
文部科学省認可通信教育 

平成２２年２月２６日

            

☆開学 10 周年記念の垂れ幕が完成しました！☆ 
 

 

八洲学園大学国際高等学校

総務部 岩井 貴生

２月号編集の現在、２月スクーリングの真っ只中です。この『ゆんたく』が皆さんに届く頃は、２月スクー

リングも終わっており、卒業していった生徒さんたちも次の人生に向かって一歩を踏み出していること

と思います。在校生の皆さんも、卒業に向かって一歩ずつ、自分のペースで進んでください。不安な事

や心配事があれば、まず担任の先生に相談してみてください。一緒に解決策を見つけていきましょう。

八洲学園大学国際高等学校情報誌

・ ｐ２   学習会特集 
・ ｐ３～７ 各担任からのクラス通信 
・ ｐ８   スクーリングに参加して 
・ ｐ９   イーラーニングとＣＷ、成績発送の継続についてのお知らせ 
・ ｐ１０  科目履修登録／在校生紹介 
・ ｐ１１  ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 
・ ｐ１２  ３月予定表 

 
「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！



文部科学省認可通信教育 

総務部 玉城 健一 

学習会特集

 
 
 
 今回は、学校でリポート＆視聴報告書作成していた生徒さん達を紹介します!! リポート＆視聴報告書

作成は自宅で行うことが基本です。しかし、「誰でも苦手な科目」や「どうしてもわからない問題」が

あります。そんな時、教職員や仲間と一緒に前進する方法もあります!! 担任の先生とよく相談をして、

リポート＆視聴報告書の作成を進めましょう(＾O＾)／ 

スクーリングで出会った仲間

と一緒に勉強しました(^_^) 

学校のポストで終わった 

リポートを提出!! この瞬間、

最高ですね(笑) 

お疲れ様でした!! 

教職員と一緒にリポート

作成♪ わからない問題

を質問しよう!! 

パソコン(NHK 高校講

座)を使って視聴報告書

作成♪ 
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文部科学省認可通信教育

１・２番クラス担任：玉城 健一 副担任：鈴木 啓之 

玉城クラス通信

 
生徒・保護者の皆さん、こんにちは(^O^) 沖縄は桜祭りも終わり、寒い日も終わりを告げようとして

いますが、元気に過ごしていますか？ 自宅学習やリポートは計画的に行っていきましょう!! 

 
☆学習会の様子☆ 
  ２月１３・１４日 学校でリポートがんばっていた玉城クラスの生徒さんを紹介します!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆、一生懸命がんばっていま

したが、リポートは自宅で

やることが基本です!! 
 わからない箇所だけ学校で

一緒にやりましょう(＾。＾) 

 

☆突撃!!卒業生へインタビュー☆ 

２月スクーリングで卒業確定した玉城クラスの「増尾優」さんへ突撃インタビュー(＾O＾)♪ 
舞台で活躍しながら八洲で卒業を目指した生徒さんの生の声をお聞き下さい!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉城「八洲ライフはどうでしたか？」 
優「楽しかったです、ハハハァ～(笑)」 

玉城「自宅学習は大変だった？」 
優「大変でしたよ(笑) 自分で視聴報告書をするのが一番大変でし

た！ だけど、スクーリングで友達を作って皆で励まし合いな

がらやると前進できました！」 
玉城「アルバイトはしていましたか？」 

優「していたよ！ ２つ掛け持ちしていました！ それでも、リポー

ト作成は余裕でした(笑)(嘘)」 
玉城「卒業後、どうするの？？？」 
 優「本当は働きたくなんだけど、まぁ自分が一番好きなことを出来

れば良いと思います。そのために今も舞台を続けています！」

玉城「主演女優賞必ずとってよぉ～！！」 
卒業確定おめでとう!! 

 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 

 

 春の日差しが感じられる時期となりました。生徒・保護者の皆さ 

んいかがお過ごしでしょうか。２月スクーリングは「球技＆卒業 

式」がテーマということで、球技大会を行ったり、最終日には素晴 

らしい卒業式が行われました。皆さんも高校卒業目指して一緒に前 

進していきましよう！困ったこと、不安なことがあればいつでもご 

連絡ください。 

 

 

  ①２０１０年９月で卒業の方。②２０１０年度前期で卒業確定を決めたい方。③今勉強している科

目がない方。①～③に該当する生徒さんは「科目追加登録」が必要になります。また、それ以外の方

で「追加登録が必要かわからない・・・」という人は必ず連絡してください。 
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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 

