
文部科学省認可通信教育 

平成２２年１月２９日

            

1 月スクーリング「植物満喫」を実施しました。 

八洲学園大学国際高等学校

総務部 岩井 貴生

玉城 健一

参加した皆さんの笑顔を見ていると、「植物」を満喫したのが伝わってきました。 

八洲学園大学国際高等学校情報誌

 

 

オリジナルカルタ作り、ハブグヮー（指ハブ）作り、ムーチー作りなどの体験を通して知り合った仲間と

の出会いを大切にして、これからも前進してください！！ 

・ ｐ２～６ 各担任からのクラス通信 
・ ｐ７ 送辞答辞の募集/単位修得証明書、卒業証明書の発行時期/調査書、推薦書について 
・ ｐ８～９ スクーリング案内 
・ ｐ１０ 卒業式案内/卒業式DVD発売のお知らせ 
・ ｐ１１ NHK/通学スクーリング案内 

「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！



１・２番クラス担任 玉城 健一 

玉城クラス通信

 
生徒・保護者の皆さん、こんにちは(^O^) 寒い日が続きますが、元気に過ごしていますか？ 自宅学

習やリポート・申込書提出は計画的に行っていきましょう。 

 
☆スクーリングの様子☆ 
 
  １月スクーリングは１７名の生徒さんが参加しました!! 参加した皆さん、お疲れ様でした!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「植物満喫」をﾃｰﾏに、たくさ

んの活動を行いました！ １

人１人が目標を達成出来たよ

うで良かったです(^_^) 

 

☆残りのスクーリング☆ 

２０１０年３月で登録している科目の期限が切れる生徒さんは、３月スクーリングまで

に全ての科目を修得しないといけません。早めに申込書・リポート・視聴報告書を提出し

て下さい!! 
 

  テーマ 期間 申込〆切(消印) ＲＨ〆切(消印) 

３月Ｓ 演劇 3/6～3/12 2/5 2/18 

 
 
 

S→ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 
R→ﾘﾎﾟｰﾄ 
H→視聴報告 

 

題名①「先生！？」 
生徒さんが「これだぁ～れだ？」っと、持って来てくれた

絵です。書道の授業中に書いてくれました！ 
書道の授業では、最初の５分間は筆ならしの意味で好きな

言葉や絵を自由に書く時間を設けています。ドラえもんや

アンパンマン、歌の歌詞など生徒さん１人１人個性あるも

のを書いてくれるので楽しい時間です！！ 

今月のベスト写真♪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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
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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 

  

寒さが厳しい日が続いておりますが、生徒・保護者の皆さん 

いかがお過ごしでしょうか。学校のある沖縄県本部町では寒緋桜が 

咲き始めました！！１月スクーリングでは「お花見♪」と言うこと 

で桜を眺めながらウォーキングをしました。まだまだ咲き始めでし 

たが、一足早く春を感じることが出来ました。皆さんもこの時期に 

しか味わえない沖縄に来てみませんか！ 

 

 

☆2010 年３月で期限の切れる科目のある生徒さんは３月Ｓまでに単位修得が必要です。 

 

 

 

 

早めに申込書を提出

しましょう！リポート・

視聴報告書も早めに

提出しましょう！ 

  テーマ 期間 申込〆切（消印）

２月Ｓ 球技＆卒業式 2/13～2/22 申込終了 

３月Ｓ 演劇 3/6～3/12 2 月 5 日 

 

 

   

 

 

 

 

１月スクーリングに参加した皆さん、本当に

お疲れ様でした！植物カルタを作ったり、ムー

チーと呼ばれる沖縄のお餅を作ったり・・・。

 私自身、久しぶりに植物に触れ、新たな発見

がたくさんありました。また皆さんに会える日

を楽しみにしています♪ 

 

 

 

     

学校フリーコール：0120-917-840 

担任ＰＨＳ：070-5580-1071、メールアドレス：hasegawa@okinawa.yashima.ac.jp 
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文部科学省認可通信教育 

