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6 月（料理）スクーリングを開催しました。 
料理を通じて沖縄を満喫しました。充実した料理スクーリングでした！！ 

 

 

・ ｐ２～３には、各担任の先生からのメッセージが載っています。 
・ ｐ６は、卒業式の案内とＤＶＤ販売についてのお知らせだよ。 
・ ｐ７～１０は、大学指定校推薦についての大切な情報です！ 
・ ｐ１１は、ＮＨＫ番組表と通学スクーリングの案内だよ！ 

「ゆんたく」では大切なお知らせをお伝えしています！ 
必ず目を通してね！

野菜を使ってスタンプを作ったり、沖縄料理を作って

実食したり！とにかく、美味しかった！！ 沖縄料理

が大好きになりました！毎日食べるものだからこそ、

食育の大切さを実感しました。とても楽しいスクーリ

ングでした。 



１・２番クラス担任 玉城 健一 

クラス通信 
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生徒・保護者の皆さん、「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＾)♪ 

 
☆2009 年 9 月卒業予定の方へ☆ 

 

 2009 年 9 月卒業予定の生徒さんは、9 月スクーリングまでに全 
ての単位を修得しなければなりません。今後の学習の進め方を再確 
認しますので該当する生徒さんは担任の玉城まで必ず連絡下さい!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

夏は暑いさぁ～。 ６月スクーリング参加メンバー♪

今月のベスト写真♪ 

題名「うどん？そば？」 
クラスの生徒さんが作った「沖縄そば」です♪ 麺から作成したので、

苦戦していましたが、味は抜群においしかったです♪ 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^) 

                           ３・４番クラス担任 長谷川 瑠美 

                           スクーリングにいつ  

 生徒・保護者の皆さん、いかがお過ごしですか。   参加したらいいんだろう。 
 

沖縄は毎日暑い日が続いております。７月スクーリ   リポートが全然進まないと 

ングは天候にも恵まれ、どの生徒さんもマリンスポ   悩んでいる方は必ず連絡をください！！ 

ーツを満喫しました。                また、今年度卒業予定の生徒さんは卒業 

後の進路についても長谷川まで相談ください。

                         ※推薦で進学を希望する方は前期中に４５単位以上の単位

                                 修得が必要となります。       

                               

                              ９月スクーリングに参加希望の方  

                                      は下記の日程まで申込書の提出をお願い 

                             致します。 

 

 

 

 

   ７月スクーリングお疲れ様でした♪♪ 

９月Ｓ申込書〆切：８/５（消印） 

       ：８/11（必着）

学校フリーコール：0120-917-840 

担任ＰＨＳ：070-5580-1071
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５・６番クラス担任 島袋 友美 
みなさん、こんにちは！暑さが日に日に増していますが夏バテしていませんか？今回は、リポートや視聴

報告書に追われている手をちょっとだけ休め、クロスワードにチャレンジ！！ヨコ・タテのヒントを頼り

に文字を埋めていこう。そしてア・イ・ウの文字で言葉を完成させようヽ(´―｀)ノ 

1 イ 2 3 4 

   5 ウ   

6   7 

 

 

  8   

9  ア   

●ヨコのカギ 

１、 孫悟空・猪八戒・沙悟浄 

５、 タラ・サメなどの新鮮な肝臓

からとった脂肪油 

６、 環境保護 

７、 一定の○○に満たない 

８、 繭から生糸がとれる 

９、 永世中立国 

●タテのカギ 

１、 科学を英語で 

２、 建物の内で、人が立ったり歩い

たりする底面 

３、 僧侶 

４、 プロポーズ 

８、 酒○○でも酔ってしまう 

☆☆ 正解が分かったら、shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp までメールください(・∀・)ノ ☆☆ 

９・０番クラス担任 横田 裕美

 

７・８番クラス担任 中村 智子

 
 
皆さん、お元気ですか？ 
沖縄は昨年以上に暑く感じられ、日焼け止めと帽子、サングラスが手放せない状況です。 
ところで、7 月スクーリングに参加した皆さんには、紹介したのですが、私の大好きな「ムラサメモ