スクーリングに参加しよう！ 

長谷川クラスの皆さん、いつスク

ーリングに参加しようか迷ってい

る方がいたら、ぜひ連絡をくださ

い♪♪沖縄で皆さんにお会い出来

るのを楽しみに待っています。 



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、こんにちは！ 

沖縄はすっかり春模様。日本一早い桜も葉桜になりつつあります。 

今回は久々の絵本紹介です(・ω・)ノ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おはなしの内容】 

雪の降る森の中、こいぬと歩いていたおじいさんが手袋を片方落として行ってしまいます。

ねずみがかけて来て「ここで暮らすことにするわ」と手袋の中に入ります。次にやって来たか

えるが「わたしも入れて」と言うと「どうぞ」と入れてくれました。次々と動物たちがやって来て

仲良く中に入ります。手袋はもうぎゅうぎゅう。そしてやって来たのは、くま。「わしも入れてく

れ」「とんでもない。満員です。」のやりとりのあと「ほんのはじっこになら・・・」とくまも仲間に

入れてもらい、手袋は今にもはじけそうです。手袋が片方ないのに気付いたおじいさんが

探しに戻るその先を、こいぬがかけて行くとむくむく動く手袋が・・・。「わん、わん、わん」とほ

えるとみんなはびっくり！ 手袋からはい出して森のあちこちへ逃げて行きました。 
「てぶくろ」

作：エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ

絵：内田 莉莎子

島袋クラス：上村侑由さん 
普通の絵本みたいにファンタジーに溢れてなく、ちょうどいい感じなの

で好きなりました。絵のタッチも超好きです☆ 

 

 

 

 

【おはなしの内容】 

ねずみの家族がいました。おとうさん、おかあさん、おじいさん、おばあさん、そしてきょうだい

10 ぴき、みんなで 14 ひきの家族です。  

 

 寒い冬をすごすための家さがしにでかけます。途中、いたちにみつからないように気をつけ

てすすみます。また大きい川を順番に渡っていき、やっと見つけた木の根っこに、みんなで木

をはこんで家を作ります。力をあわせて作った家に食べものをいっぱい集めてきます。これで

寒い冬がきてもだいじょうぶ！！ 

「14 ひきのひっこし」

作・絵： いわむら かずお

島袋クラス：小西益未さん 
力を合わせて１つのことをやり遂げる大切さ、思いやりを持つことの大

切さを学んだ一冊。この絵本はシリーズ化していて、いろいろ種類があ

るけど、どのお話も家族や仲間を大切にし、みんなで力を合わせること

が大切だと教えてくれます☆ 

みなさんもこれは読んでほしいなあ♪っていう本がありましたら、ぜひ教えてくださいねヽ(´―｀)ノ 

【連絡先】 

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 

最近の出来事から 
沖縄には「たんかん」というとても美味しいみかんがあります。 

見た目はゴツゴツとしていて、所々黒い部分があり、とてもキレイとは 
言えない様な形をしている「たんかん」。見た目とは裏腹に、とにかく 
味は最高です。 
昔、両親を沖縄に招待したときにとても美味しかったと喜んでくれたのがきっかけで、毎年この時

期になると「たんかん」を実家に送っています。 
“今年も、「たんかん」を送るから”、と父に電話しました。 
「もう、そんな時期かぁ。あれは本当に美味しいから、こんな不景気でも元気になるもんなぁ。みん
なで美味しく頂くよ。」 
そんな嬉しそうな父の声に感動して胸が熱くなりました。 
自分が美味しいと思うものを人に分け与えると美味しさや嬉しさは倍増します。そういえば、2月ス

クーリング中に、バレンタインデーがあったのですが「日頃の感謝を込めて」とチョコレートを職員
室で配ってくれた生徒さんからも、日頃の疲れを癒してもらいました。本当に嬉しかったです。 
自分がしてもらって嬉しいことを人にしてあげると、それをされた人も、自分も嬉しさは倍増します。 
不景気で物が買えない時代でも、こんな風に皆さんの周りから幸せが伝染していったら嬉しいです。 

 