５・６番クラス担任：島袋 友美 

島袋クラス通信 

 

５・６番クラスの皆さん、( ノﾟДﾟ)こんにちは！そして、新年明けましておめでとうございます！！ 

年が明け、１ヶ月経とうとしていますがいかがお過ごしですか？お餅を食べ過ぎて、去年よりも＋５キロになっていません

か？私はちょっと危ない感じです(；´∀｀)ところで皆さん、今年の目標は何ですか？私は少しずつ運動を始めて、皆さん

と次会うときまでにスリムな体形になることが目標です！応援よろしくね＼(＾ｏ＾)／ 

 

 

 

 

 

  

 
２０１０年一発目のスクーリングのテーマは「植

物満喫」。いろいろな植物に触れ特徴を学習した

り、沖縄のおもちゃハブグヮー（指ハブ）作り、

竹とんぼ・竹馬乗り、そして沖縄のお菓子カーサ

ームーチー作りに挑戦したりと、さまざまな体験

を通して植物に触れ合いました。そして、島袋ク

ラスから今回５名の生徒さんが卒業確定しまし

た！！！本当におめでとうございます☆☆ 

 

 

 

(´ﾉ･ω･｀)ﾉ・‥…━━━★ﾟ+.・‥…━━━★ﾟ+.・‥…━━━★ﾟ+・‥…━━━★ﾟ+.・‥…━━━★ﾟ+.・‥…━━━★ﾟ+.・‥… 

何か困ったこと、分からないことがあればいつでも連絡してください！スクーリ

ングのこと、リポート・視聴報告書のこと、進路のこと…最近皆さんの身近

で起きた、面白い話など何でも OK です♪ 

 

【連絡先：島袋友美】 

学校ＴＥＬ：0120-917-840 担任ＰＨＳ：070-5587-2984 

メールアドレス：shimabukuro@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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月スクーリング参加申込も終わり、21 年度後期スクーリングも残すところ 3 月のみとなりました。
まだ、申し込みをしていない方で今年度中に参加しようと思っている方は、忘れずに申込書を提出して
ください。何月に参加したら良いかわからない方は相談してくださいね！  

3 月：テーマ「演劇」、6 泊 7 日、3 泊 4 日→申込書〆切（2/5 消印 2/10 必着） 

（授業料の有効期限が平成 22 年 3 月になっている方は必ず参加してください。参加者多数の場合は授
業料の有効期限が切れる方が優先となります。） 

ナカトモより 
困ったとき、不安なとき、嬉しい報告をしたいとき、いつでも 

相談、連絡してくださいね。皆さんからの連絡を心より楽しみにしています。 

PHS：070-5587-2695、メール：nakamura@okinawa.yashima.ac.jp

中村（智）クラス通信 

1 月は「植物満喫」をテーマとしたスクーリング。企画リーダーは私、ナカトモが務めさせていただきま
した。初日の入校式では植物に関するドキュメント番組のDVDを鑑賞し、植物園散策、押し花カレンダー
作り、沖縄の手作りおもちゃ「ハブグヮー作り」、植物カルタ作り、月桃の葉を使ったムーチー作りなど、
植物を思いっきり満喫するプログラムで行いました。そして、最終日、卒業確定された 22 名の皆さんに真
冬の花火をグラウンドに打ち上げていただきました。きっと、一生忘れられない夜になったことでしょ
う･･･。初めて参加した生徒さんもいい顔で笑っていましたし、2 回目、3 回目に参加した生徒さんも「今
までで一番楽しかった！」なんて言ってくれて嬉しかったです。スクーリングテーマは毎月異なり、その 1
週間がまるで違う学校になってしまうくらいの力を持っています。皆さんも、良かったら教頭ブログでス
クーリングの様子をご覧ください。そして、自分がどんなテーマの時期があっているのか参考にして下さ
いね。http://blog.goo.ne.jp/masaki1216_1978/（右下のＱＲコードからでもＯＫ） 
これからも、私達教職員一同は、皆さんが楽しめるスクーリングを企画していこうと思います。 
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文部科学省認可通信教育 

