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校長挨拶 

校長 中田 雅敏 

八洲学園大学国際高等学校にご入学されましたこと、

心よりお慶び申し上げます。 
 これから始まる高校生活は、きっと皆さんに満足し

ていただける学校である、と職員一同自負しておりま

すし、またそのような覚悟をもって皆様方をお迎えい

たしております。既に他の高校を経験された方、或いは何らかの事情で高校

進学を逸してしまわれた方、それぞれ皆様、ひとりひとりが胸に秘めておら

れる事情がおありかと思います。ひとつ共通しておりますことは、この国際

高校をめでたく卒業したいという思いでありましょう。 
 これから自学自習、スクーリング授業への参加、或いは働きながらの学習

など、自分が責任を持って管理をしなければならないことが沢山あります。

卒業までにはいくつかの困難に直面するかもしれませんが、その困難を乗り

越え、自己確立した立派な人間となれる場所が、八洲国際であります。本校

の近くには大海洋に続く青い海が広がっています。このすばらしい環境の中

で、伸び伸びと、自己の力で、マイペースで卒業を勝ち得て下さい。この度

は、誠にご入学おめでとうございます。喜びの卒業式を迎えるまで… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・ 今月号の「ゆんたく」は、試験出題（ｐ３）やリポート作成（ｐ４～５）のポイント、６月ス

クーリング情報（ｐ６～９）など重要な情報がたくさん掲載されています。 
・ 新年度が始まりました。今年度も楽しいスクーリングを企画しています。計画的に勉強を進め

て、時間に余裕を持って、スクーリング参加の準備をしてください。 
・ 皆さん、自分の担任の先生誰だかわかりますか？ｐ２には教職員紹介が掲載されています。勉

強の進め方やスクーリング参加で悩んでいる方は、まず担任の先生に連絡を！連絡先は「学習

の手帳」でチェック！ 

 
「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！ 



文部科学省認可通信教育 

総務部 岩井 貴生 

教員紹介 

 
八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえ

るように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。宜しくお願いします！！！ 

 

 

 

   

校長 中田 雅敏 

（埼玉） 

教頭 中村 成希 

（福岡/地歴） 

1・2番クラス担任/国語・書道

玉城 健一（沖縄） 

1・2、7・8クラス副担任/理科

鈴木 啓之（愛知） 

 

 

 

   

3・4 番クラス担任/保健体育 

長谷川 瑠美（埼玉） 

3・4番クラス副担任/理科

 岸本 久律（沖縄） 

5・6番クラス担任/情報 

 島袋 友美（沖縄） 

5・6番クラス副担任/英語

 鹿島 義之（神奈川） 

 

 

 

   

7・8 番クラス担任/保健体育 

中村 智子（神奈川） 

9・10 番クラス担任/保健体育

 横田 裕美（福島） 
9・10 番クラス副担任/広報

 岩井 貴生（東京） 

理科・数学 

島袋 正良（沖縄） 

 

 

 

   

国語 

仲間 美月（沖縄） 

国語・美術 

原田 みき子（秋田） 

地歴・公民 

與那嶺 優香（沖縄） 

地歴・公民 

岸野 博一（千葉） 

 

 

 

   

家庭 

与古田 初子（沖縄） 

英語 

糸満 英子（沖縄） 

事務 

上間 翼（沖縄） 

事務 

松本 美代子（東京） 

 

 

 

   