映画「サロゲート」を観て・・・ 

人間に代わって、社会生活のすべてを身代わりロボット“サロゲート”が 

遂行する世界──究極の安全と自由を手に入れたユートピアに秘められた、 

戦慄の陰謀とは…?! 「ターミネーター３」のジョナサン・モストウ監督 

が、ブルース・ウィリスを主演に迎え、テクノロジーが生んだユートピア 

の真実を暴く衝撃のアクション・サスペンスを誕生させた。 

 久しぶりに映画館に行きました。この映画はとても衝撃的で色々考えさせられました。人間が安全で

自由に動き回れるようにと自分の脳で自分の身代わりロボットを操る社会。いつか、この話が現実にな

るかもしれないと思った時の恐ろしさと言ったら･･･。 

以前、夢を見た時に、現実には絶対にありえない設定だったとしても夢の中ではそれを現実だと思っ

ていることを考えて、いい夢だったら夢も現実だと思えば２倍幸せって考えようと思ったんです。この

映画を観て、人間が人間らしく生きることの意味や、夢と現実をごちゃまぜにしちゃいけないことや、

自分がすべきことについて深く考えさせられました。現実にスポーツするよりも、ゲームの方が楽しい

と思っている方、是非、観てみてください。きっと、今日からの生き方や考え方が変わるはず。 

卒業式が近づくと・・・ 

 卒業式が近づくと、この 1年を振り返って色々なことを考えます。○月には、あんな生徒さんが来て、

こんなことをしたんだっけな。○月には、こんな出会いがあってこんなことを感じたな。その子も、あ

の子ももうすぐ卒業かぁ。そして、それぞれの目標だった高校卒業の卒業証書を受け取ると、急に社会

に押しやられたみたいな気持ちで不安になる生徒さんも多いようです。うちの卒業生は卒業するまでに

進路が未定なことが多いのも事実。卒業して何年も経過してからやりたいことを見つけて進学する人も

多いです。この 3月に卒業する方、卒業後も何かあればお気軽に報告、相談してくださいね。 

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 
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９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信 

 
 
 
 
 

         

 

 『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★ 

【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 

７ 



文部科学省認可通信教育 

1 月スクーリングに参加して  

八洲学園大学教授 渡邉 達生 
 
１月１２日から１５日までの４日間、沖縄に赴き、八洲学園大学国際高等学校の教職員

や生徒さんたちと、寝食を共にしながら高校教育の場に携わりました。その場で感じたこ

とを報告いたします。 
今回のスクーリングは、「植物」に視点を当てて行われていました。生徒さんたちが特別

活動や総合活動で植物にかかわり、そのことで得た喜びや、級友との心のひろがりが、ス

クーリングの期間に確実に積み重ねられて行きました。 
植物園に見学に行って植物の観察をする。そのことをもとに、植物を素材にしたカルタ

を作成する。また、アダンという植物の葉で、沖縄に伝わっている、「ハブグワー」を作る。

校舎の敷地に自生しているゲットウという植物の葉で「ムーチー」という餅をつくる。さ

らには、体育で、近くの八重岳に歩いて登り、日本で一番に咲く桜を見る。 
これらの活動は生徒たちに学ぶ意欲を起こさせ、友と語らう楽しさを味わわせるものと

なりました。「ハブグワー」は細長い草の葉を蛇のハブの形に編み上げていくもので、指に

食いついたら離れないのです。その作成方法は先生方でも難しいものでしたが、生徒たち

は乗り気で、楽しそうに、そして真剣に挑戦している姿には、とてもほほえましいものを

感じました。 
また、「ムーチー」作りでは、グループの中で、リーダーが生まれ、そのリーダーの掛け

声のもと、明るく協力している姿に、自分を乗り越えている姿を感じました。年に、一回

のスクーリング。初めて顔を合わせる生徒さんたちも多かったことでしょう。全国各地か

ら集まって来た生徒さんが、その孤独さをふりはらい、他の人とのかかわりをもつことに

は、思いのほかの気力が必要になります。それまで、他の人と語り合うきっかけをつかめ

ない生徒さんもいたことでしょう。でも、少人数にグループ分けがされると、互いの役割

が生まれ、自分が周りの人に役立つ心地よさを味わっていました。すばらしい、展開とな

りました。 
このような、植物を素材にした活動を通すことで、互いの中に親近感が生まれていきま

した。それは、他の、教科の学習での意欲にも発展していきました。 
１４日の夜、修了式が行われました。そのとき、２０名の生徒たちが、卒業できるとの

結果をいただきました。その生徒たちが、一人ずつ、自分のこれまでの、辛い思いや、卒

業できることの感激を、全員の前で話しました。その堂々とした姿に、人が生きることの

価値を見た思いがしました。ある、男子生徒が、次のような趣旨の言葉を全員に語りかけ

ていました。「世界一だめなこの俺を、卒業させてくれた、みんな、ありがとう。」生徒さ

んが、このように心を整理できるということを知らされて、教育の成果がいかに大きいも

のであったかということ、先生方の心がいかに温かいものであったかということ、等々を

感じて、思わず、涙ぐんでしまったのでした。すばらしい、スクーリングでした。 
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文部科学省認可通信教育 

