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八洲国際の公式キャラクター、「しーさーちゃん」とその仲間たち！！ 
ＨＰ、モバイルサイトで４コママンガ連載！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ Ｐ２は、校長先生連載の校長コラムだよ。また、新型インフルエンザについて

の注意事項もあるよ。 
・ Ｐ３には教務部からの大切なお知らせが載っているので、しっかり読んでね！

・ Ｐ４～５はスクーリングの案内だよ！楽しいスクーリング情報もあるよ。 
・ Ｐ６～８は、担任の先生からのクラス通信！ 
・ その他、新任教員紹介など八洲国際の情報が満載！！！ 

「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 

イインンフフルルエエンンザザ予予防防ののたためめのの八八カカ条条

 人ごみは極力避ける。 

 外出時はマスクを携行し、人ごみではマスク
を着用する。 

 外出時は手で鼻や口を触らない。 

 手洗いはまめに、30秒以上する。 

 外出したら、うがいと手洗い。 

 暴飲暴食・夜更かしはしない。 

 部屋の空気はよく入れ替え、湿度を保つ。

 感染予防対策やまさかのときの対応につい
て、家族とよく話し合って確認しておこう。

校長 中田 雅敏 

校長コラム

歴史のかなたから 
沖縄にひとつの銅像が平成１５年に建立された。この銅像は「久松五勇士」の像と名づけられた。こ

の話は戦争に関わる話であるので、書くことをためらったが、あえて書くことにした。昭和の大戦争で

は、沖縄島民の方々の尊い命が犠牲になり、これは言葉では語りつくせるものではない。戦争を知らな

い世代は、失われた人々のご冥福を心からお祈りすることを忘れてはならない。 
 本学のスクーリングに参加した生徒さんたちの中には、「平和の碑」や「ひめゆり隊の碑」「平和祈念

館」などを廻る特別活動を体験した方もいらっしゃるでしょう。皆さんにも、是非改めて、「平和の尊

さ」と｢戦争のない世界｣を願って、過去の悲惨な歴史を学んでほしい。 
 さて、作家の司馬遼太郎氏は、古代から明治期に至る歴史の群像を活写し、日本の文化、日本の行く

末を提唱し続けた。司馬氏の作品に「坂の上の雲」という作品がある。江戸時代末期に四国松山藩に生

まれ育った秋山好古と秋山真之兄弟、正岡子規の3人の青春群像をめぐり日清日露戦争までを描いてい

る。3人の青春期は国政の転換期であった。明治27年日清戦争開戦後、好古は陸軍、真之は海軍に属し

て、参戦した。子規は従軍記者として、満州に向かった。明治37年日露戦争開戦時は、真之はロシアの

バルチック艦隊を迎え撃とうとしていた。しかし、ロシアの艦隊がどこにいるのか全くわからなかった。 
 沖縄で農家を営む5人の方々が、西から東に航行する艦隊らしき姿を目にした。5人の農夫は、漁船で

