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７月スクーリング（ヤシマンピック２００９、マリンスポーツ編）

を開催しました。 

 

 

・  
・ ｐ２は７月スクーリングの様子をお届けします。 
・ ｐ３～５は、各担任の先生からのメッセージが載っています。 
・ ｐ６～７は教務関係の大切なお知らせがあります。センター試験

についても掲載されているので、注意して読んでね。 
・ ｐ８～９は八洲学園大学の紹介、ｐ１０には本校の社会活動につ

いて掲載しました。 
・ 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！

皆さん、残暑お見舞い申し上げます。梅雨明けが遅かったり、冷夏だったり、ゲリラ豪雨があ

ったりと、変な天候が続きますが、沖縄は今、夏真っ盛りです！７月スクーリングでは真夏の

海を満喫しました。これぞ沖縄の醍醐味ということで、海で思う存分活動して、楽しい時間を

過ごしました。 

（いつもモジモジしてる恥ずかしがり屋

さん。甘酸っぱい恋に憧れてるよ。） 



文部科学省認可通信教育 

総務部 中村 智子 

スクーリングダイジェスト 

７月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♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

今回の特別活動は見てのとおり、沖縄の夏を海で満喫する企画が盛

り沢山でした！カヌー、ダイビング、バナナボート、海水浴に加えて

七夕飾りや星空観察会、流しそうめんも行いました！最終日はみんな

で覚えた友唄を熱唱し、心も体も熱くなれた１週間となりました。 
７月スクーリングに参加された皆さん、お疲れ様でした～。 
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クラス通信 

  

１・２番クラス担任 玉城 健一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４番クラス担任 長谷川 瑠美

 
 

生徒・保護者の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 

前期スクーリングも残すところ９月のみとなりました。 

９月は『大学・専門学校体験スクーリング』と題し、 

自分の将来と真剣に向き合ってみようというテーマで 

す。参加者以外の生徒さんも卒業後のことで相談があ 

る方は必ず担任にご連絡ください。 

                           

 

  

 

 

 

 

７月までのスクーリン 

グで２名の生徒さんが卒業 

確定を決めました。本当におめでとうござい

ます。皆さんもいつの日か桜の花を咲かせま

しょう！！ 

学校フリーコール：0120-917-840 

担任ＰＨＳ：070-5580-1071

「科目追加登録」の用紙を９月１０日（木）に発送

しますので必ず確認して下さい。また、今年度後期

卒業を目指す人で卒業に必要な７４単位をまだ登録

していない人は必ず申込書を提出して下さい。 

※今回、追加登録が必要なのか必ず相談してく

ださい！！ 

 
３  
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クラス通信 

  

５・６番クラス担任 島袋 友美

 

皆さん、こんにちは！巷では高速道路渋滞やら騒がれていますが、お盆はどう過ごしましたか？沖縄のお盆は方言

で「シチグヮチ」といい、旧の７月１３日～７月１５日におこなわれます。７月１３日はウンケー（お迎え）といって、あの

世から祖先をお迎えする日で、７月１４日はナカヌヒー（中日）、７月１５日はウークィ（お送り）で祖先の霊をあの世

へお送りする日です。お盆の３日間は、仏壇に三度の食事や果物、お菓子など供え、祖先の霊を家に迎えて、歓

迎します。また、旧盆の間は、町中をその地区の青年会のエイサー隊が踊りながら歩きます。これは、エイサーで厄

を払って祖先を供養するといわれています。 

★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★ 

★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★─☆｡o ﾟ｡★ 

ちびっ子も一緒に♪ 

沖縄の 
エイサー

だよ♪ 

７・８番クラス担任 中村 智子

皆さん、こんにちは。もうすぐ 9 月の卒業式です。卒業式が近づくと、卒業後の進路について悩む人

が増えてきます。八洲には、色々な生徒さんがいるので進路も様々。今日は、8 月スクーリングで卒業

確定を無事に果たした生徒さんをご紹介。この生徒さんは沖縄県在住の生徒さんで、昨年 12 月から本

格的にトレーニングを始め、今年の 7 月にプロボクサーのライセンスに合格したそうです！（卒業確定

するまではこのことを秘密にしていたのですが卒業確定した後に教えてくれました♪） 
 ちなみに、私は高校 3 年生の 4 月まではガソリンスタンドのアルバイトが楽しくて一生ガソリンス

タンドで働こうと思っていました。でも、ある先生の話がきっかけで体育大学への進学を決意し、今に

至っています。八洲で働くまでは通信制高校の存在すら知らなかったですし、まさか、沖縄で教員をす

るなんて思いもしませんでした･･･。動かなければきっかけを作ることはできないですし、自分に何が

向いているかもわかりません。やりたいことが見つからない人は、やりたくないことでも目の前にある

ことを全力投球でやってみましょう。もしかしたら、それ自身がやりたいことかもしれません。時間を

見つけて、たまにはひとりで人生について考える時間を持ってみてはどうでしょう･･･?何かあればいつ

でも相談のりますよ。  
学校フリーコール：０１２０－８４０－５９８／PHS：０７０－５５８７－２６９５ 

メール：nakamura@okinawa.yashima.ac.jp                   担任：中村智子 

 

 ４ 
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９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信 

 

 

 

①9 月中旬に追加登録申込開始!! 