事務 

槌林 恵子（石川） 

事務 

本間 衣里（東京） 

校務 

具志堅 慎一（沖縄） 

琉球犬 

サチコ（沖縄） 

（カッコ）：（出身地） 
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文部科学省認可通信教育 

教務部 與那嶺 優香 

平成 21 年度前期 試験出題ポイント

科目 出題ポイント    ※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

国語表現Ⅰ 
①№2【5】電話のかけ方について ②敬語の使い方 ③表現の仕方   

④あなたの住んでいる町を紹介する作文（200 字くらい） ※②③は授業で説明します

国語表現Ⅱ №4、№6（どちらも教科書をしっかり読むこと）、授業での説明とプリント 

国語総合 
№2（教科書にある「とんかつ」本文をしっかり読んで、内容を把握しておくこと）、

№11、授業での説明とプリント 

現代文 

以下の授業内容を出題します（分かりやすく授業で説明します） 

① 作家と代表的作品について ②よく使われる現代用語 ③詩の鑑賞       

④ 自己アピール文（200 字くらい） 

古典 
№4、№9（送り仮名や返り点など漢文を読む上でのルール）、  

授業での説明やプリント 

世界史 A №1、授業内容（配布プリント） 

日本史 B №5、授業内容（配布プリント） 

旧 №7、授業内容（配布プリント） 
地理 B 

新 №6、授業内容（配布プリント） 

旧 №1【1】、№3【3】、№4【2】【3】【4】、№5【1】、授業内容 
現代社会 

新 №1【1】、№3【2】、№4【3】、№5【1】、授業内容 

旧 №1【1】【2】【3】、№6【1】【2】【5】、授業内容 
倫理 

新 №1【2】【3】【4】、№6【1】【2】【5】、授業内容 

旧 №1【3】【4】【5】、№2【4】、授業内容 
政治経済 

新 №1【3】【4】、№2【3】【4】、№6【5】、授業内容 

数学Ⅰ №4【1】【4】、№5、№8【1】【2】 

数学 A №1【1】【3】【4】【5】、№2【1】【3】【4】、№4【2】【3】【5】【6】 

数学基礎 №1【1】【3】【5】【7】、№4【1】【2】【3】【4】【5】、№5【1】【6】 

旧 №1【1】【2】【4】、№2【1】【2】【6】、№5【1】、スクーリング中の授業内容 
理科総合 A 

新 №1【1】【2】【3】【4】、№2【1】【4】、№6【1】【2】、スクーリング中の授業内容 

生物Ⅰ №2【2】、№3【2】【3】、№4【2】、№5、№6 

化学Ⅰ №1、№2 

地学Ⅰ №3【2】【3】【4】、№4【1】【2】、№7【1】【4】、№8【1】【2】【3】【4】№9【4】 

旧 №1、№2、№3、教科書 P8～25・26～45・46～60、授業内容 
保健 

新 №2、№3、教科書 P18～29・54～60、授業内容 

旧 №1【4】、№2【3】、№3【3】【4】、№4【2】【3】【4】、授業で配布するプリント 

英語Ⅰ 
新 

№1【5】【6】、№2【5】【6】、№3【5】【6】、№4【2】【5】【6】 

授業で配布するプリント 

旧 №2、№3、№5、№7 
英語Ⅱ 

新 №2、№3、№5、№7 

旧 №1【2】【3】、№2【3】、№4【1】、№6【4】 ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 新 №1【1】【3】【4】、№3 Lesson3、№4 Lesson5、№6 Finish-up 

旧 №1【3】、№2【6】、№3【4】、授業内容、授業配布プリント 
情報 A 

新 №1【4】、№2【2】、№3【2】、№4【5】、授業内容、授業配布プリント 

※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せず、授業中の提出 

物やﾘﾎﾟ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も評価の対象となります。 

※「旧」は2008年3月以前に登録した場合、「新」は2008年4月以降に登録した場合という意味です。 
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文部科学省認可通信教育 

リポート作成のポイント

教務部 與那嶺 優香 
 
 
 
 
 
 

科目 担当教員 リポート作成のポイント 

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・旧どちらのリ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。 