はないことを確かめてから役所に報告した。役所もその通報が確かかどうかたしかめると、なんとロシ

アのバルチック艦隊であった。役所は直ちに海軍に報告した。これを聞いた東郷平八郎司令長官と参謀

の真之は、対馬海峡で迎え撃つべく西に急いだ。真之の予想どおり、対馬海峡で当時世界最強と言われ

たロシア艦隊と遭遇し、かねてからの作戦どおりこれを駆遂した。 
司馬氏は、こうした史実を自分で調べあげて、この時代に生まれた人々の史実では浮かび上がってこ

ない人間に目を向けて多くの作品を描いた。もちろん、ここで例にあげた５人の農夫は、司馬氏の着目

がなければ、なかなか知れ渡る史実ではなかったことは言うまでもない。平成１５年に「久松五勇士」

として、銅像となり、沖縄の地に建立されている。皆さんにも多くの本から歴史を学び、時には戦争体

験した方の話も聞きながら、是非とも歴史のかなたには、我々が知りえない多くの人々がいることを知

ってほしいと思う。 

校長 中田 雅敏 

新型インフルエンザについて

国内でも新型インフルエンザの感染事例が確認され、日々

感染者数が増えている状況となりました。 
当校でも生徒さんや保護者のみなさまに新型インフルエ

ンザの情報や予防法を、学校通信「ゆんたく」、スクーリン

グ参加時、および担任からの連絡等で案内してゆきます。 
家族や自身に発熱やインフルエンザが疑われる症状が出

た場合は、お住まいの都道府県の発熱相談センターに速やか

に相談してください。同時に、当校へも連絡をお願いいたし

ます。 
参考：厚生労働省インフルエンザ対策ページ(トップページより) 

http://www.mhlw.go.jp/index.html 
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教務部からのお知らせ

教務部 與那嶺 優香 
【 教育課程表の訂正 】 
誠に申し訳ありませんが、「学習の手帳 平成 21 年度版」の 11 ページ「教育課程表」に一部誤りがございます。

深くお詫び申し上げるとともに、下記のように訂正させていただきます。 
○学習の手帳 Ｐ11「教育課程表」 
  訂正箇所：①地理歴史 科目コード0246 ×世界史Ａ → ○地理Ｂ 
       ②芸術   科目コード0750 書道Ⅰ スクーリング必要時間数：８時間 

                           リポート必要通数   ：６枚 
【 スクーリング申込書について 】 
今年度よりスクーリング申込書がこの「ゆんたく」に同封されますい。 
この申込書を提出しなければスクーリングに参加できませんので、必ず提出期日等を確認してください。 
 
【 視聴報告書について 】 
視聴報告書の合格基準を明確にしました。学習の手帳17～20ページを参考にしてまとめましょう。 

    ＝ テレビ視聴（見本）＝             ＝ ラジオ視聴（見本）＝ 

 
 
 
 
 
 
 

 

※ 学習した内容を詳しくまとめましょう。内容が不十分では不合格になります。 
※ 図を描いても構いませんが、図だけで４分の１以上スペースを埋めている場合は不合格になります。

※ あまり大きすぎる字でまとめると不合格になります。１㎝×１㎝以下を目安にしましょう。 
※ ４分の１以上空白がある場合はどんなに内容が良くても不合格になってしまいます。 
※ テキストやインターネットの学習メモの丸写しでは不合格になってしまいます。 
※ 感想は放送内容に関することを２行以上書きましょう。２行に満たないと判断された場合、内容の要点が 

しっかり書けていたとしても不合格になります。 
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管理部 鈴木 啓之 

スクーリング案内 

 

 残りのリポート 
スクーリング実施期間 参加申込書締切 

視聴報告書 提出締切 

 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】 
 ※スクーリングに参加するまでの流れは、   

「学習の手帳」22 ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

毎月の申込案

内書で確認し

てください。 

☆☆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） 

 ◎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。

詳細発送 デデポポジジッットト入入金金  →→  受受付付完完了了  参参加加申申込込（（仮仮））  

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

【沖縄に到着したら】 

集合場所 

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。 

 

集合時間 

集合時間は毎月変動しますの

で詳細文書で確認してくださ

い。（学校までバスで約 100 分）でに必ず返送してください。 

この「ゆんたく」に同封の緑色の様式です。必要事項を記入の上、郵送または持参してください。 
FAX での申し込みは受け付けておりません。 
※なお、７月スクーリング申込締切は 6 月 5 日（金）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 

6 月 11 日（水）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！ 

４ 



 
 

 

＊ 宿舎は３階建てで２４部屋あります。（１フロア－８部屋、各フロアにトイレ、洗面所、 
洗濯機（１回￥300：洗剤無料）・乾燥機（15 分￥100）を設置。 

＊ 各部屋エアコン完備、１部屋にベッド６台・各自のカギ付きロッカ－を設置。 
＊ 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。 
＊ 男女別シャワ－室があります。(石鹸、シャンプー等は各自ご用意ください) 
＊ 職員室棟前にジュースの自動販売機があります。 
 （※ 各施設・設備の利用可能時間帯はスクーリングの月ごとに異なります） 

