十八年に「主婦之友」に連載した戯曲
ぎきょく

がある。戦時下でも人間を作ることの重要さを

強調した作品で当時は誰もが知っていた。 

 山本有三は小学校の頃から呉服屋に修業に出されたが、一年ほどで逃げ帰った。父は進

学を認めずまた呉服商を手伝わせた。十八歳の時ようやく母のとりなしで栃木から東京に

出て、独りで変則的な勉強をして、二十歳で私立東京中学を卒業した。高校に進学しよう

とした直前に父が死んだので家業の呉服業を継いだ。二十二歳で一高の試験に合格した。

同級生らは十八歳で四歳のひらきがあった。 

 近衛文磨、土屋文明らと同級生になった。路傍の石のような不遇な日々を送った青年が、

四、五歳ぐらい年少の学生と学ぶことは、彼を人間的に鍛え、多様な人生経験を積ませた。

しかし、その後も有三の「いばらの道」は続いた。一高で非常職な採点をするドイツ語教

師のため落第させられた。有三は勉強の熱意も失ってしまった。しかし、人生は不幸ばか

りではなかった。 

 落第したおかげで、新同級生に芥川龍之介や菊池寛、久米正雄、松岡譲らがいたため落

第も悪くないと思うようになった。二十五歳で一高の二学年を修了した時に、東大独文科

の検定試験を受検し、めでたく合格して本科生になってしまい、二十八歳で東大を卒業し

た。有三には通常考える学歴は要しなかった。 

 二十三歳の夏休みに故郷の足尾銅山に遊び「穴」という劇作を書いて東京と名古屋で上

演された。それからは日向と日陰の連続だった。「真実一路」「路傍の石」「坂崎出羽守」な

ど誠実に生きる人間の姿を書き続けた。「本当の自分を生かさなければ、人間としてこの世

に生まれてきた甲斐がないではないか」と「路傍の石」に書いている。 

 路傍の石のような少年がその後どんな人生を辿ったかは皆さんで調べてみてください。 

 

校長コラム  

文部科学省認可通信教育 
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学習会の様子紹介  
                           総務部 玉城 健一 

「自宅でリポートが進まない」「この問題は絶対に自分で解けない」そんな生徒さんのためにスクーリング中

学習会を開催しています。今回はその様子を紹介します!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省認可通信教育 

皆で楽しくリポート作成中、難しい問題も皆で考えれば解けました♪ 

教職員と１対１でリポート作成中、わからない問題は丁寧に教えますよ～♪ 

学校で作成したリポートは学校で提出！！ 良く頑張りました♪ 

リポート作成がんばって

いる中、写真撮影に協力

してくれて皆さん、あり

がとうございました 
（＾◇＾） 
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総務部 岩井 貴生 

 