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 

仲間美月 

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。 

世界史Ａ 

たくさんの国が登場するため、どの国の出来事なのかを把握することがポイントです。

重要な語句は太字で強調されています。教科書の後ろに載っている「索引」を利用し

てもよいでしょう。 

地理Ｂ 

教科書の本文だけでなく、図やグラフ・脚注など、教科書のすみずみに目を通しまし

ょう。また、重要な語句は太字で強調されています。教科書の後ろに載っている「索

引」を利用してページを割り出すと範囲が絞られます。 

日本史Ｂ 

與那嶺優香 

教科書は年代どおりに進んでいきます。いつ、その事柄が起こったのか把握しましょ

う。どうしても見つからない場合は、教科書の後ろに載っている「索引」から関連す

る語句を探してみましょう。 

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 

数学Ａ 
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。 

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。 

地学Ⅰ 

島袋正良 

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。 
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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。 

化学Ⅰ 

岸本久律 
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

ていくとほとんど書き込むことができます。 

体育α 

体育β 
横田裕美 

体育γ 中村智子 

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。 

保健 長谷川瑠美 
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。 

旧 
教科書を良く見て書くようにしましょう。 

（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 

新 

玉城健一 ①教科書を良く見て書くようにしましょう。 

②「書く」だけではなく、「鑑賞」にも趣きを置く様に心掛けましょう。 

③№2～№6はリポートと一緒に作品提出も必要です。 

旧 

№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です。№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」 
美術Ⅰ 

新 

原田みき子 

№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。№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。№5は教科書を読みましょう。P40～41「色の世界を探る」参照 

英語Ⅰ 糸満英子 

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ＷＯＲＤＬＩＳＴ（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。それからリ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リ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。 

ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 

鹿島義之 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。リポートには、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。 

家庭総合 与古田初子 
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。 

情報A 島袋友美 
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！ 

 

注：「旧」は2008年3月以前に履修した場合、「新」は2008年4月以降に履修した場合という意味です。 
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文部科学省認可通信教育 

スクーリングのお知らせ（１）
 

管理部 鈴木 啓之 
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みなさん、新年度もはや一ヶ月経ちました。調子はいかがですか？ ゴールデンウィークの過ごし方は決まりましたか？ 八州学園

大学国際高等学校のある本部町は、ゴールデンウィークが観光客で最も混雑する時期です。期間中、海洋博公園では、第２２回マー

チングバンドフェスティバルが華やかに催されます。さて、今回の案内より、集中スクーリングのお知らせを学校通信「ゆんたく」に掲

載し、参加申込書を同封してご案内します。21 年度前期のスクーリングテーマが決定しましたので合わせてご案内します。ます

ます充実のスクーリングです。どんどんご参加くださいね。 

 

 

 

スクーリング実施期間 参加申込書締切 
残りのリポート 

視聴報告書 提出締切 

 

 

6/9 （火) ～6/15（月)    【6泊】   5/11（月)【消印】5/18（月)【必着】 5/28（木)【消印】  

 6/9 （火) ～6/12（金)【3泊A日程】   5/11（月)【消印】5/18（月)【必着】 5/28（木)【消印】 

 6/12（金) ～6/15（月)【3泊B日程】   5/11（月)【消印】5/18（月)【必着】 5/28（木)【消印】 
 7/3  (金) ～7/12 (日)    【9泊】   6/5（金)【消印】6/11（木)【必着】 6/23（火)【消印】 
 

7/5  (日) ～7/12 (日)    【7泊】   6/5（金)【消印】6/11（木)【必着】 6/23（火)【消印】 
 

8/3  (月) ～8/9  (日)      【7泊】  7/3（金)【消印】7/8（水)【必着】 7/16（木)【消印】 
 

8/3  (月) ～8/6  (木)【3泊A日程】  7/3（金)【消印】7/8（水)【必着】 7/16（木)【消印】 
 

8/6  (木) ～8/9  (日)【3泊B日程】  7/3（金)【消印】7/8（水)【必着】 7/16（木)【消印】 
 

9/5  (土) ～9/14 (月)    【9泊】   8/5（水)【消印】8/11（火)【必着】 8/24（月)【消印】  
9/7  (月) ～9/14 (月)    【7泊】   8/5（水)【消印】8/11（火)【必着】 8/24（月)【消印】  