管理部 鈴木 啓之 

「イーラーニング」 新規／継続利用のご案内

 高等学校の通信制課程では、スクーリング必要時間の１０分の６までを上限に自宅学習に振り替え

ることができます。当校では、スクーリングの各教科の先生が電子ホワイトボードを使って行う授業を

収録し、インターネットで２４時間配信する当校独自の「イーラーニング」を有償提供しています。 
「イーラーニング」だけの利用でも１０分の６までを、テレビ・ラジオ視聴報告と組み合わせると、

スクーリング必要時間の１０分の８までを上限に自宅学習にふりかえることができます。 
2010年度よりご利用を希望の方は、「学習の手帳」３６ページの「イーラーニング」利用申込書をコ

ピーし、必要事項を記して当校までお送りください。なお、利用には年額24,000円の学籍管理料を申し

受けます。 

2009年度前期より「イーラーニング」ご利用のみなさんにご案内します。 
2009年度卒業以外の生徒さんを対象に、３月中に「イーラーニング継続利用申込書」を郵送します。

継続してご利用を希望の生徒さんは、必要事項を記入して当校までお送りください。なお、継続には

年額24,000円の学籍管理料を申し受けます。なお、継続を取りやめた方は、４月より「イーラーニング」

視聴ができなくなります。あらかじめご了承ください。 
 
※  2009年度より、「イーラニング視聴報告書」は桃色の視聴報告書用紙のみ使用可能となりました。 

黄色い視聴報告書用紙は、テレビもしくはラジオ視聴専用となっております。 
 
 

管理部 鈴木 啓之 

「CW」、「成績発送」の新規／継続利用のご案内

携帯電話や自宅のＰＣからインターネット経由で「ＣＷ(コミュニティウェブ)」を利用して、直

近の成績、履修中の科目のリポートや視聴報告書の提出状況、スクーリングや特別活動への出席状況

を確認することができます（「学習の手帳」３７ページに表示例をご案内しています。）。ご登録の生

徒さんは、スクーリング参加が決まると、リポートや視聴報告書の受付状況、不備や不合格がないか

毎日確認するなど、有効に利用されています。 

当校では 2008 年度より、有償の「成績発送」から、無料で利用できるＣＷ(コミュニティウェブ)

への移行を提案してきました。新規の申込は随時受付ております。ご希望の方は「学習の手帳」３６

ページとじ込みの「ＣＷ（コミュニティウェブ）利用申込書」をコピーし、必要事項を記入して当校

までお送りください。 

インターネットのご利用が困難な方は、「ＣＷ(コミュニティウェブ)」の代わりに、あるいは併用し

て「成績発送」サービスを有償利用することができます。 

「成績発送」は紙面に打ち出した中間成績票を、２ヶ月に１度、ご自宅に郵送するサービスです。

直近の成績やリポートの評価を確認することができます。 

なお、「成績発送」は、申込から１年間有効です。１年間を超えて利用する場合、継続利用申込が

必要です。また、「成績発送」利用の際には、半期毎に300円(隔月3通×100円)の手数料を申し受けま

す。デポジットより引き落としが完了すると利用申込の登録の完了となります。 

2009年度前期より「成績発送」をご利用の生徒さんにご案内します。 

2009年度卒業以外の生徒さんを対象に、３月の「成績発送」に「成績発送継続利用申込書」を同封い

たします。継続してご利用を希望の生徒さんは、必要事項を記入して当校までお送りください。 

なお、2010年度から、「成績発送」の利用をとりやめる場合は、「継続利用申込書」の返送は不要です。 

9
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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。 
前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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 3/19（金）に発送します。 