 
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。 
７月スクーリング日程 行き（沖縄那覇着） 帰り（沖縄那覇発） 

９泊１０日 １２：００（午後１２時）以降出発の便 １４：００（午後２時）到着までの便

１２：００（午後１２時）以降出発の便 ７泊８日 １４：００（午後２時）到着までの便

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  

 
 
★最寄のホテル：学校の宿舎ではなく、近隣のホテル・民宿等を利用予定の方にご案内します。 

近隣の宿泊施設の所在、グレード、連絡方法等については、担任または学校に相談してください。国定公園

内ですので、オンシーズンとオフシーズンでは室料やプランの内容が変わりますのでご注意ください。また、

修学旅行など団体利用が集中する場合があります。ご利用をお考えの方は、お早めに手配してください。 

★傷害保険: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。保険内容の詳細は

事務課までお問い合わせくさだい。 
（保険料の目安：3泊4日 831円、6泊7日または7泊4日 997円、9泊10日 1383円 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月

９月

今今年年でで４４年年目目ののヤヤシシママンンピピッックク。。  

２２００００９９年年度度ははママリリンンススポポーーツツ編編でで盛盛りり上上げげちちゃゃいいまますす！！  

沖沖縄縄のの海海でで勝勝負負にに挑挑みみたたいい方方、、是是非非挑挑戦戦ししててくくだだささいい♪♪  

泳泳ぎぎにに自自信信ががなないい方方もも楽楽ししめめるる内内容容ににすするる予予定定でですす☆☆  

※※  真真夏夏のの海海ででのの活活動動がが中中心心ととななりりまますす。。体体調調にに不不安安のの  

ああるる方方はは事事前前にに担担任任のの先先生生にに相相談談ししてて下下ささいいねね。。  

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！！ 

８月
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１・２番クラス担任 玉城 健一 

玉城クラス通信

 

 こんにちは(＾O＾) 沖縄は日増しに暑くなってきましたが、リポート作成少しずつ進めています

か？ ついに私にも新しい家族が増えました!!っと言っても、亀ですが･･･(^_^;) 
 
 
 
八洲学園大学国際高等学校は「通信制」のため、どうしても面と向かって話す機会が少ないです。

しかし、皆さんの声を聞いていると「友達を作りたい!!」っという生徒さんが多々います!! そんな

時は・・・、Y’s SNS!! たくさんの生徒さん・教職員と交流が出来ます(^O^)／ 

◎入会方法⇒ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jpへ生徒番号と名前を送信したら私から招待メー

ルを送ります。詳しく知りたい方は連絡下さい!! 保護者様も入会出来ます。 

 
 
 

 名前 アドレス 電話番号 

クラスの生徒さん

からメールで送ら

れてきた写真です

♪ 皆さんもおもし

ろい写真が撮れた

ら、送って下さい!! 
楽しみにしていま

す(^O^) 

私も日記を書いています!! 

今月のベスト写真♪ 

そろそろ梅雨ですねぇ～。 

担任 玉城健一 ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp 0120-917-840

副担任 鈴木啓之 hsuzuki@okinawa.yashima.ac.jp 0120-840-598

（スクーリング中は担任 PHS：070-5587-6212）

３・４番クラス担任 長谷川 瑠美 

長谷川クラス通信 

 

生徒・保護者の皆さん、いかがお過ごしですか。 
６月に入り、沖縄では暑さが徐々に厳しくなって 
きました。ニュースでは新型インフルエンザの話 
題を耳にしない日はありません。皆さんも体調に    
は十分に気を付けましょう。 
 
 
 
  
学校の電話がつながりにくい・・・、緊急に連 
絡をとりたい！そんなときは担任ＰＨＳにご連絡 
ください。 

 

 
 

