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今年度初めてのスクーリングを開催しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

八洲国際 公式キャラクター 
しーさーちゃん 

・ Ｐ２は、今年度はじめて行われた5月スクーリングを紹介！ 
・ Ｐ３～７は、各担任の先生からのクラス通信！ 
・ Ｐ８～９はスクーリングの案内だよ！ 
・ その他、ＮＨＫ番組表、横浜分室だよりなど八洲国際の情報が満載！ 
「ゆんたく」では大切なお知らせをお伝えしています！必ず目を通して下さい！

「しーさーちゃん 4 コマまんが」学校ＨＰで好評連載中！ 



文部科学省認可通信教育 

総務部 玉城 健一 

スクーリングダイジェスト 

今年度最初のスクーリングが無事に終わりました!! 雰囲気も良く、有意義な１週間を過ごせました♪ 
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今回の特別活動は「海洋博でのスケッチ・写真撮影」「シーサー

作り」「印鑑作り」「大切な人への手紙を送る」など行いました！ 一

人一人が自分のペースで楽しく作品作りをしている姿が印象的で

した！ 今回のスクーリングで前進したことに自信を持って、これ

からも一緒に卒業目指しましょう(^O^)／ 参加した生徒さん、お疲

れ様でした。５月スクーリングリーダー：玉城健一より 



文部科学省認可通信教育 

１・２番(メダカ)クラス担任：玉城 健一 

玉城クラス通信

 
生徒・保護者の皆さん、「玉城クラス通信」は１ヶ月に１回大切な連絡をしますので、必ず読んで下

さい!! また、わからない内容やもっと知りたい内容については、随時連絡下さい(＾O＾)♪ 

 
☆スクーリングの様子☆ 
  ５月スクーリングは１２名参加しました!! 沖縄は梅雨入りしていましたが、幸い天気にも恵まれ全

員が順調にスクーリングを過ごすことが出来ました!! 参加した皆さん、お疲れ様でした!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで一緒に前進し

ました（＾◇＾） 
お疲れ様♪  

 
 

☆視聴報告書作成してみよう☆ 

テレビ・ラジオ高校講座の放送済番組を NHK ホームページで視聴できるようになっています!! 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 

面倒なビデオ録画・ラジオ録音をしなくても 
（インターネットに接続できれば）いつでもどこで 

も視聴することができます。 
 

◎視聴報告書とは･･･ 

高等学校の通信制課程では、スクーリング必要時 

間数の 10 分の 6(ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵとｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞを利用した 

場合、10分の8)までを自宅で行うことができます。 

そのために必要となるものが、「視聴報告書」です。 

「視聴報告書」を提出し、学習の成果が満足できる 

と評価されたときは、スクーリング時間に換算されます。詳しくは、学習の手帳１７～２１ページ

を確認しましょう!! 

視聴報告書について不明な点は、玉城または鈴木へ相談して下さい。 

 
 
 
 
 

 名前 アドレス 電話番号 

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

題名「どっちがドラえもん！？」 
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^) 

今月のベスト写真♪ 
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文部科学省認可通信教育 

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。 

沖縄は夏本番！毎日暑い日が続いていますので、 

体調には十分気を付けましょう。 

 不安なこと、困ったことがあればいつでもご連絡ください。 

一緒に解決していきましょう！ 

 

５月スクーリングのテーマは沖縄芸術スクーリング！特別活動では消しゴムで印鑑作りをしたり、紙

粘土でシーサー作りを行いました。クラスのホームルームでは芸術スクーリングにちなんで切り絵に挑

戦しました。 
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文部科学省認可通信教育 

要チェック！ 

５・６番クラス担任 島袋 友美 

島袋クラス通信 

 
 
 
 
 
 
 
 

みなさん、こんにちは！沖縄は梅雨真っ只中。今

年はほとんど雨が降らず、空梅雨状態。断水が心

配されます(;つД｀) みなさんの地域は梅雨入

りしましたか？除湿機サイコーヽ(´―｀)ノ 

 
 