 
＊６泊７日スクーリング･･･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。 

（「学習の手帳」21p）。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日スクーリング【Ａ日程】【Ｂ日程】…さまざまなご事情で、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。A日程→Ｂ日程の順に参加しなければなりません。 

＊９泊１０日スクーリング･･･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日スクーリング…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。 

 

 

 

 

スクーリング日程 タイプ 宿舎利用 食事利用 保険加入 諸経費 参加費（合計） 

Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  ２６，９２０円 
〔９泊10日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  ２０，０００円 
〔7 泊 8 日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  １８，０４０円 
〔6 泊 7 日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  １０，５１４円 
〔3 泊 4 日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

上記の締切日までにリポート・視聴
報告書を提出していない科目は試験
を受けることができません！ただしス
クーリングには参加できます。 

☆☆学校に宿泊される方はＡタイプ・通学または他の宿泊施設をご利用の方はＢタイプとなります☆☆ 

  ～注意事項～ ◎通学の方は学校で食事をとることもできます。（朝食460 円、昼・夕食各750 円） 

毎月の申込案

内書で確認し

てください。 

スクーリング

費用は参加す

る月によって

異なる場合が

あります。 

 

 

  ◎本人の都合により食事を利用しない時があっても返金は致しません。 

 ◎食事代はスクーリング初日３日前（土日祭日を除く）の正午以降のキャンセルは払い戻しができません。 



 
 
 
 
 
 こんにちは！６月スクーリングの申し込み時期がやってきました。毎日きちんと食べていますか。毎日の食事だからこ

そ、あらためてきちんと学んでみませんか。料理を通じて沖縄を満喫しましょう！ 
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・  みんな大好き              （麺から全て自分たちで作ります！） 

・  沖縄の夏野菜を収穫！採れたて野菜を調理しよう！！ 

・  『食育』って知ってる？みんなで朝食について考えてみよう！ 

・  力を合わせて野外炊飯にチャレンジ！（何を作るかは・・・お楽しみ♪） 

 

 
 

７月 

アウトドア in やしま(^_^) 
～サマーバケーション 2009～ 

 
真夏の空の下、八洲人の仲間と共に自然を囲みながら 

大切な時間を過ごしてみませんか( .̂̂ ) 
自分の可能性にチャレンジ♪♪これこそアウトドアスクーリング☆ 

野外炊飯・キャンプファイヤーなどを予定しております！！ 

今年で４年目のヤシマンピック。 

２００９年度はマリンスポーツ編で盛り上げちゃいます！ 

沖縄の海で勝負に挑みたい方、是非挑戦してください♪ 

泳ぎに自信がない方も楽しめる内容にする予定です☆ 

※ 真夏の海での活動が中心となります。体調に不安のある方は 

事前に担任の先生に相談して下さいね。 

８月 

※天候によって内容が変更する場合あり。 

９月 



文部科学省認可通信教育 

スクーリングのお知らせ（２）

管理部 鈴木 啓之 

＜６月スクーリングの体育実施計画＞ 
 
６月スクーリングが間もなく始まります。沖縄の海で、沖縄の自然の中で、沖縄の澄み渡る空の下で･･･

みなさんの体をリフレッシュしていきましょう!! 
 

★ウォーキング(沖縄の植物・海を眺めながら運動不足解消) 
★球技等(バスケット、バドミントン、卓球など) 
★グラウンドゴルフ(幅広い年齢層で実施中のスポーツ!!はまっちゃうかも!?) 