ンガラ」という魚が学校付近の海でよく泳いでいます。 
この魚を見る度に、「今日は良いことが起こるぞ～♪」と、自分に言 
い聞かせています。暑い夏だからこそ、こういった楽しみ方を皆さん 
も、見つけてみてくださいね。そうそう、外に出るのが嫌になりそう 
なこの季節だからこそ、勉強しようと思っているあなた、困っている 
ことやわからないことがあれば、いつでも相談してくださいね～。 
フリーコール：0120-917-840 ＰＨＳ：070-5587-2695 メール：nakamura@okinawa.yashima.ac.jp

みんなの願いが叶いますように★ 
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 暑中お見舞い申し上げま

す!!暑い毎日が続く今日この

頃、いかがお過ごしですか。

前期スクーリングも残すとこ

ろ、あと２回!!楽しくいきまし

ょう(^_^) 
 今回は７月スクーリングの

様子を載せました。『ヤシマン

ピックとマリンスポーツ』の

合体編♪スクーリングが終る

頃には肌もこんがり焼けてい

ました!!夏の想い出の一つに

なったようです(^_^) 
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２０年度前期卒業証書授与式につい総務部  中村 智子 

平成 21 年度前期卒業証書授与式について 

 
卒業証書授与式のご案内 

9月スクーリング最終日【9月13日（日）】に、平成21年度前期卒業証書授与式を挙行いたします。7月ス

クーリングまでに卒業確定している方へは、7月31日に「卒業証書授与式のご案内」を発送する予定です。9
月スクーリングに参加して前期卒業を希望する方は、忘れずに9月スクーリング申込書【申込〆切8月11日（必

着）】を提出してください。 
辛かったこと、苦しかったこと、嬉しかったこと、楽しかったことなど、すべての思いを胸に、高校生活

を最後のイベントである卒業証書授与式に参加し、今までを振り返り、新たな人生への第一歩にしていただ

きたいと思います。ご家族の皆様も、卒業を迎える生徒さんとご一緒に是非お越し下さい。また、卒業式を

欠席される方には、簡易書留にて卒業証書を後日送付させて頂きます。 
送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成21年度前期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。今まで

頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言葉やエールを

送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、「やってみようかな」

とお考えの方は担任・副担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表者を選出させて頂き

ます。 

総務部  中村 智子 

卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ 

 
卒業記念ＤＶＤの販売についてお知らせいたします。 
この映像は、平成21年度5～9月に行われたスクーリング写真をまとめたもので、教職員紹介、授業風景、

特別活動の様子、休み時間の様子などに加え、卒業証書授与式の様子などを編集して販売いたします。主に

平成21年度前期卒業予定者を中心に編集する予定です。購入希望者は、切り取り線以下の「卒業記念ＤＶＤ

購入申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸ、郵送、またはメール（okinawa@yashima.ac.jp※メールの件名

に「卒業記念ＤＶＤ申込」と記入すること）にて学校にお申し込みください。申込締切は9月13日（卒業式当

日必着）とします。 
なお、費用は送料込みで2,000円にて販売いたします。デポジットからの引き落としとさせていただくので

申し込みを希望される方は事前にデポジットに残金があるか各担任、副担任へお問い合わせください。 
デポジットの残金が不足している場合は申込書を提出していても受付できませんのでご注意ください。 
 
 

卒業記念ＤＶＤ購入申込書 ＦＡＸ：０９８０－４８－４１１５ 

切り取り線 

生徒番号（       ）生徒氏名（                ） 
ＤＶＤ購入希望枚数（    ）枚 

卒業記念ＤＶＤの郵送先住所→ 

 

 

住所 〒   －  
 
 
氏名 
              様 

                
電話番号    

 
 
 

★ デポジットについていずれかに○をして下さい。

（ ）残金が 2,000 円以上ある。 

（ ）2,000 円のデポジットを今回入金する 

★ 今回入金される方は希望のコンビニに○して下

さい。 

（ ）セイコーマート（ ）ファミリーマート 

（ ）セブンイレブン（ ）ローソン 
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指定校推薦入試・校内選考申込について 
進路指導主事 横田 裕美 

