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平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日

八洲学園大学国際高等学校

総 務 部   岩井 貴生

 
・ 平成２０年度後期卒業式が挙行されました。 
・ ３月スクーリング（沖縄アドベンチャー） 
      を実施しました！ 

 

（平成２０年度後期卒業式後の集合写真） 
 

２月スクーリングの最終日に、平成２０年度後期卒業式が挙行されました。感動的な卒業式で

した。２３２名の卒業生は、既に次のステップのために活動を始めています。在校生の皆さんも、

高校卒業後に自分が何をするかというビジョンをもって一歩ずつ卒業に向かって、勉強を進めて

ください。 
今年度最後となる３月スクーリングも無事終了しました。次のスクーリングは５月です。また

皆さんと楽しい時間を沖縄で過ごすことが出来ることを、教職員一同、心から楽しみにしていま

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！

      

               
・ 校長コラム[ｐ.２] 
・ スクーリングダイジェスト [ｐ.３－４] 
・ 平成２０年度後期卒業式送辞・答辞[ｐ.５－６] 
・ 教職員から卒業生へのメッセージ[ｐ.７] 

 
 
 

 
・ 沖縄スクーリングに参加して [ｐ.８] 
・ スクーリング申込書について／ＣＷの活用方法[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] 
・ ４月行事予定[ｐ.１２] 

 



文部科学省認可通信教育 

校長 中田 雅敏 

校長コラム 

 

桜満開と青山 

３月、４月は別れの季節である。学校では、卒業という別れがあり、入学という出会い

がある。会社や社会では、退職や就職という人の世のこもごもがある。しかし、学校では、

卒業という別れも入学という出会いも実は喜ばしいことでもある。 
学業成って卒業する事は、本人も先生も日ごろの努力が報われたということであり、別

れは悲しいが、新たな旅立ちでもある。入学するということは、これから学習に取り組み、

立派に自立できる力を蓄えるための門を敲くことと同じである。また、仲間や同士や先生

達との出会いもある。 
本学の２３０余名の生徒さんが卒業したのは２月であった。沖縄桜が満開の時で、皆さ

ん晴れやかなお顔だった。友人や先生との別れや喜びを隠しつつ、惜しんで皆さん涙を流

していた。本学には「桜満開の儀」という行事がある。これは、先生たちの指導の下、自

分で咲かせた花を飾る儀式である。 
あれから一ヶ月が瞬く間に過ぎようとしている。沖縄緋寒桜と山桜とを交配させて出来

た河津桜が、横浜の地下鉄高島町駅の入り口付近に咲いている。もちろん、伊豆の河津で

は満開である。関西や関東では、入学時期に染井吉野桜が花開き、入学を祝してくれるよ

うになる。まもなく、沖縄の本学でも新しい入学生を迎える。沖縄では桜ではない、デイ

ゴの芽吹きとハイビスカスに似た真紅の花が新入生を歓迎してくれるであろう。先生たち

も新たな生徒さんを心弾む思いで待っている。そして、新たな人生を一緒に築いていこう

と意欲満々である。 
「花に嵐のたとえもあるぞ、さよならだけが人生だ」と

言った人がいる。「人生即別離」と思うが、また「人生到る

ところ青山あり」という言葉もある。 
海の果てかと思われる沖縄にある本校では、素晴らしい

景色と、素晴らしい施設があり、素晴らしい仲間と素晴ら

しい先生がいる。そうした出会いもまた感動溢れるものが

ある。到る所青山があることを実感してみてください。 
 

教職員異動のお知らせ 

総務部 岩井 貴生 

  

３月末日で退職する教職員をご報告いたします。 

・大城 正功（書道） 

・知念 敦子（地歴・公民） 

・喜納 政樹（事務） 
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２月スクーリングダイジェスト
                           総務部 玉城 健一 

卒業式が無事に終わりました!! 卒業しても「八洲人」であること忘れずに!参加した皆さん、お疲れ様でした♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月スクーリング集合写真♪ 

 
 
 
 
 
 
 今回のスクーリングもたくさんの笑顔が見られました!! 笑い声も多く聞こえました♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 卒業式の様子です!! 一人一人のスタート地点は違いましたが、今回２３２名一緒に「八洲学園大学国