※若干の予定変更、種目増加をする場合もあります。 
 

 記録測定などは行いません。本校の体育は、心と体のリフレッシュを図りながら進めていきます。 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細発送 デポジット入金 → 受付完了参加申込（仮） 

外から見た宿舎棟 

宿舎部屋の様子 

外から見た宿舎棟 

＊宿舎は３階建てで２４部屋あります。（１フロア－８部屋、１部屋にベッド６台） 

＊全部屋エアコン完備、各自のカギ付きロッカ－もあります。 

＊トイレ、洗面所は宿舎の各フロア－にあります。 

＊ジュースの自動販売機があります。（タバコの自動販売機はありません） 

＊洗濯機（１回￥300：洗剤無料）・乾燥機（15 分￥100）がご利用いただけます。 

（利用時間は月ごとに変動します） 

＊男女別シャワ－室があります。（利用時間は月ごとに変動します） 

＊全部屋禁煙です。指定の喫煙場所以外での喫煙は一切認めません。 
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参加希望月の、参加申込〆切日

（消印〆切日または必着締切日 17

時）までに、スクーリング申込書を

提出します。デポジットの入金がま

だの方は、デポジット申込書も必

ず同封してください。（デポジット入

金が完了しないとスクーリング参

加の受付は完了しません。） 

申込書を提出された方から振り

込みコードをお伝えします。デポ

ジット入金が完了された方は受

付完了となります。航空券の手

配等の最終確認を旅行会社と進

めます。（既にデポジット入金が

済んでいる方は、確認後受付完

了となります。） 

受付が完了し、参加申込みが受

理された方には、参加にあたっ

ての詳しいお知らせ文書（詳細

文書）を送ります。詳細発送日の

14 時までにデポジットの入金が

確認できない場合は、スクーリ

ングキャンセルとなります。 
誓約書など返送書類は必着日ま

でに必ず返送してください。 

（授業時間の関係で、天候などの

不可抗力により遅延した場合でも

14 時 40 分には空港出発します。

それ以降は自己手配で学校まで

来て頂きますので、考慮して飛行

機手配して下さい。） 

集合時間は 14 時です。 

集合・出発時間 

 

１階フロア「那覇空港内郵便局」前

で職員が待機しています。 

集合場所 

【沖縄に到着したら】 

 



 

 

 

① 航空券を自分で手配する方 

  以下の時間までの便を取るように手配を進めてください。 
６月スクーリング日程 行き（沖縄那覇着） 帰り（沖縄那覇発） 

６泊７日、３泊４日【Ａ日程】 １４：００（午後２時）到着までの便 １２：００（午後１２時）以降出発の便

３泊４日【Ｂ日程】 １４：００（午後２時）到着までの便 １２：００（午後１２時）以降出発の便

 
② 空券の手配を提携している旅行会社に任せる方 

航空券を購入するまで、旅行会社とのやり取りになります。ご質問・ご要望等は全て旅行会社へ直接お問合せ下さい。 

①旅行会社からの連絡 旅行会社から直接皆さんのところに予約の件で連絡が入ります。 

②予約の成立 飛行機や宿泊先について、確認します。 

日程を変更するとキャンセル料が必要になることもあります。よく話を聞いて手続きをして下さい。

③航空券代金の支払い 旅行会社の口座へ必要な代金（航空券代・宿泊代金、その他）をお振込みください。 

④航空券の発送 お振込みの確認が取れ次第、航空券・宿泊券等を、発送します。 

⑤航空券の到着 出発5 日前になっても、航空券が届かない場合は直接旅行会社まで連絡して下さい。 
 

～ 提携旅行会社連絡先 ～ 

 国土交通省大臣登録旅行業１５５号 沖縄ツーリスト株式会社 名護支店 
 〒905-0011 沖縄県名護市宮里７丁目２３番２５号 TEL：0980-53-1117  

 FAX：0980-52-3778  
 
 
 
 
 
 
 
 
空室状況や料金につきましては、直接ホテルまでお問合せください。 

ホテル名 所在地 代表電話番号 学校までの距離 ホテル Web サイト 

ゆがふいん備瀬 本部町備瀬1147-1 0980-48-4388 徒歩３分 http://www.bise.jp/ 

チサンリゾート 
沖縄美ら海 

本部町石川938 0980-48-3631 徒歩10 分 
http://www.solarehotels.com/chisun/ 

resort-okinawa-churaumi/ 
 

 