2009 年 9 月または 2010 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思います。

今回は、指定校推薦・学校一覧（７月１５日現在・今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお

知らせします。８月には、学校の HP 内の「在校生はこちら（http://study.jp/hs/yashima/student.html）」というペ

ージから入り、「学校からのお知らせ」で、各学校の募集内容をリリースします。ＨＰで確認することができない

方は各担任まで連絡をください。郵送等で対応します。今月号のゆんたくでは、申込から入学手続きに至るま

での流れを掲載します。校内選考申込を少しでも検討している生徒さんは、必ずこの「ゆんたく」を保管しておい

てください。 

 

                                                 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から、本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学試験です。選考方法は、面接と書類審査の場合が多く（一部小論文あり）、合格の可能性が高

いです。そのため、各学校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっています。 

対象者は、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることができる方となり

ます。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）を行います。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通知

が届き、合格すれば授業料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者の方とよく相談して、慎重に決めて

ください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高校の代表となります。後輩の道を拡げるか、また

は閉ざしてしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。安易な気持ちで希望するのでは

なく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強したいのか、また卒業した

らどうしたいのかなどをよく考えてください。 

 
 

 
①学校案内・資料の請求 

②オープンキャンパス・学校説明会 参加 

③申込書と志望理由書の提出  

・ 申込書と志望理由書は各担任に事前に連絡し、入手して下さい。（郵送・ダウンロード） 

・ 志望理由書「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について４００字程度にまとめてくださ

い。 

・ 提出期限：８月２７日（木）必着 ※進路指導主事・横田（沖縄）宛 

※注意：上記の〆切以降でも出願が間に合う学校は、定員に余裕がある場合のみ第二次募集を別途

設定する予定です。 

④面接準備 

・ 指定校推薦にはほとんどの場合、面接があります。服装・頭髪の色・装飾品や言葉遣いなどに

も注意しましょう。(面接練習を希望の方は、各担任までご相談下さい。) 

⑤校内選考 

 【 選考方法 】 

1、 志望理由書：「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について 400 字程度 

2、 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。

3、 成績：今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む） 

 

 

 

 

・ これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 

⑥出願 
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１． 校長が推薦を認めること。 

２． 前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクーリング

出席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３． 推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

４． 前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２．３以上あることを原則とする。それに満たない場合

は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５． 入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。 

 

※上記１･４･５、２もしくは３の４項目を満たす事が必要です。 

 

指定校推薦校内選考に合格した方は… 

・９月中旬 ～ 下旬頃に書類送付。 

 ■ 学校からは以下の書類を配布します 

① 指定校出願書類 → 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。 

② 誓約書（入学を辞退しない旨の誓約書：保護者連名） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳 28 ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 
・ 申込書が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかりと確認

し、受験が決定次第早急に申込みをして下さい。 
・ 電話での発行の申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます） 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません） 

・ 受験料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 

 出願と受験に際して  

 校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」

という自覚を持って試験に臨んでください。出願期間・出願に

必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を十分

確認してください。推薦書・調査書の申込みや健康診断の受診

は早めに行ってください。また、授業料や納付期限に関しては

必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 
 

   

※受験後は、試験内容に関しての調査を行います。 
※入学後は、定期的に学習に関して報告書を提出していただき

ます。詳細は、合格した方にお伝えします。 
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所在地 専門学校 学部・学科 所在地 専門学校 学部・学科

東京 東京ビューティーアート専
門学校

美容科、トータルビューティー科、ブライダルプロデュース科 大阪 大阪医療技術学園専
門学校

医療秘書・情報学科、薬業科、保育学科、医療心理
科、言語聴覚士学科、鍼灸師学科(昼間部・夜間部)、
鍼灸健康美容学科、臨床検査技師科

東京 東京YMCA社会体育･保育
専門学校

【社会体育専門課程】スポーツトレーナー科、スポーツインス
トラクター科、【保育専門課程】保育科

大阪 駿台観光＆外語専門
学校

エアライン学科、ホテル・ブライダル学科、トラベル・鉄
道学科、英語コミュニケーション学科、中国語学科
韓国語学科(※専科除く)