際高校」を卒業出来ました!! 本当に色々な生徒さんがいました。別れは寂しいですが、皆さんのこれか

ら進む人生を応援しています。卒業おめでとうございました!! 
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３月スクーリングダイジェスト
                           総務部 玉城 健一 

一週間ずっと降り続けた雨･･･､その中でも多くの笑顔が見られました!!参加した皆さん、お疲れ様でした♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気遊覧車でＧＯ～!!     アイスクリーム美味しかった♪      三線体験講座♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾋﾞｰﾁ海開きしていました♪   ＢＢＱお腹いっぱい(~o~)    ジンベイザメの上でピース♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 体育のグランドゴルフ!!     職員室でヒマしていました(笑)   サチコの散歩ありがとう～!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 沖縄横田クラス集合写真♪       食堂の風景!!        沖縄玉城クラス集合写真♪ 
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総務部 岩井 貴生 

卒業生へのメッセージ

 
・ 桜が満開です。皆さんの卒業という桜は自分で努力して咲いたのでしょうね。（校長 中田 雅敏） 
・ 高校を卒業してからが、本当の勝負です。自分に負けず頑張ってください。（教頭 中村 成希） 
・ Life is Beautiful おめでとう。（沖縄横田クラス担任 横田 裕美） 
・ これからの人生も人に迷惑をかけず、自分のペースで前進してください。（沖縄玉城クラス担任 玉城 健一） 
・ 「夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ！」という言葉があります。高校卒業を諦めなかった皆

さんは、きっと次の目標を達成することが出来るでしょう。これからも自分を信じて前進してくだ

さい。これからも応援しています。（西・東日本クラス担任 中村 智子） 
・ これから夢に向かって羽ばたいてください！（與那嶺 優香） 
・ 八洲国際で培ったことを活かし、可能性を広げてください！！素敵な思い出有難う。（島袋 友美） 
・ 皆さんと八洲国際で出会えたことに感謝しています。皆さんの笑顔が大好きです。（長谷川 瑠美） 
・ 5 年後、10 年後、あなたは何をしていますか？何をしていたいですか？将来のあるべき自分を目指

して今、何をしていますか？ （鈴木 啓之） 
・ 「この道より我を生かす道なし この道を歩く」武者小路実篤の詩より。（大城 正功） 
・ 卒業しても焦らず、マイペースで頑張ってください。（島袋 正良） 
・ 皆さん、未来をどんな色に染めますか？（原田 みき子） 
・ 桜満開の季節、卒業おめでとう！！次へのステップ心待ちにしています。（与古田 初子） 
・ 何事にも諦めなければなんとかなります。気楽に、自分らしく！！TAKE IT EASY（喜納 政樹） 
・ 八洲国際で過ごした経験を土台として、大きな人間に成長してくれる事を祈っています。（上間 翼） 
・ 八洲国際でのスクーリングを忘れないでね。まっすぐ前を見て進んでいこうね！！（松本 美代子） 
・ ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ！人生の大地に根を張り、大きくなれ！！ （具志堅 慎一） 
・ 八洲国際での「気づき」大切に！自分らしさを忘れずに！（岸野 博一） 
・ 人からどう思われるかなんてそんなのどうだっていい。大事なのは、自分の心に正直になることだ

と、私は思っています。お互いに自分らしい人生を歩んでいきましょう。（知念 敦子） 
・ 旅の詩人、須永博さんの言葉を贈ります。「最後まで諦めない気持ちを以っているかどうかで人生は

決まる」。皆さんお元気で。（糸満 英子） 
・ 皆さんと出会えて、良かったなーと心から思っています。たくさんの事に挑戦して、人生を楽しん

でくださいね。（垣花 操） 
・ 八洲国際で過ごした時間を、思い出と自信、そしてこれからの希望にして、しっかりと自分の道を

歩んでいってください！！（仲間 美月） 
・ 今までの努力が実り、花が咲きましたね。今日の日を忘れずに。これからも人生の大輪の花を咲か

せてください。八洲国際はいつも応援しています。（本間 衣里） 
・ 卒業を自信につなげ、自分らしさを忘れずに、これからも一歩づつ前進してください。（槌林 恵子） 
・ 高校卒業を成し遂げた皆さんは素晴らしいと思います。私も皆さんから大きな勇気を頂きました。