９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信 
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【担任ＰＨＳ】 
０７０－５５７８－４１９９ 
【学校フリーコール】 
０１２０－９１７－８４０ 
【学校住所(沖縄本校)】 
〒９０５－０２０７ 
沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 

 『懐かしい』と想うあの頃が思い浮かぶでしょうか。

少しでも思い浮かぶ時を持っている事は幸せなことで

す。想い出があるから、この先を前進できる!!どの様な

想い出も、想い出したとき笑って話せたら全てが未来

へのステップだったと思える事でしょう。 
 スクーリングが終わると、それぞれの場所に戻って

いきますが、八洲で過ごした時間が、みなさんの心の

エネルギーになるように願っています。★担任ゆみ★ 

 
 
 
 



文部科学省認可通信教育 

 送辞・答辞（卒業式）の募集

事務課 槌林 恵子 

 

 

卒業式で送辞（在校生）答辞（卒業生）を自分の言葉で読んでくれる方を募集しています。 
一緒に学んだ先輩、後輩そして友だちに、八洲で学んだ大切なこと、感謝の 

気持ち、そしてエールなどを伝えてください。 
毎年の卒業式では、とても心あたたかいメッセージが読まれ、多くの生徒さん

たちは感動して涙を流します。 
読んだ生徒さんたちからは「最初は、みんなの前で読むのが恥ずかしかったけ

れど、勇気を出して読んで良かった。とても良い思い出になった」といった声を

よく聞きます。在校生および卒業予定者の皆さん、是非、送辞・答辞を読んでみませんか？ 
読んでみようかなと少しでも思っている方は、まず担任の先生に相談してください。 
なお、希望者多数の場合は職員会議で代表者を選出いたします。 

  事務課 槌林 恵子 

単位修得証明書＆卒業証明書の発行時期について

 

年度末に伴い『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致します。 

『単位修得証明書』・・・2009 年度後期で修得する科目の単位修得証明書は4 月 1 日以降の発行

『卒業証明書』・・・・・2009 年度後期で卒業予定の方の卒業証明書は4 月 1 日以降の発行

手数料は卒業式当日までに申込めば 1通 100 円ですが、卒業式の翌日以降は 1通 200 円になります。 

進学先・就職先などへの証明書の提出が必要な方はお早めにお申込下さい。また、ご不明な点などは

各担任・事務課までご連絡ください。 
 

 

 

調査書・推薦書について

事務課 槌林 恵子 

 

センター試験も終わり、大学の一般試験がそろそろピークになってきましたね。卒業予定の方、卒業

はまだ先だよという方も、卒業に近づいてきたら、卒業後の進路も早めに考えておくとよいかもしれま

せん。 

学校によっては 3月下旬まで願書を受け付けている場合もあります。悩んでいる方はお気軽に各担任

までご相談ください。 

 調査書・推薦書の発行は申込用紙が学校に到着後、約 1週間程度かかります。必要な方は出願期間、

〆切日などを確認し、余裕をもって申し込むようにしてください。 
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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 
 

 

 

3/6  (土) ～ 3/12(金)      【6 泊】 2/5（金）【消印】2/10（水）【必着】 2/18（木）【消印】 

3/6  (土) ～ 3/9 (火)【3泊 A日程】 2/5（金）【消印】2/10（水）【必着】 2/18（木）【消印】 

 3/9  (火) ～ 3/12(金)【3泊 B日程】 2/5（金）【消印】2/10（水）【必着】 2/18（木）【消印】 

 

 

 

 

 
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］ ○ ○ ○ ○  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

【沖縄に到着したら】 

集合場所 

１階「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。（バスで約 100 分） ま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、３月スクーリング申込締切は 2 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 