リポートがなかなか進 
まない、いつスクーリ 
ングに参加しよう・・・ 
など不安なことや困った 
ことがあればいつでも連絡ください！ 

イギリスのことわざで 

『学問なき経験は、経験なき学問に勝る』

という言葉があります。 

これは、経験することでわかることがあ

り、経験の中から学べることがある。経

験によって、今自分に足りないものや課

題がわかれば、それを学ぶ方法を見つけ

ることができるという意味です。 

担任ＰＨＳの番号です！ 

携帯で読み込んで登録して

おいてくださいね♪ 

6  
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皆さん、こんにちは。お元気ですか？まだ、5 月というのに、日焼けで腕の皮がむけて 
しまったナカトモ（中村智子）です。 
今日は、卒業生から来た嬉しい報告のお手紙を一部ご紹介させていただきます。 
私にとっての高校生活は、ある意味、不思議かつ楽しかったです。まさか、２つも学校に行くとは、

転学という形になると思っていなかったので、サプライズ的思い出です。でも、先生方や沖縄という

地に初めて入り込んでみて、とーっても楽しかったなって思います。私が高校卒業できたのも、支え

て下さった八洲の先生や家族がいたからです。八洲で本当に良かった☆4月から、専門学校も始まり、

自分の本当に好きなことが勉強できて幸せです。これからも、先生の明るくパワーに満ちあふれた

Happy な笑顔で生徒さんを人生の Start ラインに立たせてあげて下さい。本当にありがとうございま

した！お体に気をつけて、Fight！私も、楽しむかつ前に進んでいきます。（途中省略） 

卒業生からの嬉しい報告は、お手紙だったり、電話だったり、メールだったり、直接会いに来てく

れたりと、色々ですが、私達教職員にとって、とても励みになります。 

皆さんも、せっかく八洲に入学したのですから、自分なりに楽しんで、学んで、卒業を目指してく

ださいね。困ったとき、不安なとき、悲しいとき、嬉しいとき、遠慮なく連絡してください。 

いつも、どこにいても、応援しています。        

５・６番クラス担任 島袋 友美 

島袋クラス通信 

 

.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:* 

【 ５・６クラス連絡先 】学校フリーコール：0120-917-840 ← 固定電話・携帯からでも無料！ 
名前 メールアドレス 担任ＰＨＳ 

担任：島袋 友美（ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾐ） shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp 

副担任：鹿島 義之（ｶｼﾏ ﾖｼﾕｷ） ykashima@okinawa.yashima.ac.jp 
070-5587-2984 

 

ここ、八洲学園大学国際高等学校は『通信制』です。毎日みなさんと顔を合わすこと

ができない分、電話やメール…あらゆる通信手段を使ってみなさんのことを知り、交流

できたらいいなあと思っています♪スクーリングのこと、リポートのこと、みなさんの身近で

起こった出来事…なんでもＯＫ！どんどん連絡してくださいねヽ(´―｀)ノ 

.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:*･ﾟ＋.｡.:* 

みなさん、こんにちは！沖縄は日に日に暑さが増し、着

実に夏に向かっています（・∀・）ﾉ その前にそろそろ、じめ

じめの梅雨が待ち構えていますが…(;つД｀)あぁ…-

７・８番クラス担任 中村 智子 

中村クラス通信 
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９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信 

2009 年度が始まり、早

2 ヶ月が過ぎようとして

います。 
 どんな今も、自分の歩

む大切な時間!!『幸せ』だ

と感じる時間が増えたら

いいですね(^_^) 
 いろいろな事を感じる

ことができる今に感謝★ 
6 月は梅雨の時期!!安

全面・健康面に気を付け

て生活しましょう!! 