更なる夢に向かってステップアップしてください。今後の活躍を期待しています。（岩井 貴生） 
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管理部からのお知らせ 

管理部 鈴木 啓之 
 

・ テレビ・ラジオの視聴が困難な方は、当校独自の e-learning（イーラーニング）を利用し

て視聴報告書を作成することができます。e-learning 利用の際には、学籍管理料として年

額 24000 円をデポジットより申し受けています。 
・ 2008年度前期に新規申込／継続利用届を提出してご利用いただいている方の利用期限は３

月末日となります。2009 年度も継続して利用する場合は、後送する「継続利用届」様式に

必要事項を記載し、学校まで提出してください。2009 年度分の学籍管理料のデポジット引

き落とし完了により継続利用可能となります。 
・ なお、４月第一週中に、e-learning 配信システムの年度切替工事の都合により、一時的に

e-learning がご利用できなくなる場合がありますので、予めご了承ください。 

e-learning（イーラーニング）を 2009 年度継続利用する 

・「成績発送」は、有償（100 円／通 隔月）で成績表をご自宅に郵送するサービスです。 
当校ではより便利で無料の成績確認サービスとして、インターネットや携帯電話からリア

ルタイムに成績確認ができる CW（コミュニティウェブ）の利用を呼びかけてきました。

・2009 年１月には、CW の登録者が全生徒の８割を超え、紙の「成績発送」利用からの転換

が進みましたので、「成績発送」の運用の変更をすることとしました。 
☆「成績発送」サービスの利用期限を１年間として、利用者には年度はじめ毎に継続利

用の案内をします（本年度は 3 月 19 日に案内を発送しました）。 
☆「成績発送」の手数料（半期ごとに 300 円（3 通×100 円））は、利用申込／継続利

用申込の受付時にデポジットより申し受けます。デポジット残高が不足する場合は、

デポジット積み増しの案内をさせていただきますので、予めご了承ください。 

「成績発送」サービスを 2009 年度継続利用する 

 オードリーの春日校長と若林先生、変な高校生チャレベー、双子のれいな・あんなが出演。 
 ４月 6 日(月)～17 日(金) 15:00～15:30 NHK 教育テレビ 
 10 分番組の中で次から次へ 1 分の学習クリップが登場（ラップミュージックにのせての英語文

法、アニメによる映像を工夫した漢字学習、町へ出てロケ映像で数学を学ぶなど）、」楽しい作

りになっています。 
 番組と連動してインターネット、Web ページで 200 本の問題を取り組めるようになってます。

 オードリーファンだけでなく、中学校で英語・数学・国語など苦手科目でつまづいた高校生諸

君、こっそり完璧にマスターしておこう。 

オードリー 司会の「高校講座ベーシック 10」始まるよ！ 

中学数学や中学英語の高校生のための学びなおし番組 
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 ５月または６月の集中スクーリング参加を希望している生徒さんに案内します。 
 今春に追加科目登録をして、教材がご自宅に届いてから視聴報告書作成をしようとすると、

テレビ・ラジオでの NHK 高校講座視聴による作成が間に合いそうもない場合があります。

（一例として、理科総合 A や情報 A は隔週の放送ですし、英語Ⅱでは８通の視聴報告書作

成にラジオ 24 番組を視聴する必要があります。） 
 朗報があります！ 2008年度よりNHK高校講座のインターネット再放送を24時間利用で

きるようになりましたので、視聴報告書作成をお急ぎの生徒さんはぜひご利用下さい。

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/index.html なお、テレビ・ラジオを録画録音して視聴報

告書を作成する場合は、深夜の再放送（ライブラリー）も利用するとともに、追加科目登

録に先立って番組を録りだめてください。

NHK 高校講座 インターネットでの再放送 
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スクーリングに参加して