 
５月２２日（金）～５月２８日（木）の日程で、今年度最初のスクーリング、５月スクーリングを実施しました。テーマは『芸

術』。沖縄の大自然をスケッチしたり、シーサーを作ったり、お世話になっている人や大切な人へ手紙を書いたり…。みな

さん、思い思いに芸術を満喫しました。５・６番クラスの参加者のうち、２名卒業確定者が出ましたあ！卒業確定、本

当におめでとうございます。以下、参加者の感想です。 
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 卒業確定者 ○ 
八洲と八洲の先生

達に出会えて幸せ

です。泣いて帰ろ

うかと思ったけ

ど、帰らず卒業確

定 に な れ て 感

謝！！本っっ当に

ありがとうござい

ます。 

○ 卒業確定者 ○ 
出会いって不思議

なものです。この

年になって高校生

だなんて夢でし

た。気付いた時に

今さらなんてな

い！思った通りま

っすぐに進む。そ

れが人生ですネ。 
スクーリングお疲れさん♪

いままでのスクーリングで一番楽しかった。最高でした。 

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥… 
スクーリングに参加しましょう！スクーリングに参加する月は決まっていますか？これからスクーリ

ングに参加する予定の生徒さんは、すぐに連絡ください。まだ決まっていない人も一人で悩まず、必ず

担任・副担任に相談しましょう。みなさんからの連絡お待ちしております。 

 

◆ 学校フリーコール：0120-917-840   ◆ 担任ＰＨＳ：070-5587-2984 

◇担任（島袋）メールアドレス：shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp 

◇副担任（鹿島）メールアドレス：ykashima@okinawa.yashima.ac.jp 
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文部科学省認可通信教育 

７・８番クラス担任 中村 智子 

中村クラス通信 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
5 月スクーリングは「芸術」がテーマでした。ナカトモクラスからは 7 名が参加してくれました。今回

は少人数限定スクーリングということもあり、アットホームな雰囲気の中終えることが出来ました。 
消しゴムで判子を作ったり、ちぎり絵でハガキを作ったり、紙粘土でシーサーを作ったり、とにかく

個人で作業することが多かったスクーリング。この芸術スクーリングで作ったシーサーは、談話室に飾

ったので、今後スクーリングに参加予定の皆さんは是非ご覧ください。オプショナルツアーでは伊豆味

パイン園で「ハブとマングースのショー」を観に行きました。蛇を首に巻く機会なんて滅多にないので、

ここぞとばかりに蛇を首に巻いて忘れられない思い出を作っている生徒さんもいましたよ♪ 
 

 
 

 Y’s SNS 見本 

 
 
 
  

八洲学園大学国際高等学校は「通信制」のため、コミュ

ニケーションの機会がなかなかありません。「友達を作りた

い!!」「他の子は普段どんなことをしているのか知りた

い!!」という生徒さんは、Y’s SNS!!に入会しませんか？ 多

くの生徒さん・教職員と交流が出来ます(^O^)／ナカトモの

日記も閲覧が可能です。八洲の生徒さんや教職員で作って

いく、mixi や GREE などと同じような招待制のネットワーク

コミュニケーションサイトです。 

 

◎ 入会方法 

⇒メールのタイトルに「SNS 入会希望」と記入し、

nakamura@okinawa.yashima.ac.jp へ生徒番号と名前を送

信したら、ナカトモ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!! 保護者の方も入会可能です。
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 ９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信         

 

【前期のテーマ】 

７月(9泊or7泊)→ヤシマンピック2009 

８月(6泊or3泊)→アウトドアinやしま 

９月(9泊or7泊)→大学・専門学校体験スクーリング

平成 21 年度のスクーリングも 5 月 6 月と無事完了!!各
スクーリングごとに今年もテーマを設け実施していま
す。自分の可能性を生かすためにも、どの様なテーマが
あるのかチェックしてみましょう(^_^) 
※後期のスクーリングテーマは、10 月発表予定!!前期中
にリポートをどんどん進めていきましょう★ 

【※相田みつをさんの作品です!!】 

『思い立ったらすぐ行動』!!できそうで、なかなか
できない現実。ただ、そのときどう動くかによって、
一瞬先の未来が変わるかもしれません。一つ一つの
行動に自信を持ち、自分の未来を切り開いていきま
しょう(^_^) 