2 月 10 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！ 

☆☆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。

※ 3 月のスクーリングは、2009 年度後期卒業となる生徒さんは参加できません。 

※ 2010 年度前期の日程および申込書は、４月下旬にご案内します。 
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２００８年度前期履修登録科目の履修期限切れに注意！
２００８年度前期の履修登録科目の履修期限は２００９年度末です。単位未修得の生徒さん

は、３月スクーリングが最後のチャンスです。もし再登録となれば、今まで合格したリポート・視

聴報告書・授業集積が無効になり、再度の履修登録が必要となります。 

 



 

 

 

＊ 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) 

 

 

 

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。 
３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 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 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航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。

 

＊ 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） 

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。      

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：6泊7日 997円、7泊8日 1383円、9泊10日 1383円 ） 

 

★ ３月上旬の本部町 :亜熱帯性気候の本部町は、最低気温１５℃程度、最高気温２０℃前後（平年）

で、降水量は110㎜/月程度です。フラワーフェスティバルが２月いっぱいで終了し、３月下旬のエメラルドビ

ーチ海開きを待つ晩春の季節となります。 
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～ 提携旅行会社連絡先 ～ 
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事務課 本間 衣里 

卒業式のご案内

 
 先月、卒業確定者・予定者及び保護者の方々には別途郵送で平成２１年度後期卒業証書授与式についてご

案内しました。この『ゆんたく』1月号でも重ねてお知らせいたします。 
卒業確定者・予定者の皆様にとっては、努力を重ねた結果たどり着いた卒業式です。本校での最後の行事

となる卒業式で、生涯の大切な思い出を作って次の人生のステップに進んでいただければ幸いです。 
なお、仕事の都合や遠方にお住まい等の理由により、卒業証書授与式を欠席する生徒さんには、ご自宅に

卒業証書を発送いたします。卒業式に関する質問は各担任までお問い合わせください。 

 

１．期日・場所  平成 22 年 2 月 21 日（日） 八洲学園大学国際高等学校 食堂兼講堂 

※バス送迎有（21 日 14：00 那覇空港出発⇒学校、22 日 8：30 学校出発⇒那覇空港）

２．日  程   卒業生  16：00（イルカ教室）※時間厳守 

保護者  受付を済ませてから 16：25 までにご入場ください。 

         卒業証書授与式 16：30～18：00  花道入場・写真撮影 18：15～ 

３．そ の 他   生徒証明書（必ず持参してください）服装は自由、上履きは必要ありません。     

卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ

事務課 本間 衣里 

 

卒業記念ＤＶＤの販売についてお知らせいたします。この構成は、平成21年度5～2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が収められています。購入希望の方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）にて学校までお申し込みください。申込締切は2月21日（卒業式当日必着）と

します。 

なお、費用は送料込みで2,000円です。費用はデポジットから引き落としますので、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。 

 
切り取り線 

卒業記念ＤＶＤ購入申込書 ＦＡＸ：０９８０－４８－４１１５ 

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→ 

 

 
 

１
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★ デポジットについていずれかに○をしてくだ

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

ください。 

（ ）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 

住所 〒   －  

 

 

mailto:okinawa@yashima.ac.jp
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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

2/10 南北朝の内乱 2/11 電子の力を利用しよう 2/12 情報発信してみよう！
2/17 足利将軍と守護大名 2/25 化学でつくった物質たち 2/26 ネットワークでコミュニケーション
2/24 室町時代の東国

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/9 2次方程式の解の公式 2/9 水素イオン濃度とｐH 2/12 高齢者の福祉

2/16 2次方程式の応用 2/16 中和反応 2/19 地域社会と福祉

2/23 関数 2/23 中和滴定 2/26 ライフサイクルと生活設計

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/11 「固さ」からみた地球 2/10 発生の過程Ⅱ 2/11 余暇と観光産業

2/18 プレートテクトニクス 2/17 発生のしくみ 2/18 都市と村落

2/25 地震と断層 2/24 発生学の未来 2/25 地図を歩く～島根県松江市～

放送日 タ　イ　ト　ル

2/10 Lesson 4 The Genbaku Dome (3)