 

 

自宅から学校までの往復中など旅先での万一の事故に備えて、「国内旅行傷害保険」があります。 
スクーリング期間中、宿舎を利用される方には、必ず加入いただくことになり、学校で一括してニッセイ同和損害保険
株式会社へ申し込みします。保険料は参加費の中に含まれています。通学の方、他の宿泊施設利用の方で、保険加入希
望の方は申込書提出〆切日までに学校に連絡して下さい。 

 

保険内容 

保険期間 4 日まで 7 日まで 10 日まで 

死亡･後遺障害保険金額 35,000 千円 

後遺障害追加 特約なし 

入院保険金日額 5,500 円 

通院保険金日額 3,500 円 

賠償責任保険金額  5,000 千円（免責0 円） 

携行品損害保険金額 なし 

保 険 料 831 円 997 円 1,383 円 
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文 

【提出書類】 
◎集中スクーリング申込書（参加希望月に○をつけてください） 
※なお、6 月スクーリング申込締切は5 月11 日（月）消印有効ですが、これに間に合わなか

った場合は 5 月18 日（月）17 時必着です。当日持参の方は17 時をもって最終締め切り

とさせていただきます！ 



文部科学省認可通信教育 

横浜分室だより

事務課 槌林 恵子 

ある日突然、花粉症になってしまった、という声を耳にします。今や日本人の約２０％が花粉症だといわれています。 

毎年、多くの人がこの病気に悩まされているわけですが、今回、この花粉症について少し調べてみました。 

 

花粉症とは、いろいろな花粉によって引き起こされるアレルギー性の病気で、花粉症の主な症状は、くしゃみ、鼻水、

目のかゆみとなります。花粉症は目や鼻の粘膜に花粉が接触することによってアレルギー反応が起きます。ただ、花粉

症の発症原因はスギやブタクサだけではなく、ヨモギ、イネ、カバノキの花粉などでも引き起こされるものです。 

 

花粉症発症のメカニズム 
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1.私たちの体は、‘花粉’という異物(アレルゲン)が侵入するとまず、それを受け入れるかどうかを考えます。 

2.3.排除すると判断した場合、体はこれと反応する物質を作る仕組みをもっています。この物質を「IgE抗体」と呼びます。 

4.5. 抗体ができた後、再び花粉が体内に入ると、鼻や眼の粘膜にある肥満細胞の表面にある抗体と結合します。 

6. その結果、肥満細胞から化学物質(ヒスタミンなど)が分泌され、花粉をできる限り体外に放り出そうとします。 

・・・そのため、くしゃみで吹き飛ばす、鼻水・涙で洗い流す、鼻づまりで中に入れないよう防御するなどの症状が

でてくるのです。 

花粉の飛散 

花粉症の原因の１つとして、花粉の飛散があり、スギやヒノ

キ、イネなど一年中といっていいほど花粉の飛散は行われて

います。スギやヒノキの花粉は２月～５月、イネ科の植物は５

月～６月、キク科のブタクサやヨモギは８月～１０月などとい

ったような感じで飛散しているので、量が多い日は症状も出

やすくなっています。 

 

これって風邪？こんな症状は花粉症！

＜くしゃみ＞ 
立て続けに何回もでる。 
＜鼻水＞ 
透明でさらさらしている。 
＜鼻づまり＞ 
鼻で息ができないほど、 
両方の鼻がつまり続くこともある。 
＜目のかゆみ＞ 
目がとてもかゆく、涙が出ることもある。 花粉症が増えている理由 