大阪 大阪バイオメディカル専門
学校

バイオ技術科、健康･ビジネス心理科、医療事務総合科、医
療福祉心理科

大阪 関西テレビ電気専門学
校

放送電子科、電気テレビ科

東京 東京コミュニケーションアー
ト専門学校

クリエーティブデザイン科、コンピュータエンタテインメント科、
自動車デザイン科、エコ・コミュニケーション科

大阪 大阪コンピューター専
門学校

ＣＧ・ゲーム科、情報・エンベデッド科、フォトグラファ
科、デジタルクリエータ科、ＩＴ・組込み科

東京 東京スクールオブミュー
ジック専門学校

プロミュージシャン科、音楽テクノロジー科、高度芸術学科、
メディアビジュアルデザイン科、ダンス＆アクターズ科

大阪 大阪建設専門学校 建築学科Ⅰ、建築学科Ⅱ、ビオトープ科、バイオエコ
ロジ科

東京 東京スクールオブミュー
ジック専門学校渋谷
東京ダンス＆アクターズ専
門学校

パフォーミングアーツ科、音楽テクノロジー科、ダンス＆アク
ターズ科

大阪 メディカルエステ専門学
校

メディカルエステ学科、ＭＥＣインストラクター科

東京 東京フィルムセンタース
クールオブアート専門学校

映画制作科、映画俳優科 神奈川 ふれあい横浜専門学校 【観光学科】トラベル＆エアラインコース、鉄道コース、
ホテルコース、ブライダルコース

大阪 大阪外語専門学校 岐阜 中日本航空専門学校 航空システム科、エアポートサービス科

大阪 関西経理専門学校 《昼間部》
【経理実務学科】経理実務コース、【経理専門学科】税理士基
礎コース、経理専攻コース、医療事務コース、【経営学科】エ
グゼクティブコース、ファイナンスコース、ショップマネジメント
コース、秘書コース、不動産ビジネスコース、【情報処理学
科】経営情報コース
《夜間部》
【経理実務学科】経理実務コース、起業実務コース、【経理専
門学校】経理専攻コース、【情報処理学科】経営情報コース

東京 ホスピタリティツーリズ
ム専門学校

《昼間部》
【旅行学科】旅行科、【ホスピタリティサービス科】ホテ
ル科、ブライダル科、接客ブランドサービス科、テーマ
パーク科、【航空・運輸学科】エアライン科、エアポー
ト・カーゴ科、鉄道サービス科
《夜間部》
【旅行学科】旅行専門士選考、【ホスピタリティサービ
ス学科】ホテル専門士選考、ブライダル科、【航空運
輸学科】エアライン科、エアポート・カーゴ科、鉄道
サービス科

福岡 福岡医健専門学校 理学療法科、作業療法科、柔道整復科、鍼灸科、救急救命
科、スポーツ科学科、医療ビジネス科、薬業科

兵庫 神戸製菓専門学校 製菓本科、製菓衛生師科、製パン本科

東京 篠原学園専門学校 こども保育学科、医療コミュニケーション学科、医療サポート
学科

神奈川 鎌倉早見美容芸術専
門学校

美容学科

東京 池見東京医療専門学校 臨床工学科、歯科衛生士科 大阪 関西健康・製菓専門学
校

【健康学科】
セラピストコース、トータルセラピーコース、アロママネ
ジメントコース、スポーツコーディネーターコース、ス
ポーツマネジメントコース

大阪 新大阪自動車専門学校 二級整備士学科、水素燃料電池学科 神戸 神戸医療専門学校 須磨校　社会福祉科、中央校　介護福祉士科、鍼灸
科、三田校　整形靴科、義肢装具士科、義肢装具士
科4年制、作業療法士科、救急救命士科

京都 京都コンピューター学院 芸術情報学科、アート･デザイン学科、アート･デザイン基礎
科、経営情報学科、ビジネス基礎科、情報科学科、メディア
情報学科、ネットワーク学科、情報処理科、ゲーム学科、
ゲーム開発学科、ゲーム開発基礎科、情報工学科、コン
ピューター工学科、コンピューター工学基礎科、自動車制御
学科、国際情報処理科、情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科