卒業生の阿部貴史さんからメッセージが届いています。阿部さんは、家業を継ぐため高校卒業資格を

取ろうと決意しました。入学前は仕事をしながらの自宅学習はかなり不安でしたが、意外にすんなり両

立できたそうです。「八洲国際に来てよかった…」という阿部さんの言葉からは、自信と確かな手ごた

えが感じられます。 
 

卒業生の声 

文部科学省認可通信教育 

～卒業生、阿部貴史さん（07 年 9 月卒業）からのメッセージ～ 
 

  高校っていうと、もっと窮屈なイメージがありました。もともと僕も地元福岡で

普通高校に通ってたんですけど、そのときは学校に行くのも嫌だった。人間関係がう

まくいかず、1 年のときに辞めてしまったんです。 
 でも、八洲国際はぜんぜん違った。先生もみんな優しいし、一度スクーリングに参

加すると楽しくて帰りたくないっていう感じ。八洲国際での生活を振り返ると、もう

「最高」としかいいようがないです。ここに来てよかった…。 
 八洲国際の魅力？言葉では言い表せない。言葉にしたら「楽しい」だけど、これは

体験してみないとわからないと思います。八洲国際に入学したのは 19 歳のときです。

自宅学習は初めてだったけど、困ったことは一切なかったですね。夕方くらいに仕事

から帰ってきて、時々レポートをやる程度。毎日やる必要はないし。というか、実は

勉強しない日のほうが多かった(笑)。スクーリングに行く 1 ヶ月くらい前からまとめ

てレポートを出すという感じでした。なので、仕事との両立もぜんぜん大変じゃなか

ったです。やっぱり仕事しながら昼間学校に通うのは、どう考えても無理。だから、

仕事しながら高校卒業できる八洲国際は僕に合っていました。  
初めてスクーリングに参加したときは、それはもう緊張しました。でも、すぐにそ

の緊張もとけてみんな仲良くなりました。八洲国際はほんと、友だちが増えますね。

しかも日本中に友だちができる。全国各地から生徒が集まっているから、毎回いろん

な地域の話を聞けて視野が広がりました。今でも連絡を取りあっている友だちがいっ

ぱいいますよ。大切なつながりができました。 実家が会社をやっていて、今はそれ

を手伝っています。園芸用の土を製造する仕事です。おかげで休みがほとんどないほ

ど忙しくて(笑)。後を継いでほしいというのが親父の昔からの願いだった。いろいろ

あったけど、ようやく後を継いでこの仕事一筋で行こうと心が決まりました。 
 今 23 歳。やっと親父と面と向かって話せるというか、そういうふうになったんで

す。これも八洲国際に通って高校卒業できたから。もし高校に行くか行かないかで迷

っているんだったら、迷わずここに来たほうがいい。おすすめです! 
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教務部 與那嶺 優香 
 

 
 
 
 

次の学習に取り組むために新しく履修科目を申し込むことを「科目追加登

録」といいます。１年間に２回（前期４月・後期１０月）登録ができ、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。追加登録

できる単位数は生徒番号によって変わりますので、分からない点があれば

担任の先生に確認しましょう。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 登録対象者 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務部 岩井 貴生 
 

現在、八洲学園大学国際高校では、携帯 PHOTO コンテストを実施中です。奮ってご応募下さい！！ 
詳細は同封されているチラシを見てね。 
 
【テーマ】      【募集期間】 

故郷のヒミツをカミングアウト！？    2009 年 4 月 10 日まで 
【応募方法】 
・ 応募先：phot@study.jp 携帯から応募してください。 
・ 「件名」に「kpc09 応募」と明記。 
・ 「本文」に下記を明記。 

＊ 作品タイトル 
＊ 一言コメント 
＊ 氏名および表示用ニックネーム 
＊ 出身または故郷の都道府県名 
＊ 電話番号  

科目追加登録のお知らせ 

携帯 PHOTO コンテストのお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

【 前期生 】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢０｣の人 
 
◎ 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３月で履修科目の有効期限が切れてしまう人

【 後期生 】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢１｣の人 
 
◎ 昨年１０月に追加登録をおこなわなかった人 
◎ 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 
◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 
 

※注意※ 後期生が今回登録した場合は、教科書・学習書代は無償給与対象ではありません。
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事務課 槌林 恵子 

 

昨年、歯の詰め物が取れてしまい３年ぶりぐらいに歯医者さんにお世話になることになりました。憂鬱ではあったのですが、こ

の機会に悪い歯を全部治すようお願いしたところ、思っていたよりたくさんの虫歯があり３カ月も歯科に通うことになりました。

そこで、虫歯について少し調べてみました。 
 

虫歯の原因 

虫歯の原因はプラークと呼ばれる細菌です。このプラークが糖を分解してできる酸が虫歯の原因になるのです。口の中の ph

（ペーハー）にも関係しています。健康な虫歯のない口の中は常に中性に保たれています。糖を含んだ物を口に入れると、プ

ラークが酸を生み出して、口の中の ph は中性から酸性へと傾いてしまいます。7 前後が中性になるのですが、酸が発生して

ph が 5.5 以下の環境になると遂に歯が溶け出します。酸性に傾いた口内環境は、時間と共に 40 分ほどかけて元の中性の

ph に戻りますが、下がっている状態が長く続くことによって、歯が解けて穴が開き、虫歯になってしまうのです。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虫歯の予防法 