花粉症の人は年々増えているのが現状で、ここ２０年間で１．

５倍以上になっています。この原因は国土の１５％くらいが森

林地帯で、スギやヒノキの割合が、そのうちの１２％も占めて

おり、花粉の飛散量が増えていることや、地球温暖化が進

み、スギの成長が良いことなどがあげられます。また、日本

人の体質が食文化の変化によって変わってしまったため、ア

レルギーに対する免疫力が弱くなってしまったことや、機密性

の高い住宅の増加で、家に入った花粉が出て行かなくなった

なども原因です。 

花粉症は症状が出る前から、お薬により初期療

法を始めていると、症状の発症を遅らせ、飛散

シーズン中の症状を和らげることができます。

お薬以外でもできる花粉症対策 

・マスクやメガネ、スカーフなどの着用 

・家に入る前に花粉をはらう 

・手洗いや洗顔、うがいを行う 

・飛散量の多い日は窓を閉め、洗濯物

も外に干さないこと 

・空気清浄器など 

※おかしいなと思ったら、早めに医師に診てもらい、症状の軽いうちに

治療しましょう。 ちなみに、沖縄にはスギが存在しないため、スギ花粉

症はないそうです!(^^)! 



文部科学省認可通信教育

事務課　本間　衣里

5/6 藩政改革～雄藩の台頭～ 5/5 アルカリ金属 5/8 洗濯の科学

5/13 開国～幕末の動乱～ 5/12 ２族元素 5/15 自分らしく着こなす

5/20 明治維新～士族のゆくえ～ 5/19 アルミニウムと亜鉛 5/22 衣生活と環境問題

5/27 自由民権運動～民衆と私擬憲法～ 5/26 鉄と銅 5/29 人と住まい

5/5 2次関数のグラフと2次不等式 （2） 5/6 神経のつくりとはたらき 5/7 東南アジア

5/12 正接 5/13 中枢神経のはたらき 5/14 中国

5/19 正弦と余弦 5/20 動物の行動Ⅰ 5/21 朝鮮半島

5/26 三角比の利用 5/27 動物の行動Ⅱ 5/28 ロシア

5/7 地球の歴史をひもとくには 5/7 消えないエネルギー 5/8 マルチメディアで豊かな表現

5/14 地殻変動のあかし 5/21 変幻自在のエネルギー 5/22 バーチャルな世界とは

5/21 作り変えられた岩石

5/28 山脈をつくる運動

　　※学習の手帳（40ぺージ～）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。

5/6 Lesson 7Tetsuwan Atom,a Super Robot (1) 　　※ 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
5/13 Lesson 7Tetsuwan Atom,a Super Robot (2) 　　　　「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。
5/20 Lesson 7Tetsuwan Atom,a Super Robot (3) 　　　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。
5/27 Lesson 8Notes and Coinsof the World (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。

5/10 プレゼンテーションと報告 (2) 5/11 食と想像力 (1)（辺見 庸） 5/7 Lesson 8 A City in the Sky (5)
5/10 万葉集 5/11 食と想像力 (2)（辺見 庸） 5/7 Let's Try ! 8
5/17 古今和歌集 5/18 みどりのゆび (1)（よしもとばなな） 5/14 Communication 2
5/17 新古今和歌集 5/18 みどりのゆび (2)（よしもとばなな） 5/14 文法のまとめ ２
5/24 梁塵秘抄・閑吟集・近世俳句 5/25 みどりのゆび (3)（よしもとばなな） 5/21 Lesson 9 A Young Katsubenshi (1)
5/24 その子二十「短歌」(1) 5/25 みどりのゆび (4)（よしもとばなな） 5/21 Lesson 9 A Young Katsubenshi (2)
5/31 その子二十「短歌」(2) 6/1 食事、こころ（高階杞一）、（萩原朔太郎） 5/28 Lesson 9 A Young Katsubenshi (3)
5/31 夏嵐「俳句」(1) 6/1 日本海（草野心平） 5/28 Lesson 9 A Young Katsubenshi (4)