『ストレスがたまる』!!だけど、その解消方法が見
つからない･･･といった経験はみなさんにもあるの
ではないでしょうか。スポーツで汗を流す・ひとり
ボーっとする・ドライブにいくなど、その人にあっ
た解消方法を見つけていくことが、より良い生活に
つながるはずです。ストレス解消方法の一つとし
て、『自分に合う本(共感する本)』を見つけてみて
はいかがでしょうか。 
 共感するということは、安心感を得て、自分の心
に自信をもたらせるきっかけとなります。素敵な本
を見つけて下さい♪♪ 

【主な相談内容】 
・入試方法      ・指定校推薦受験 
・面接練習      ・ハローワークの求人

・願書、履歴書の記入 ・就職先に関して 

『高校卒業』がこれから歩む未来への第一歩!!そして、
八洲を卒業したら、自分の道を自分で切り開いていく必
要があります。一度きりの人生、自分がやりたいことを
したい!!だからこそ、真剣に自分の道を考えるのもい
い!!いつでも相談にのります(^_^) 



文部科学省認可通信教育 

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 

 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。 

 

タイプ スクーリング日程 諸経費 参加費（合計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿舎利用 食事利用 保険加入

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、８月スクーリング申込締切は 7 月 3 日（金）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 

7 月 8 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！ 
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＊ 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。 
８月スクーリング日程 行き（沖縄那覇着） 帰り（沖縄那覇発） 

３泊４日[Ａ日程][Ｂ日程] 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 ６泊７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 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山道ウォークラリー 
・木,珊瑚を使用した物作り 
・野外炊飯 
・キャンプファイヤーなど 

※天候によって変更あり!! 

８月
９月 

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

☆
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事務課 槌林 恵子 

横浜分室だより

梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。じっとしていても汗が出て疲れる。寝苦しさからの睡眠不足、食欲不

振など、「夏バテ」を起こしやすい条件が重なりますが、規則正しい生活と適度の運動に心がけ、生活のリズムを保つ

ようにしましょう。 
そこで、食生活についてです。「好きなものばかり食べる」、「夜遅くに食事をする」など食生活の乱れや偏りが問題と

なっていますが、皆さんの食生活はいかがでしょうか？ 
「健康のために正しい食生活を！」……と思ってはいても、「実際何をどのくらい食べればいいのかわからない」とい

う人も多いと思います。そんな人たちのためにあるのが「食事バランスガイド」です。「食事の基本」を身につけるた

めの望ましい食事のとり方やおおよその量をわかりやすく示しています。 

 
 
 
 
 

コマの軸になっているのは、「水・お茶」。食事

や食間などに水分を十分とる必要があること

を表しています。 

コマ本体は、メインの食事を５つの料理区分にわけ、望ま

しい食事バランスを料理例のイラストで具体的に表現して

います。

 
 
 
 

コマは回転(運動)することで初めて安定しま

す。バランスの良い食事とともに、「運動」の

大切さを表しています。 

料理の分量を１つ(ＳＶ)という統一した単位で数え、料理

区分ごとに１日にとりたい数を示しています。 
※ＳＶとは「サービング」の略で、各料理について１回あたりの

標準的な量を大まかに示すものです。

 
コマの形に合わせて食べる量を意識することで、栄養バランスのとれた健康的な食習慣を身につけることができます。 
 
これから暑くなると、冷たい物やそうめん、ひやむぎなどあっさりした食べ物でついすませがちになりますが、これ

では栄養のバランスを欠いてしまいます。特に、朝食は１日の活動力のもと、身体のリズムを整えるために欠かせま

せん。「食べる時間がない」などを理由に朝食抜きの人が増えているようですが、朝食を抜くと体温が上がらないまま、

脳に十分な栄養が行きわたらず脳の働きが鈍くなり、午前中いっぱい体がだるいと感じたり、頭もすっきりしません。

余裕を持って少し早起きし朝食を食べる習慣をつけるようにしましょう。 
 
健康である第一の条件は正しい食生活に心がけることです。食事と日常の生活に気を付け、夏を元気に乗り切りまし

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

7/8 日露戦争～韓国併合への道～ 7/16 より速く、より多く、より正確に 7/17 近未来のロボット

7/15 第一次世界大戦～協調外交と中国政策～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/7 正弦定理 （2） 7/7 アルデヒドとケトン 7/10 ライフスタイルと経済計画