神戸 神戸電子専門学校 ITエキスパート学科、ITスペシャリスト学科、情報処理
学科、情報工学科、情報ビジネス学科、エンターテイ
ンメントソフト学科、ゲームソフト学科、３DCGアニメー
ション学科、デジタルアニメ学科、グラフィックデザイン
学科、サウンドクリエイト学科、サウンドテクニック学
科、声優タレント学科、建築インテリアデザイン学科、
インダストリアルデザイン学科

東京 東京IT会計専門学校 全学科全コース対象 福岡 福岡美容専門学校 福岡校　北九州校

東京 専門学校東京IT会計21 大阪 近畿コンピュータ電子
専門学校

クリエイタ学科、プログラム学科、情報ファイナンス学
科、電子科、電子研究科、情報クリエイタ工学科

東京 東京法律専門学校 東京 東京ミュージック＆メ
ディアアーツ尚美

ヴォーカル学科、プロミュージシャン学科、ダンス学
科、ミュージカル学科、声優学科、ミュージックビジネ
ス学科、音響・映像学科
インターネットミュージック学科、アレンジ・作曲学科、
ピアノ学科、電子オルガン学科、管弦打楽器学科

東京 専門学校　日本スクールオ
ブビジネス21

福岡 福岡リハビリテーション
専門学校

理学療法学科(昼間部)、作業療法学科(昼間部)、理
学療法学科(夜間部)

東京 専門学校　日本動物21 東京 日本電子専門学校 全学科※学科の詳細は後日届く

東京 専門学校東京法律21 東京 日本工学院専門学校 クリエイティブラボ科、ITスペシャリスト科、診療情報
管理士科

東京 日本動物専門学校 東京 日本工学院八王子専
門学校

クリエイティブラボ科、ITスペシャリスト科、自動車整
備科、一級自動車整備科、鍼灸科、柔道整復科、診
療情報管理科、スポーツ・健康エキスパート

大阪 大阪IT会計専門学校 全学科全コース対象 東京 東洋公衆衛生学院 臨床検査技師技術学科、診療放射線技術学科

大阪 大阪動物専門学校 京都 京都IT会計法律専門学
校

大阪 キャットミュージックカレッジ 全学科 東京 東京豊島医療福祉専
門学校

介護福祉学科、病院事務学科、医療保険事務学科、
情報セキュリティ学科、ビジネス心理学科、社会福祉
学科、こども学科

大阪 大阪アニメーションカレッジ
専門学校

全学科 東京 東京医療秘書福祉専
門学校

医療秘書科、ドラッグコーディネーター科、診療情報
管理士科、医療事務科、医療保育科、歯科アシスタン
ト科、介護福祉科

大阪 大阪航空専門学校 エアライン学科、エアポート学科、航空整備士学科 東京 東京子ども専門学校 こども総合学科

大阪 ヴェールルージュ美容専門
学校

【衛生専門課程】美容学科 東京 東京リゾート＆スポーツ
専門学校

健康スポーツ科、リゾートスポーツ科、スポーツ保育
科、スポーツトレーナー科

大阪 花園国際美容学院 美容科
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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 
視聴報告書 提出締切

スクーリング実施期間 参加申込書締切 
 

 

 

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。 
※ 21 年度後期スクーリング日程は「学習の手帳」3～4 ページを参照してください。 

後期の参加申込書は 10 月 30 日発送の「ゆんたく 10 月号」に同封いたします。 
なお、11 月スクーリングは少人数限定のスクーリングです。参加申込多数の場合は参加者を絞
らせていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

＊ 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） 

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、９月スクーリング申込締切は 8 月 5 日（水）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 

8 月 11 日（火）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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① 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。 
９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 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 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  

 
 
 
★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： 7泊８日 997円、9泊10日 1383円 ） 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生にとって高校最後のイベント!!
皆で一緒に必ず成功させましょう♪ 

沖縄観光(お土産購

入可)のおまけ付♪ 

中田雅敏校長(家庭教育 教授)と鈴木

啓之先生(家庭教育 准教授)の講義。

「自宅で学んで、大学が卒業出来る

インターネット大学」の紹介。 

海洋博記念公園に行って、①海水浴②美ら海水

族館③プラネタリウム④イルカショー⑤化石を

見て楽しむ⑥ソフトクリーム＆カキ氷を食べる

など、自由時間を満喫しよう♪ 
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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