5/6 運動技能を高める練習 5/9 史記項羽と劉邦（6） 5/6 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (2)
5/6 スポーツをみて考えてみよう 5/9 大鏡時平と道真（1） 5/13 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (3)
5/13 運動の計画的な学び方 (1) 5/16 大鏡時平と道真（2） 5/20 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (4)
5/13 運動の計画的な学び方 (2) 5/16 大鏡時平と道真（3） 5/27 Lesson 7 ON THE MOVE (1)
5/20 加齢と健康 5/23 大鏡道長と伊周（1）

5/20 高齢者のためのとりくみ 5/23 大鏡道長と伊周（2）

5/27 保健制度と保健サービス 5/30 大鏡鶯宿梅

5/27 医療制度と医療費 (1) 5/30 源氏物語夕顔（1）

事務課　本間　衣里

　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。
　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。

【家庭総合】毎週金曜日(木曜深夜)2:10～2:40

※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。

【体育αβγ】水(火曜深夜)0:00～0:40(2番組連続放送)【古  典】土(金曜深夜)0:00～0:40(2番組連続放送)

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

【理科総合Ａ】隔週木曜日(水曜深夜)1:40～2:10 【情報Ａ】隔週金曜日(木曜深夜)　1:40～2:10

【生 物 Ⅰ】毎週水曜日(火曜深夜)1:10～1:40

【日 本 史】毎週水曜日(火曜深夜)2:10～2:40

【地 学 Ⅰ】毎週木曜日(水曜深夜)1:10～1:40

【地 理 Ｂ】毎週木曜日(水曜深夜)2:10～2:40

【化 学 Ⅰ】毎週火曜日(月曜深夜)1:10～1:40

【数 学 Ⅰ】毎週火曜日(月曜深夜)1:40～2:10

　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♪

　5月の通学スクーリングは下記の日程です。

通学スクーリング

【英 語 Ⅰ】毎週水曜日(火曜深夜)1:40～2:10

【英語Ⅱ】木(水曜深夜)0:00～0:40(2番組連続放送)【現代文】月(日曜深夜）0:00～0:40(2番組連続放送)

【ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ】水(火曜深夜)0:40～1：00

【国語総合】日(土曜深夜)0:00～0:40(2番組連続放送)

　※変更がある場合はクラス通信でお知らせいたします。
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　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

 

 1 年次(α) 2 年次(β) 3 年次(γ)

ホームルーム 

（9：50～） 

 

各クラスの集合場所（教室）は 

校内放送でお知らせします。 

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）
体育α 現代文 地学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
英語Ⅰ 生物Ⅰ オーラルⅠ

　
　　　　　～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、みんなで一緒にリポートを作成しましょう！
　　　　　　　　　　　　　　参加可能な生徒さんは是非来校してください♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　教職員一同、お待ちしています。



文部科学省認可通信教育 
                               
                                  
                                  

                                 
 

 
1 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日 憲法記念日 18 月 ６月スクーリング申込〆切（必着） 

4 月 みどりの日 19 火  

5 火 こどもの日 20 水 ６月スクーリング詳細文書発送 

6 水 振替休日 21 木  

7 木  22 金  

8 金 
５月スクーリング残りのリポート・視聴報告

書の提出〆切 
23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 ６月スクーリング申込〆切（消印） 26 火  

12 火 通学スクーリング 27 水  

13 水 ５月スクーリング返送書類必着 28 木
６月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

14 木  29 金
成績発送 
学校通信ゆんたく発送 

15 金  30 土  

   31 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！！ 
☆ グレーゾーン（２２日～２８日）はスクーリング日程を表しています。 
 
 
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） 
 
 
 編集後記 

新年度が始まり、5 月後半には今年度最
初のスクーリングが実施されます。皆さ
ん、レポート・視聴報告書の作成は順調
に進んでいますか？わからない点があれ
ばどんな事でもお問い合わせ下さいね。 
さあ、ゴールデンウィークも間近です♪
楽しく過ごしましょうね(^0^)/ 
 

横浜分室 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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