八洲学園大学教授 渡邉 達生 

 
チューリップは冬を耐えて春に花を咲かせる              

校長代理として、今年度２回目の沖縄スクーリングに参加させていただきました。「生き

ることはすばらしい！」、今回もそれを強く感じたスクーリングでした。 

当初の入校式には重たい空気がありました。しかし、修了式でアルバムを作っていると

きは、皆さんの表情は明るさに満ちていました。 

日々の教室での夜遅くまでの勉強や校外での活動には、辛さが付きまとったことでしょ

う。時間に縛られます。自分勝手ができません。嫌な思いをした人もいることでしょう。

しかし、その辛さに耐えることが、生きることの価値を味わわせてくれることになったと

思います。修了式での明るさがその場面です。 

今、チューリップの芽が地表に出ています。その球根は、秋に地中に埋められ、真っ暗

な土のなかで辛い冬を過ごしました。しかし、それに耐えたことで生きる力に目覚め、今、

芽を出すことができたのです。 

３月スクーリングでも先生と生徒が共に力を出し合い、明るさをつくり出しました。そ

の心は、これからもずっとつながっていきます。共に花を咲かせましょう。 

渡邉先生の著書紹介

総務部 岩井 貴生 

３月スクーリングに校長代理として参加していた八洲学園大学の渡邉達生

教授が執筆された書籍『昔話と５２のキーワードで学ぶ道徳の心』が、学事出

版より刊行されました。 

本書は、渡邉先生の「道徳心の育成」という授業科目で生まれたもので、子

どもにも大人にもよく知られている日本昔話やイソップ話の登場人物の言動

をもとにして、生きることの価値を明らかにしています。家庭教育に色々と悩

まれている保護者の方々にとって、非常に参考になる本です。全国書店やイン

ターネットで購入可能です。 

なお、ご希望の方には、先着１０名の方にプレゼントいたします。希望者は、

以下の住所まで、封書に送料「切手290円」を同封してお申し込み下さい。 

 

 

〒２２０－００２１  

神奈川県横浜市西区桜木町7－42 

八洲学園大学 渡邉達生 
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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。２００９年度最初の通学スクーリングの案内です！！ 

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♪ 
 

4月の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～） 

1 日の日程を担任と確認します。 

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）
理科総合Ａ 英語Ⅱ 日本史Ｂ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
国語総合 情報Ａ 化学Ⅰ 

 
          
※変更がある場合はクラス通信でお知  
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。） 

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。 

 

 

 

 

 

体育科のナカトモ先

生♪ 数学が得意なん

です(^O^) 

 

 

 

 

 

 

体育科の瑠美先生♪

休憩中は一緒にオセ

ロを勝負してみまし

ょう(^_^)♪
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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

4/1 江戸幕府の成立 ～長期政権の土台～ 4/9 エネルギーは仕事の貯金箱 4/10 アニメーションに挑戦

4/8 「鎖国」の実態 ～江戸時代の海外交流～ 4/23 ひんやり・ほかほかの物理 4/24 街のプレゼン名人を探せ！

4/15 村と町 ～民衆の暮らし～

4/22 「幕政改革」を見直す ～田沼意次とその時代～

4/29 一揆と打ちこわし ～民衆の行動と論理～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/31 2次関数の最大値・最小値 （2） 3/31 元素の分類、水素と希ガス 4/3 食の安全チェック

4/7 2次関数の最大値・最小値 （3） 4/7 ハロゲン 4/10 これからの食生活

4/14 2次関数のグラフと2次方程式 （1） 4/14 酸素と硫黄 4/17 食生活と環境問題

4/21 2次関数のグラフと2次方程式 （2） 4/21 窒素とリン 4/24 人と衣服

4/28 2次関数のグラフと2次不等式 （1） 4/28 炭素とケイ素 5/1 着心地のよい衣服

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

4/2 火成岩のいろいろ 4/1 遺伝子の連鎖と組換え 4/2 ヨーロッパ （1） ～EU統合のゆくえ～

4/9 山はなぜ高いのか？ 4/8 遺伝物質ＤＮＡ 4/9 ヨーロッパ （2） ～経済発展と民族問題～

4/16 流水がつくる風景 4/15 ＤＮＡとタンパク質 4/16 イスラーム世界

4/23 変化しつづける海岸 4/22 ＤＮＡ研究とその応用 4/23 アフリカ ～ケニアの暮らしから～

4/30 地層を調べる 4/29 刺激の受容と反応 4/30 オセアニア

放送日 タ　イ　ト　ル

4/1 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (3)
4/8 Lesson 6 The Lake Is My Home (1)
4/15 Lesson 6 The Lake Is My Home (2)
4/22 Lesson 6 The Lake Is My Home (3)
4/29 Communication 3