感じたいから 
井上 路望

私には 
声を感じる耳も  声を発する口も 
ものを見る目も  においを感じる皮膚も 
苦しみを感じる心も  もう何もいらない･･････ 
何も感じないでいたい  何も見ないでいたい 
何も聞きたくない 
 
でもそれらを失ってしまったら 
美しい音楽も 大好きなヒトの声も聞けない 
好きだっていうことも伝えられないし 歌も歌えない 
うれしいことも 楽しいことも 
感じることができないんだよね 
 
たとえ今がつらくても  たとえ今が苦しくても 
いつかは幸せはやってくる 
私は うれしいこと 楽しいことを 感じたいから 
それを信じて  いっしょうけんめい生きる。 

 

                               3・4番クラス副担任 岸本 久律   

新任教員の紹介 

皆さんはじめまして。今年度から理科を担当することになりました岸本久律です。３・４番（長谷川）ク

ラスの副担任も勤めます。皆さんの顔と名前を一日も早く覚えたいと思います。 

出身は生まれも育ちも沖縄の名護。いて座のＡ型です。好きなものは超常現象、バイク、真理。趣味はフ

ットサル、読書（常にマンガ時々小説）、油絵（ここ半年やってませんが・・・）、バイクメンテナンスと

ドライブ、占いです。母方の放浪癖を受け継いだのか旅行が好きです。旅ではよく色々なことを体験します。

例えば、東京から熊本まで各駅停車で帰って家の鍵を東京に忘れたり、イギリスで公園に閉じ込められたり、

カタールで飛行機を乗り過ごしたりetc細かい話はスクーリングの時にでも話しましょう。 

私は知らない世界を見るのが好きです、自分の知らない世界がすぐそこにあると思うとワクワクしません

か？皆さんに会えるのがたとえ年に1,2回だとしてもその時を大切に楽しみに待っています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
5・6番クラス副担任 鹿島 義之 

初めまして、今年度から英語Ⅱ、オーラルコミュニケーションⅠの担当、５・６番クラスの副担任をさせ

ていただいています鹿島義之と申します。 

神奈川県出身で、小学校から高校まではサッカー一筋でした。大学では2年生のときに休学し船会社で２年

間働いていました。その間にカンボジア・ラオス・東ティモールで図書館を建てる仕事やサッカーボールを

集めて中東やアフリカに届ける活動を行っていました。その後大学に復学し、卒業後は今年の3月まで横須賀

市の学校で中学校・高校の教員として働いていました。 

趣味は釣り、スノボ、楽器演奏（ギター・三線）などです。八洲にはチームワーク抜群の教職員をはじめ、

皆さんの可能性を最大限に生かすための抜群の環境があります。八洲のみなさんには、この環境のなかで、

今までの価値観や常識にとらわれない自由な発想・柔軟性を身に付けてこれからの道を歩んで欲しいと思い

ます。 

8 



文部科学省認可通信教育 

横浜分室だより

事務課 本間 衣里 

先日、母と姉と私の３人で１泊２日のバスツアーに参加してきました。行き先は信州。 

７年に１度の盛儀 善光寺御開帳にも行ってきました。 

『遠くとも一度は詣れ善光寺』といわれ、宗派を超えて全国の老若男女の信仰を集める善光寺。 
今回の「横浜分室だより」は善光寺についてご紹介します。 

                 

～善光寺のはじまり～ 

その昔、天竺(インド)のこと。娘の如是姫の病気を阿弥陀如来に救ってもらった月蓋長者は、それまでの不信心を改

心し、深く仏教に帰依。如来の姿をこの世にとどめ、終生お仕えしたいという長者の願いに応じて、釈尊と阿弥陀如来

は竜宮の閻浮檀金によって阿弥陀如来と寸分違わぬ姿の一光三尊阿弥陀如来を出現させました。 

長者が亡くなった後、この如来は百済に渡り、さらに仏教伝来とともに聖明王より日本に献じられました。いったんは

宮中に迎えられましたが、仏教を日本に受け入れるか否かの争いの中、如来は物部氏によって難波の堀江に捨てられて

しまわれます。 

ある時、信濃の住人本田善光が堀江を通りかかると、如来に呼び止められます。「おまえは天竺の月蓋長者、百済の聖

明王の生まれ変わりである」。すべてを悟った善光は如来を背負って故郷へ持ち帰り、自宅に手厚くお祀りしたのが善

光寺の始まりであると語られています。 

 