＜歯磨き＞ 
最も大事なのは夜の歯磨き 
虫歯は就寝中に進行しやすいので、一日の中でも夜の歯磨きには気合いを入れたいものです。    

すべてのプラークを夜に落とすことを心がけましょう。 
歯並びが悪い部分に注力 
歯並びが悪く、歯と歯が重なっている部分は、特に虫歯の発生しやすいポイントです。 
＜規則正しい食生活＞ 
規則正しい食生活をキープし、唾液による歯の修復作業をしっかり行ないましょう。 

＜キシリトール＞ 
キシリトールは酸が発生することを抑えてくれます。また、むし歯の大きな原因とされる原因菌（ミュータンス菌）の活動を弱め

る働きも持っています。さらに、キシリトールガムは、噛む事で唾液の分泌もよくしてくれますし、歯の再石灰化も促してくれる

成分なのです。 

＜定期健診＞ 

大きな虫歯や痛みがある虫歯などは自分で見つけることも出来ますが、歯と歯の間の隠れた虫歯や歯周病などは自分では

見つけられないことがほとんどです。悪いところを早く見つけて早期に治療を行えば治療にかかる時間や費用を大幅に減ら

すことができ、治療で痛い思いをすることもなくなります。皆さんも歯科検診で悪いところがないかどうか、一度しっかり調べて

みてはいかがでしょう？ 

 
 

横浜分室だより 

文部科学省認可通信教育 

虫歯になりやすい人 
・ 歯が弱い人 
・ 形や歯並びが悪い人 
・ 虫歯菌が多い人 
・ 唾液の少ない人 

虫歯になりやすいところ 
・ 歯と歯のあいだ 
・ 歯と歯肉のさかい目 
・ 奥歯のみぞ 

なぜ歯は大事か？ 

 

・おいしく食事をするために必要！ 
ものが細かく噛み砕かれ、それが唾液と交じり合うことによって

「味」は引き出されます。 また、歯でものを噛む時の「噛み応え」

も、おいしくものを食べるために重要な役割を果たします。 

・心と体の健康にも影響する！ 

よく噛んで食事をすることは食物の消化吸収に影響を与えるだけ

でなく、脳に刺激を与えて脳を活発にするという効果もあります。 

・運動能力にも影響する！ 

かみ合わせは、バランス感覚や瞬発力にも影響を与えます。 
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八洲学園大学教授 生越 詔ニ 

 

 1 月 9 日からの１週間、真冬の沖縄は初めてでしたが温かい南国のイメージを吹き飛ば

すほどの寒さに驚いた 6 日間でした。季節風が吹き荒れる（風が止むとやや暖かさを感じ

る）曇天続きの中で、皆さんが早朝から夜までの授業に熱心に取り組む姿に強い印象を受

けました。スクーリング最終日に卒業単位が取得できた生徒さんの発表がありましたが、

素直な喜びの表情がそれまでの勉学の状況を物語っているように思いました。 

  このスクーリングは、毎朝 8 時 10 分からのホームルームから 14 限終了の 22 時 10 分

まで、各自の学習進度記録表に基づいての学習、特別活動・総合的な学習の時間の学習、

さらにオプション日程への参加など濃密度のスケジュールであると感じました。 

 八洲ンピックに向けて、初日の自己紹介から目標設定、団旗づくり、２日目以降の応援

グッズ・玉入れ用玉づくり等に参加して感じたことは、協同作業を通してコミュニケーシ

ョンがスムーズになり、生徒の皆さんの表情が豊かになったこと、参加意識が高まったこ

とでした。その結果が赤・青・緑チーム対抗競技の盛り上がりとなり、「頭と心と手」の一

体化した動きにつながったのではないかと思います。帰りの那覇空港で、優勝した赤チー

ムから賞品のお裾分けを頂戴しましたが格別の味わいがありました。 

 個々には様々な課題を持ちながらも、寒さをものともせず

に真剣に学ぶ姿、目標達成に向けて若さとエネルギーを発揮

している皆さんの生き様に心打たれ、「練習は裏切らない」

という信念をもつアスリートの生き方と二重写しになった

一週間でした。 

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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進路指導主事 横田 裕美 

  