8/5 映像でつづる昭和史 （1）～昭和の幕開け～   8/27* 健康を求める化学 8/28 ＣＭを作ろう （1）

  8/26* 映像でつづる昭和史 （2）～日中戦争と太平洋戦争～
9/2 映像でつづる昭和史 （3）～占領から戦後復興へ～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/4 余弦定理 （2） 8/4 油脂とセッケン 8/7 消費者情報

  8/25* 三角形の面積 8/25* 芳香族炭化水素 8/28 消費者の自立

9/1 空間図形と三角比 9/1 フェノール類 9/4 消費生活と環境

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/6 天気の変化と天気図 8/5 植物の成長とホルモン 8/6 人口爆発と食糧問題

  8/27* 雨や雪はなぜ降る？－冬の天気   8/26* 開花と発芽の調節  8/27* 高齢者福祉と子育て支援～北ヨーロッパの取り組み～

9/3 低気圧で知る日本の天気－春の天気 9/2 光合成と環境条件 9/3 移民と難民～国境を越えた人々～

放送日 タ　イ　ト　ル 　※8/24(月)深夜～27(木)深夜は「特集」が組まれたため放送時間が30分繰り下がります。
8/5 Lesson 10 Life on Mars (1)

  8/26* Lesson 10 Life on Mars (2)
9/2 Lesson 10 Life on Mars (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

8/9 意見文 (2) 8/10 夏の花 (3)（原 民喜） 8/6 Lesson 11 The Power of Music (3)
8/9 伊勢物語・芥川 (1) 8/10 夏の花 (4)（原　民喜） 8/6 Lesson 11 The Power of Music (4)
8/16 伊勢物語・芥川 (2) 8/17 夏の花 (5)（原　民喜） 8/13 Let's Try ! 11
8/16 更級日記・竹芝寺(1) 8/17 夏の花 (6)（原 民喜） 8/13 Let's Listen 3
8/23 更級日記・竹芝寺(2) 8/24 夏の花 (7)（原 民喜） 8/20 文法のまとめ 4
8/23 更級日記・竹芝寺(3) 8/24 夏の花 (8)（原 民喜） 8/20 Communication 4

■　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

8/5 運動によるけが・病気の予防 8/8 三国志演義 諸葛孔明の智略（1） 8/5 Finish-up TRUE COLORS (2)
8/5 有酸素運動を実践してみよう 8/8 三国志演義 諸葛孔明の智略（2） 8/12 Finish-up TRUE COLORS (3)
8/12 働くことと健康 8/15 三国志演義 諸葛孔明の智略（3） 8/19 Finish-up TRUE COLORS (4)
8/12 労働災害とその予防 8/15 猫相乳

8/19 職業病とその予防 8/22 臨江之麋

8/19 健康的な職業生活 8/22 売油翁

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

事務課　本間　衣里
◇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）

◇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

８月通学スクーリング

8月通学スクーリングは8月17日[月]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

 

 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）
理科総合Ａ 英語Ⅱ 地学Ⅰ 

3 時間目 

（14：10～15：40）
英語Ⅰ 生物Ⅰ 化学Ⅰ 



文部科学省認可通信教育 
                               

 

                                  
                                  

                                 
 
 

1 土  16 日  

2 日  17 月 ☆通学スクーリング 

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水 ９月スクーリング申込〆切（消印） 20 木  

6 木  21 金  

7 金  22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月
９月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

10 月  25 火  

11 火 ９月スクーリング申込〆切（必着） 26 水  

12 水  27 木  

13 木  28 金 ９月スクーリング返送書類必着 

14 金 ９月スクーリング詳細文書発送 29 土  

15 土  30 日  

   31 月 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（３日～９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 

本格的な夏☆夏バテしていませんか？ 

夏休みを利用してスクーリングに参加さ

れる方も多いと思います。暑さに負けな

いよう沖縄の夏を満喫して下さいね♪水

分補給と日焼け対策も忘れずに(^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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