 ～御開帳について～ 

【七年に一度の盛儀に、前立本尊さまとのありがたい結縁】 

 善光寺本堂に安置される御本尊一光三尊阿弥陀如来は、白雉 5 年（654）以来の秘仏。その後、鎌倉時代に御本尊の

御身代わりとして前立本尊が造られ、拝されるようになりました。 

前立本尊は、ひとつの光背の中央に阿弥陀如来、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩が並ぶ、善光寺独特の一光三尊

阿弥陀如来のお姿をされています。普段は御宝庫に安置されていますが、七年に一度の御開帳の時だけ、特別にお姿を

拝むことが叶います。 

中央の阿弥陀如来の右手に結ばれた金糸は五色の糸にかわり、白い善の綱として、本堂前の回向柱に結ばれます。その

回向柱に触れることは、前立本尊に触れるのと同じこと。ここにありがたい結縁が生まれ、その功徳ははかりしれませ

ん。 

 

 ～回向柱とは～ 

 松代藩が現在の本堂建立の際、普請奉行にあたったというご縁から、毎回松代町から「回向柱（えこうばしら）」が

奉納され、本堂前に立てられます。高さ 10 メートルの回向柱には前立本尊様の右の御手に結ばれた金糸が善の綱とな

って結ばれ、柱に触れる人々にみ仏のお慈悲を伝えてくれます。 

 

 ～回向柱の触り方～ 

 人間の右手は「己（おのれ）の手」、左手は「仏の手」と言われています。 

回向柱の正面が「春」、左周りに「夏」「秋」「冬」とそれぞれの面があるそうです。 

回向柱を触る際には左手で、正面から左回りに側面を触っていきます。この時にお願い事をすると叶うそうです。 

また、「秋」の面は「商い（あきない）」と言う事で、商売繁盛の面とも言われているそうです。 

 

 

次のご開帳は７年後だそうです。みなさんは、７年度どのような人生を送っているのでしょうか。楽しみですね。  
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通学スクーリング

                                      事務課 本間 衣里 
 

皆さんこんにちは。 

もうすっかり新緑の季節ですね。皆さんは元気に過ごしていますか？ 

 

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♪ 
 

 

6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～） 

 
          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）
理総Ａ 英語Ⅱ 地理Ｂ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
英語Ⅰ 数学Ⅰ 家庭総合 

※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。） 
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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

6/3 松方財政～農村の変貌と産業の発展～ 6/4 エネルギーのもとを知ろう 6/5 アナログとディジタル

6/10 大日本帝国憲法～初めての選挙と議会～ 6/18 エネルギー資源を知ろう 6/19 情報のディジタル化

6/17 日清戦争～中国観の変化～ 7/2 放射線はどこから来るの? 7/3 ネット社会のセキュリティ

6/24 蝦夷地から北海道へ～明治国家とアイヌ～

7/1 琉球から沖縄へ～琉球王国の終末～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/2 三角比の相互関係 （1） 6/2 金属イオンの分離と確認 6/5 くらしと住空間

6/9 三角比の相互関係 （2） 6/9 無機化学工業 6/12 健康で安全な住まい

6/16 三角比の拡張 6/16 有機化合物 6/19 住まいと環境

6/23 三角比の相互関係 （3） 6/23 脂肪族炭化水素 6/26 自分らしく住む

6/30 正弦定理 （1） 6/30 アルコールとエーテル 7/3 自立のための経済学

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/4 40億年・生命の誕生と表層環境 6/3 恒常性と体液 6/4 中央アジア