今は、就職難な時代に突入し、毎日のニュースでは内定取り消しや就職難がよく取り上

げられますが、そんな時代でも自分にきちんとした実力と自信があれば、苦境は乗り越え

られます。皆さんの場合、本校を卒業する事がまさに大きな自信に繋がっていくと思いま

す。 
さて、今月のこのコーナーでは、テレビドラマなどでもおなじみの「警察官・消防士」、

ペットブームで仕事の需要が多い「トリマー」、そしてビジネスの世界ではとても重要な

位置を占める「秘書」の仕事を紹介します！ 
高校に在学中から将来自分が就きたい職業を考えておくことはとても大切なことです。

将来自分がなりたい職業や転職したい職業をイメージすることは、どこに進学すれば良い

か、どういった準備をすれば良いかということを決定する意味でも重要です。是非、皆さ

んの職業観の向上に役立ててください。 
 
……………………………………………………………………………… 

  ■警察官 

  ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

  ■消防士 

  ……………………………………………………………………………… 

職業紹介 

文部科学省認可通信教育 

消防士は火事を消すことが大きな任務ですが、 火事や災害を防ぐための

広報活動や、救急患者の応急手当と搬送、台風や地震などの災害時や海・

山における遭難時の人命救助なども行います。レスキュー隊という人命救

助を専門とする部隊や、一定の医学的処置を行える救急救命などの業務も

あります。いずれも人命に関わる業務なので、強い使命感が求められます。

消防士になるには、最低高校卒業の資格が必要です。高校卒業後、各市

町村の消防本部で実施される採用試験を受け、合格すると消防学校で学び、

その後、消防士となります。 
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社会の治安や人々の生活を守るのが警察官の仕事です。具体的な仕事内容は、

交通安全や運転免許の交付、地域のパトロール、青少年の非行対策、犯罪の取

り締まりや捜査、テロ対策など、実に多岐にわたります。 
最近では、コンピューター関連の犯罪や毒物関連事件なども増えているため、 

これまでにない専門的な知識や経験を持つ警察官が求められています。 
警察官になるためには、最低でも高校卒業の資格が必要です。高校卒業後、

各都道府県の警察官採用試験を受け、合格すると警察学校で学びます。卒業後、

交番勤務や交通係員を経験した後、希望や適性に応じて各部署に配属されます。

 



 

……………………………………………………………………………… 

■トリマー 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

■秘書 

……………………………………………………………………………… 

犬や猫などのペットを美しく手入れし、その魅力を引き出すのがト

リマーの仕事です。飼い主の希望に合わせペットの毛のシャンプー・

カットや、爪の手入れ、耳の掃除などを行います。旅行などで長期間

不在にする人のペットを預かることもあります。 
また、飼い主に対して、ペットの健康管理やしつけ、手入れなどの

アドバイスをするのも仕事のひとつです。 
トリマーの多くは、ペット美容室やペットショップ、動物病院など

で働いています。各種団体が独自に資格を設けていますので、専門学

校などに通いトリマー関係の資格を取得するのが一般的です。 
取得できる資格や技術内容がスクールによって異なるため、内容を

十分に調べましょう。実力をつければ将来開業も可能な世界です。最

近は室内でペットを飼う人が多くなり、それに伴ってペットを美しく

清潔にするトリマーの人気も高まっています。「ペットは家族の一員」

という風潮が高まる中、今後ますますペット関連の仕事や資格が注目

を浴びていきそうです。 

経験不問の求人も多く、人の世話やサポートが好きな人に人気

のある職業です。 
 多くの仕事を要領よくこなす行動力や判断力、細やかな配慮な

どが必要とされます。 
社長、重役などの経営幹部や、医者、教授など専門的・管理的

な仕事に従事する人たちはとにかく多忙です。そういった人たち

が自分の仕事に集中できるよう、日常業務にともなう身辺事務や

雑事を行うのが秘書の仕事です。 
メールや電話の対応、スケジュール管理、情報収集、出張準備

など仕事は広範囲に及びます。 
秘書になるためには特別な資格を有することは義務づけられて

はいませんが、民間団体の行っている「秘書検定」や「ビジネス

検定」などの資格があると就職するときに有利になることもあり

ます。 
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通学スクーリング 

                                       総務部 玉城 健一 
皆さんこんにちは。平成２０年度最後の通学スクーリングです!! 来校可能な生徒さんはぜひ参加して

下さい!! 