※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

4/5 春暁 （孟浩然） 4/6 こころ (3) （夏目漱石） 4/2 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(2)
4/5 竹里館 （王維） 4/6 こころ (4) （夏目漱石） 4/2 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(3)
4/12 送元二使安西 （王維） 4/13 こころ (5) （夏目漱石） 4/9 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(4)
4/12 黄鶴楼送孟浩然之広陵 （李白） 4/13 こころ (6) （夏目漱石） 4/9 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(5)
4/19 春望 （杜甫） 4/20 こころ (7) （夏目漱石） 4/16 Let's Try ! 7
4/19 シーソー (1) （柳田邦男） 4/20 こころ (8) （夏目漱石） 4/16 文法のまとめ １
4/26 シーソー (2) （柳田邦男） 4/27 こころ (9) （夏目漱石） 4/23 Lesson 8 A City in the Sky (1)
4/26 りんごのほっぺ (1) （渡辺美佐子） 4/27 こころ (10) （夏目漱石） 4/23 Lesson 8 A City in the Sky (2)
5/3 りんごのほっぺ (2) （渡辺美佐子） 5/4 ワスレナグサ (1) （星野道夫） 4/30 Lesson 8 A City in the Sky (3)
5/3 プレゼンテーションと報告 (1) 5/4 ワスレナグサ (2) （星野道夫） 4/30 Lesson 8 A City in the Sky (4)

■    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

4/1 思春期と健康 4/4 宇治拾遺物語 御堂関白の御犬､晴明ら､奇特の事（2） 4/1 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (1)
4/1 性意識と性行動の選択 4/4 宇治拾遺物語 御堂関白の御犬､晴明ら､奇特の事（3） 4/8 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (2)
4/8 結婚生活と健康 4/11 説苑 圉人之罪 4/15 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (3)
4/8 妊娠・出産と健康 (1) 4/11 新序 不若人有其宝 4/22 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (4)
4/15 妊娠・出産と健康 (2) 4/18 淮南子 宋人有嫁子者 4/29 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (1)
4/15 家族計画と人工妊娠中絶 (1) 4/18 史記 項羽と劉邦（1）

4/22 家族計画と人工妊娠中絶 (2) 4/25 史記 項羽と劉邦（2）

4/22 性について考えてみよう 4/25 史記 項羽と劉邦（3）

4/29 運動技能のしくみ 5/2 史記 項羽と劉邦（4）

4/29 運動技能の上達 5/2 史記 項羽と劉邦（5）

※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）0：00～0：40（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

水(火曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅱ

地  理  Ｂ

現   代   文

地  学  Ⅰ

水(火曜深夜)1：40～2：10

木(水曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅰ

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

《ご注意》3月31日（火）（月曜深夜）より放送時刻が変更となります。ご注意ください。

木(水曜深夜)2：10～2：40

隔週　木曜日（水曜日深夜）　1:40～2:10

理科総合Ａ 情  報  Ａ

金(木曜深夜)2：10～2：40

生  物 Ⅰ

火(月曜深夜)1：10～1：40

日 本 史 

※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。

火(月曜深夜)1：40～2：10

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:40～2:10

化　学Ⅰ

毎週　水曜日（火曜日深夜）　2:10～2:40



文部科学省認可通信教育 
                               

 

                                  
                                  

                                 
 

 
1 水  16 木  

2 木  17 金 ５月 S 申込〆切（消印） 

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火  

7 火  22 水 ５月 S 申込〆切（必着） 

8 水  23 木 ４月通学スクーリング 

9 木  24 金  

10 金 「前期スクーリング申込書」発送 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 ５月 S 詳細文書発送 

13 月  28 火  

14 火  29 水 昭和の日 

15 水  30 木 学校通信ゆんたく発送 

☆ 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 

春の暖かさを肌で感じられるようになり
ましたが、皆さん、いかがお過ごしでし
ょう？ 
さて、２１年度が始まりました。別途ご
案内いたします今年度のスケジュールを
ご覧頂き、スクーリングなど学習の計画
を立ててみて下さいね。 

      槌林 恵子 
 

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 

HP   http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 

（携帯ＱＲコード）
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