7/14 余弦定理 （1） 7/14 カルボン酸とエステル 7/17 カード社会

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/9 大気の熱収支決算 7/8 ホルモンと自律神経 II 7/9 世界の「水」を考える

7/16 地球サイズの気象を考える 7/15 植物と環境への適応 7/16 持続可能な開発～リサイクルと循環型社会～

放送日 タ　イ　ト　ル

7/8 Lesson 9 Grandma Moses (2)
7/15 Lesson 9 Grandma Moses (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。

■　月曜日（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

7/12 政治 7/13 折々のうた (3) 7/9 Lesson 10 Media Literacy (3)
7/12 爆弾のような問い (1)（鷲田清一） 7/13 折々のうた (4) 7/9 Lesson 10 Media Literacy (4)
7/19 爆弾のような問い (2)（鷲田清一） 7/20 ユーモアと笑い (1)（阿刀田高） 7/16 Lesson 10 Media Literacy (5)
7/19 爆弾のような問い (3)（鷲田清一） 7/20 ユーモアと笑い (2)（阿刀田高） 7/16 Let's Try ! 10
7/26 自己基準と他者基準 (1)（鈴木孝夫） 7/27 メディアに軽重はあるか (1)（杉本 卓） 7/23 Let's Listen 2
7/26 自己基準と他者基準 (2)（鈴木孝夫） 7/27 メディアに軽重はあるか (2)（杉本 卓） 7/23 Communication 3
8/2 自己基準と他者基準 (3)（鈴木孝夫） 8/3 夏の花 (1)（原 民喜） 7/30 Lesson 11 The Power of Music (1)
8/2 意見文 (1) 8/3 夏の花 (2)（原 民喜） 7/30 Lesson 11 The Power of Music (2)

■　土曜日(金曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■　水曜日（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

7/8 環境衛生活動のしくみと働き 7/11 芭蕉以降 7/8 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (2)
7/8 食品衛生活動のしくみと働き 7/11 おくのほそ道立石寺 7/15 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (3)
7/15 食品と環境の保健 (1) 7/18 建礼門院右京大夫集大原まうで（1） 7/22 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (4)
7/15 食品と環境の保健 (2) 7/18 建礼門院右京大夫集大原まうで（2） 7/29 Finish-up TRUE COLORS (1)
7/22 体力トレーニングの目的 7/25 無名抄深草の里（1）

7/22 トレーニングプログラム 7/25 無名抄深草の里（2）

7/29 目的別トレーニング法 (1) 8/1 三国志演義張飛､大いに長坂橋を騒がす（１）

7/29 目的別トレーニング法 (2) 8/1 三国志演義張飛､大いに長坂橋を騒がす（2）

※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
※ 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
　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

総務部　岩井　貴生
・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♪

・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、前日までに電話をしてください( ☎0120-917-840 

・AM 9：15までに名護市民会館に集合してください。（時間厳守、「名護市役所前」バス停から徒歩10分程）

・バスに乗車する生徒さんは、高速バス時刻の都合上、３～８限までしか出席できません。

・昼食はなるべく持参するようお願い致します。

・時間割は変更（追加）される場合があります。

国 語 総 合

体育α・β・γ 古  典 

■　日曜日(土曜深夜)0：00～0：40（2番組連続放送） ■　木曜日（水曜深夜）0：00～1：00（2番組連続放送）

■　水曜日(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

7月通学スクーリング

７月通学スクーリングは7月４日[土]です。

毎週　水曜日(火曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅱ

地  理  Ｂ

現   代   文

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

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 

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
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1 水  16 木
８月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

2 木  17 金 成績発送 

3 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 18 土  

4 土 ☆通学スクーリング 19 日  

5 日  20 月 海の日 

6 月  21 火  

7 火  22 水  

8 水 ８月スクーリング申込〆切（必着） 23 木 ８月スクーリング返送書類必着 

9 木  24 金  

10 金 ８月スクーリング詳細文書発送 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火  

14 火  29 水  

15 水  30 木  

   31 金 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 

今期初めてのスクーリングの模様をお届けし

ましたがいかがでしたか？ 

「ゆんたく」にこんな記事を載せて欲しいなど

ありましたお知らせ下さい。皆さんのご意見・

ご感想をお待ちしております。 

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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