②2 月卒業予定者は 2 月スクーリングが最後のスクーリング!! 

③後期のスクーリング申込は必ず早めに提出!! 

④進学・就職活動は既に始まっています!!今が勝負!!連絡下さい!!! 

 

【ひまわりクラスの皆さんへ】 
 残暑お見舞い申し上げます。みなさん、いかがお過

ごしですか。今過ごしている時間は、今しか感じるこ

との出来ない大切な瞬間!!泣いて過ごすのも今、笑っ

て過ごすのも今･･･一瞬一瞬の時間を大切に過ごして

いけたらいいですね♪みなさん、いつでも近況報告・

連絡待っています!! 
《担任 PHS:０７０－５５７８－４１９９》 

《担任アドレス：yokota@okinawa.yashima.ac.jp》

 

証明書の発行時期について

事務課 本間 衣里 

２００９年度前期末に伴い『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期についてお知らせいたしま

す。 
 
■ 単位修得証明書･･･２００９年度前期で修得した科目は、１０月１日以降の発行 
■ 卒業証明書  ･･･２００９年度前期で卒業予定の方は、１０月１日以降の発行 
 
証明書が必要な方はお早めにお申し込みください。 
ご不明な点などあれば、担任または事務課までお問合せください。 
 

フリーコール 0120-917-840 
 

 

 

 

５

mailto:yokota@okinawa.yashima.ac.jp


文部科学省認可通信教育 

科目追加登録について

                                 教務部 與那嶺 優香 

  

 

次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことを「科目追加登録」といいます。 
後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。ただし、追加登録できる単位数は生徒

番号によって異なりますので、担任の先生と相談しましょう。 

※申込書は9/10（木）に発送します。必ずご確認ください！ 

 
 
 
◎ 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 
◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 
◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 
◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 

【 申込受付期間 】 
  申込期間 授業料納入期限 

第１期 9月10日（木） ～  9月30日（水）  当日必着 10月15日（木） 

第２期 10月1日（水） ～ 10月20日（木）   消印有効 10月 30日（金） 

 

事務課 槌林 恵子 

調査書・推薦書の発行時期について

 
推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要です。進学

希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

 

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.31）「調査書・推薦書発行願」をコピーし、必要事項を記入します。 

② 受験する学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳（p.32）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します。 

③ 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

④ 専願の場合は、学習の手帳（p.25）「誓約書」をコピーし、記入します。 

⑤ 手数料相当分の切手を準備してください 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円 

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑥ 返信用封筒を準備し、上記必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。 

※ 返信用封筒の大きさ…２通までは定型最大の封筒（12cm×23.5cm）、それ以上はＢ５サイズが入るもの(36cm

×18.5cm)。封筒には宛名を明記し、切手を貼付けてください。申込書類の郵送には青色封筒もご利用いただ

けます。 

《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話、ＦＡＸでのご依頼

は一切お受けできませんので、予めご了承のうえ、ゆとりをもってお申し込みください。 

◎ 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒に記載してお渡

ししますので、提出先未定の場合は、発行できません。もしも提出先変更を希望される場合は、必ず進路指導部ま

たは担任までお申し出ください。 

 
 
 

～提出先～ 

    ・〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９  フリーコール 0120-917-840 
 
６



 進路指導部  横田 裕美  

センター試験の申込方法

  文部科学省認可通信教育

平成２２年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。入手方法は２つ。①センター試験を利

用する全国の各大学の窓口で入手する。②有料になりますが、電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の

窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタログで申し込み、入手する。この２つです。詳しくは下記

アドレスのホームページ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄

せることは致しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

大学入試センターホームページ ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 

なお、来年３月卒業予定の生徒さんと、今年９月に卒業する予定の生徒さんでは出願方法が異なります。

９月に卒業する予定の生徒さんは個人出願になりますが、来年３月卒業予定の生徒さんは、八洲学園大学国際高等

学校からの一括出願になります。一括出願は、高校で受験者の願書を取りまとめた上での出願となりますので、大

学入試センターの定める申し込み締切（10月 14日消印有効）より早い９月１８日 (金)必着が高校への出願書類

提出締切りになります。下表を参考に、受験案内の入手、高校への提出を期日までに行えるようにご準備ください。 

願書提出方法 ～来年３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～ 

※ この９月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますのでご注意下さい！ 

  

出願の流れ 注意事項 

 

①願書を入手 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（火）から 

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 全員現住所を記入してください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです 

２０１０年３月卒業予定の方 ④出願  

▼ 

高校からの一括出願です 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんので 

ご注意ください。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

９月１８日（金）必着 

です。期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

 
※ 入試センターへの願書提出期間より、高校への提出期間が早目になっているのは、願書の記入ミスがあった場

合に、再度訂正・郵送していただくためです。 
※ 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありませんが、各大学受験の際には必要になることがあります。