6/11 生物の進化と上陸 6/10 体液とその循環 6/11 地図と図表から世界の課題を読む

6/18 恐竜がいた時代 6/17 体液と生体防御 6/18 エネルギー問題～石油～

6/25 人類誕生への道のり 6/24 肝臓と腎臓のはたらき 6/25 温暖化する地球

7/2 地球を取り巻く大気とその構造 7/1 ホルモンと自律神経Ⅰ 7/2 森林破壊

放送日 タ　イ　ト　ル

6/3 Lesson 8 Notes and Coins of the World (2)
6/10 Lesson 8 Notes and Coins of the World (3)
6/17 文法 3
6/24 Communication 4
7/1 Lesson 9 Grandma Moses (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

6/7 夏嵐「俳句」 (2) 6/8 山月記 (1)（中島 敦） 6/4 Lesson 9 A Young Katsubenshi (5)
6/7 沖縄の手記から (1)（田宮虎彦） 6/8 山月記 (2)（中島　敦） 6/4 Let's Try ! 9
6/14 沖縄の手記から (2)（田宮虎彦） 6/15 山月記 (3)（中島　敦） 6/11 Further Reading 1 Words of Wisdom (1)
6/14 沖縄の手記から (3)（田宮虎彦） 6/15 山月記 (4)（中島 敦） 6/11 Further Reading 2 Words of Wisdom (2)
6/21 沖縄の手記から (4)（田宮虎彦） 6/22 山月記 (5)（中島 敦） 6/18 Further Reading 3 Words of Wisdom (3)
6/21 沖縄の手記から (5)（田宮虎彦） 6/22 山月記 (6)（中島 敦） 6/18 Further Reading 4 Words of Wisdom (4)
6/28 聞き書き (1) 6/29 山月記 (7)（中島 敦） 6/25 Let's Listen 1
6/28 聞き書き (2) 6/29 山月記 (8)（中島 敦） 6/25 文法のまとめ ３
7/5 学問 7/6 折々のうた (1) 7/2 Lesson 10 Media Literacy (1)
7/5 人間 7/6 折々のうた (2) 7/2 Lesson 10 Media Literacy (2)

■    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

6/3 医療制度と医療費 (2) 6/6 源氏物語 夕顔（2） 6/3 Lesson 7 ON THE MOVE (2)
6/3 医療機関と医療サービス 6/6 源氏物語 夕顔（3） 6/10 Lesson 7 ON THE MOVE (3)
6/10 現代生活とスポーツ 6/13 源氏物語 若紫（1） 6/17 Lesson 7 ON THE MOVE (4)
6/10 競技スポーツの意義 6/13 源氏物語 若紫（2） 6/24 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－(3)
6/17 スポーツの社会的役割 6/20 源氏物語 若紫（3） 7/1 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH
6/17 スポーツの始まりと変遷 6/20 古体の詩 子衿／七歩詩

6/24 大気汚染と健康 6/27 古体の詩 雑詩／遊子吟

6/24 水質汚濁と健康 6/27 古体の詩 売炭翁

7/1 土壌汚染と健康 7/4 貞門・談林

7/1 健康被害の防止と環境対策 7/4 蕉門

※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。

毎週　火曜日(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

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。

毎週　木曜日(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

毎週　金曜日(木曜深夜)2：10～2：40

生  物 Ⅰ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：10～1：40

日 本 史 

地  学  Ⅰ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：40～2：10

毎週　木曜日(水曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅰ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：10～1：40

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）



文部科学省認可通信教育 

 

                               
                                  
                                  

                                 
  

 
1 月  16 火 ７月スクーリング詳細文書発送 

2 火 ６月スクーリング返送書類必着 17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金 通学スクーリング 

5 金 ７月スクーリング申込〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火
７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 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木 ７月スクーリング申込〆切（必着） 26 金  

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ７月スクーリング返送書類必着 

15 月  30 火 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！！ 
☆ グレーゾーン（６日～１５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 

梅雨の時期ですね。雨が多く、湿度の

高い季節になると身体にだるさを感じ

たり、元気が出なくなったりしますが、

体調を崩さないようにしましょうね。 
食中毒にも注意しましょう(^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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