 

 

 

 
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♪ 
 

3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）
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）
体育α 生物Ⅰ 地理 B 

3 時間目 

（14：10～15：40）
理科総合 A 現代文 日本史 B 

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、学校で一緒にリポート作成しましょう♪ 

教職員一同、お待ちしています。 

沖縄玉城クラス副担任の長谷

川瑠美です!! クラスの皆さん、

大好きです♪一緒にリポート

やりましょう!! 

沖縄横田クラス副担任の島袋友美

です!! 最近リポート進んでいな

い生徒さんは、私とやりませんか
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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

3/4 中世の文化 ～内乱期の宗教と文芸～ 3/12 衣食住の中の化学 3/13 Ｗｅｂページをデザインする

3/11 戦国大名 ～合戦と領国経営～ 3/26 もしも摩擦がなかったら 3/27 マルチメディア入門

3/18 信長の天下統一策 ～天下布武に向けて～

3/25 太閤検地と刀狩 ～豊臣政権の政策～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/3 2次関数のグラフ （1） 3/3 酸化と還元 3/6 人と食べ物

3/10 2次関数のグラフ （2） 3/10 金属のイオン化傾向 3/13 健康と栄養

3/17 2次関数のグラフ （3） 3/17 電池 3/20 食品と調理 （１）

3/24 2次関数の最大値・最小値 （1） 3/24 電気分解 3/27 食品と調理 （２）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/5 きしみ割れる大地 3/4 遺伝とは何か 3/5 アメリカ合衆国 （1） ～自然と産業～

3/12 日本周辺の地震活動 3/11 遺伝の法則 3/12 アメリカ合衆国 （2） ～多文化共生社会に向けて～

3/19 火山活動とその影響 3/18 さまざまな遺伝 3/19 南アメリカ ～多様な生活文化～

3/26 岩石をつくる鉱物 3/25 性と遺伝 3/26 インド

放送日 タ　イ　ト　ル

3/4 Reading 1 Dream-makers of the 20th Century (1)
3/11 Reading 1 Dream-makers of the 20th Century (2)
3/18 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (1)

3/25 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (2)

※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

3/15 羅生門 (1) （芥川龍之介） 3/16 鼻 (3) （芥川龍之介） 3/12 Lesson 6 Mottainai ! (3)
3/15 羅生門 (2) （芥川龍之介） 3/16 鼻 (4) （芥川龍之介） 3/12 Lesson 6 Mottainai ! (4)
3/22 羅生門 (3) （芥川龍之介） 3/23 鼻 (5) （芥川龍之介） 3/19 Lesson 6 Mottainai ! (5)
3/22 羅生門 (4) （芥川龍之介） 3/23 鼻 (6) （芥川龍之介） 3/19 Let's Try ! 6
3/29 ディベート (1) 3/30 こころ (1) （夏目漱石） 3/26 Communication 1
3/29 ディベート (2) 3/30 こころ (2) （夏目漱石） 3/26 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (1)

■    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

3/11 日常的な応急手当 3/14 更級日記 源氏の五十余巻（1） 3/11 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (2)
3/11 ライフステージとスポーツ 3/14 更級日記 源氏の五十余巻（2） 3/18 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (3)
3/18 文化としてのスポーツ 3/21 平家物語 忠度の都落ち（1） 3/25 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (4)
3/18 地域におけるスポーツライフ 3/21 平家物語 忠度の都落ち（2）

3/25 ライフスタイルとスポーツ 3/28 平家物語 忠度の都落ち（3）

3/25 世界のスポーツライフ 3/28 宇治拾遺物語 御堂関白の御犬､晴明ら､奇特の事 （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（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）
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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 日  16 月  

2 月  17 火  

3 火  18 水  

4 水  19 木
科目追加登録のお知らせ発送 

成績発送 

5 木  20 金 春分の日 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火 ☆通学スクーリング 

10 火  25 水  

11 水  26 木  

12 木  27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

   31 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！！ 
☆ 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  
寒い季節もあとわずか。一足早く、八洲の桜

は満開になりました☆卒業生の皆さんご卒業

おめでとうございます！在校生の皆さんも卒

業目指して頑張りましょう。困っていること

があれば、どんな事でも相談して下さいね。 

       横浜分室 槌林恵子 

文部科学省認可通信教育 
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