各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。 
※ 高校からの一括出願（２０１０年３月卒業見込み者）でセンター試験申込についてご不明な点がありましたら、

高校まで連絡下さい。試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。 

７ 



文部科学省認可通信教育 

総務部 岩井 貴生 

八洲学園大学の紹介 

八洲学園大学には日本で一つしかない生涯学習学部生涯学習学科があります。生涯学習学科には人間開

発専攻と家庭教育専攻の２つがあります。今回は家庭教育専攻についてご紹介いたします。本学は八洲

学園大学からの指定校推薦がありますので、まだ進学が決定していない生徒さんでも大丈夫です。家庭

教育について興味のある保護者の方も入学可能です。是非、一度選択肢の一つとしてご検討ください。 

 
 

 

８ 
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T T  八洲学園大学の紹介 

総務部 岩井 貴生 

 
（注）カラーリーフレットをスキャンしたため、白黒印刷の場合、一部の模様が印刷ミスのように見える場合

がありますが、ご了承ください。 

９ 
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総務部 岩井 貴生 

八洲学園大学国際高校の社会活動について 

 
八洲学園大学国際高等学校は、色々な社会活動に貢献しています。また多くのマスコミにも本校は取り上げら

れています。今回は、そのいくつかを紹介します。皆さんが在校生、卒業生として誇りが持てるような学校に

していくためにも、社会に貢献するような活動を今後も実施していく予定です。 
 

 NPO 法人「いじめ防止ネットワーク」を通じて、日本の地域社会における様々ないじめ防止活動を支援

しています。 
 不登校・高校中退・引きこもりの方に関する情報提供・サポートを行う、NPO 法人「不登校情報センタ

ー」の活動を支援しています。 
 財団法人「海外子女教育振興財団」に維持会員として加入し、日本人学校・補習授業校などに対する援助

をはじめ、海外子女・帰国子女教育の振興のために、幅広い活動を支援しています。 
 「15-1A（いちごいちえ）」とは、通信制高校やサポート校に通う高校生が、「生徒主体の活動を通じても

っと広く社会にアピールしていこう！」という活動です。このプロジェクトに八洲国際も協賛校として参

加します。 
 新聞で取り上げられた本学の記事 

 
 
 
 
 

八洲国際は社会に色々

な形で貢献しておるの

じゃな。在校生、卒業

生として誇りを持てる

学校なんじゃ。 

10 
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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

9/9 映像でつづる昭和史（4）～講和会議から高度経済成長へ～ 9/10 環境のことを考えよう 9/11 ＣＭを作ろう （2）

9/16 映像でつづる昭和史（5）～経済大国日本～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/8 三角比の応用 9/8 アニリンと染料 9/11 新たな生活文化の創造

9/15 三角比のまとめ 9/15 化学と人間生活 9/18 新しいライフスタイル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/10 ジェットと日本の気象－夏の天気 9/9 ヒトと植物 9/10 宗教対立～イスラーム世界と西洋～

9/17 次から次へと－秋の天気 9/16 生物を学んだ目で見てみると 9/17 異文化との共生

放送日 タ　イ　ト　ル

9/9 Reading 2 Ａlone
9/16 文法 4

※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

■　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

※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
※ 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）

・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。(コンビニ送迎のバスはありません）

・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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９月通学スクーリング

９月通学スクーリングは９月６日[日]です。　

9/7～10/4まで放送休止

9/7～10/4まで放送休止

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

時間 １年次（α） ２年次（β） ３年次（γ）

昼食 11：40～12：35

休憩 15：50～16：10
地理Ｂ

13・１４限

1・２限

3・４限 学習会 生物Ⅰ

古典

英語Ⅱ

ＯＣⅠ

学習会

学習会

現代文

理総Ａ 地学Ⅰ

英語Ⅰ

化学Ⅰ

日本史Ｂ

学習会

学習会

17：40～18：50

5・６限

7・８限

9・１０限

11・１２限

夕食

16：10～17：40

19：00～20：30

20：40～22：10

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：10

14：20～15：50



文部科学省認可通信教育 
                               

 

                                  
                                  

                                 
 
 

1 火  16 水 成績発送 

2 水  17 木  

3 木  18 金  

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日 ☆通学スクーリング 21 月 敬老の日 

7 月  22 火 国民の休日 

8 火  23 水 秋分の日 

9 水  24 木  

10 木 科目追加登録のお知らせ発送 25 金  

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日 【２１年度前期卒業証書授与式】 28 月  

14 月  29 火  

15 火  30 水 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（５日～１４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 

少しずつ秋を感じられるようになってきまし

たね☆前期卒業証書授与式も間近です！

参加される生徒さんは万全の体調で♪ 

各種証明書発行願、科目追加登録申込書

は余裕を持って提出しましょう。 

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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