2/17 Communication 2

2/24 文法 2

※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

2/7 通知と案内 (1) 2/8 短歌と俳句 (6) 「飲む・食う」 2/4 Lesson 5 Bear's Pie (1)

2/7 通知と案内(2) 2/8 孤独を友とせよ (1) （新野哲也） 2/4 Lesson 5 Bear's Pie (2)

2/14 徒然草(1) （兼好法師） 2/15 孤独を友とせよ (2) （新野哲也） 2/11 Lesson 5 Bear's Pie (3)

2/14 徒然草(2) （兼好法師） 2/15 ブータンの時間 (1) （今枝由郎） 2/11 Lesson 5 Bear's Pie (4)

2/21 方丈記 (1) （鴨長明） 2/22 ブータンの時間 (2) （今枝由郎） 2/18 Lesson 5 Bear's Pie (5)

2/21 方丈記 (2) （鴨長明） 2/22 ブータンの時間 (3) （今枝由郎） 2/18 Let's Try ! 5

2/28 二十億光年の孤独 （谷川俊太郎） 3/1 鼻(1) （芥川龍之介） 2/25 Lesson 6 Mottainai ! (1)

2/28 冬が来た （高村光太郎） 3/1 鼻(2) （芥川龍之介） 2/25 Lesson 6 Mottainai ! (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

2/3 ストレスへの対処 (2) 2/6 枕草子（5） ～鳥は(1)～ 2/3 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (3)

2/3 自己実現 2/6 枕草子（6） ～鳥は(2)～ 2/10 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (4)

2/10 交通事故の現状と要因 2/13 論語 ～巳矣乎/三人行、必有我師焉～ 2/17 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－ (2)

2/10 運転者の資質と責任 (1) 2/13 孟子 ～仁人心也～ 2/24 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (1)

2/17 運転者の資質と責任(2) 2/20 老子 ～柔弱～

2/17 安全な交通社会づくり 2/20 荘子 ～蝴蝶之夢～

2/24 応急手当の意義とその基本 2/27 更級日記（1） ～門出(1)～

2/24 心肺蘇生法 2/27 更級日記（2） ～門出(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。

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、接続する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。

【訂正とお詫び】

先月号の通学スクーリングの案内で一部日付に間違いがありました。

時間割左上の月　１１月→１月
深くお詫び申し上げます。

２月通学スクーリングは　２月１４日[日]　です。
※２月集中スクーリング期間中に実施されます。

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   文国 語 総 合
■　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）

オーラルコミュニケーションⅠ

２月通学スクーリング

古  典 体育α・β・γ

2月 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

13・１４限

1・２限

3・４限

化学Ⅰ

現代文

OCⅠ

日本史Ｂ

地学Ⅰ

化学Ⅰ

地理Ｂ

学習会 情報Ａ

理総Ａ 生物Ⅰ

学習会

17：40～18：50

英語Ⅱ

英語Ⅰ 生物Ⅰ

学習会

20：40～22：10

16：10～17：40

5・６限

7・８限

9・１０限

11・１２限

夕食

19：00～20：30

学習会

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：10

14：20～15：50 英語Ⅰ
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1 月  15 月  

2 火  16 火  

3 水  17 水  

4 木  18 木
３月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

5 金 ３月スクーリング申込〆切（消印） 19 金  

6 土  20 土  

7 日  21 日 ２１年度後期卒業証書授与式 

8 月  22 月  

9 火  23 火  

10 水 ３月スクーリング申込〆切（必着） 24 水  

11 木 建国記念の日 25 木 ３月スクーリング返送書類必着 

12 金 ３月スクーリング詳細文書発送 26 金 ゆんたく発送 

13 土  27 土  

14 日 ☆通学スクーリング 28 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（１３日～２２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 

１月スクーリングも無事に終わりました♪ 

皆さん、レポート作成など順調に進んでいま

すか？困ったことがあれば何でも担任の先

生に相談しましょう。寒い日が続きますが、

体調を崩さないようにして下さい。 

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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