必ずご確認ください！ 

【 申込受付期間 】 
  申込期間 授業料納入期限 

第１期 3 月 19 日（金） ～  3 月 31 日（水）  当日必着 4 月 15 日（木） 

第２期 4 月 01 日（木） ～  4 月 30 日（金）   消印有効 5 月 18 日（土） 

 
※ 今年度後期のリポート・視聴報告書提出〆切 …  
   

この日を過ぎて届いたリポートは、平成22年度前期のものとして受付されますので、

今期での単位修得はできなくなってしまいます。特に期限切れの科目・試験のない科目

は気をつけてください。不明な点がありましたら、必ず担任まで問い合わせてください。 
 

在校生紹介  

総務部 岩井 貴生 
年に 1 回だけの登校（スクーリング）と聞いていたので、入学

前は先生とのコミュニケーションが少ないのかなと思っていまし

たが、予想以上に先生とのコミュニケーションが多いので驚きま

した。担任の先生もいるし、いろいろ気にかけてくれたりします。 

初めてのスクーリングはとても不安でしたが、参加するとすぐ

慣れました。全国各地の、幅広い年齢層の人たちと知り合いにな

れるのが凄いと思います。反対に大変なことは・・・スクーリングに参加するためにリポートを一

人でやらなくてはいけないことですね。 

今まででいちばん思い出に残っているのは、「アウトドアスクーリング」の野外炊飯。あと、「専

門学校・大学体験スクーリング」で、いろいろな専門学校や大学を見学できたことも良かった。普

段なかなかできないことが、八洲国際の沖縄スクーリングでは体験できます。 

普段は毎日ゴルフの練習をしています。最初は時間の使い方に戸惑ったけど、慣れてくると自分

にプラスになるように上手く時間を使えるので充実しています。やっぱり自分の時間が作れるとこ

ろがいちばんの魅力ですね。  

今後はゴルフで活躍して、お世話になった人に恩返しをしたいです。八洲学園大学国際高校は自分

を見つめ直す良いチャンスを与えてくれる場所です。不安はあると思うけど、スクーリングに参加

してみると自分と気の合う友だちもできるので、とても楽しい学校生活を送ることが出来ます。 
10 



文部科学省認可通信教育

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

3/3 戦国大名 ～城と合戦と民衆と～ 3/11 衣食住の中の化学 3/12 情報をデザインする
3/10 織田信長の「天下布武」 ～民衆､寺家､公家 との戦い～ 3/25 もしも摩擦がなかったら 3/26 マルチメディア入門
3/17 豊臣秀吉の経済力
3/24 江戸幕府の成立 ～支配のしくみ～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/2 2次関数のグラフ （1） 3/2 酸化と還元 3/5 人と食べ物

3/9 2次関数のグラフ （2） 3/9 金属のイオン化傾向 3/12 健康と栄養

3/16 2次関数のグラフ （3） 3/16 電池 3/19 食品と調理 （１）
3/23 2次関数の最大値・最小値 （1） 3/23 電気分解 3/26 食品と調理 （２）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/4 地震と災害 3/3 遺伝とは何か 3/4 アメリカ合衆国 （1） ～自然と産業～
3/11 火山とマグマ 3/10 遺伝の法則 3/11 アメリカ合衆国 （2） ～多文化共生社会に向けて～

3/18 火山と災害 3/17 さまざまな遺伝 3/18 南アメリカ～多様な生活文化～
3/25 鉱物の世界 3/24 性と遺伝 3/25 インド

※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。

放送日 タ　イ　ト　ル ※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。

3/3 Reading 1 Dream-makers of the 20th Century (1) ※ 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、

3/10 Reading 1 Dream-makers of the 20th Century (2)      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

3/17 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (1) 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

3/24 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (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
3/14 羅生門 (1) （芥川龍之介） 3/15 鼻 (3) （芥川龍之介） 3/11 Lesson 6 Mottainai ! (3)
3/14 羅生門 (2) （芥川龍之介） 3/15 鼻 (4) （芥川龍之介） 3/11 Lesson 6 Mottainai ! (4)
3/21 羅生門 (3) （芥川龍之介） 3/22 鼻 (5) （芥川龍之介） 3/18 Lesson 6 Mottainai ! (5)
3/21 羅生門 (4) （芥川龍之介） 3/22 鼻 (6) （芥川龍之介） 3/18 Let's Try ! 6
3/28 ディベート (1) 3/29 こころ (1) （夏目漱石） 3/25 Communication 1
3/28 ディベート (2) 3/29 こころ (2) （夏目漱石） 3/25 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (1)

■　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
3/10 日常的な応急手当 3/13 更級日記（3） ～源氏の五十余巻(1)～ 3/10 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (2)

3/10 ライフステージとスポーツ 3/13 更級日記（4） ～源氏の五十余巻(2)～ 3/17 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (3)

3/17 文化としてのスポーツ 3/20 平家物語（1） ～忠度の都落ち(1)～ 3/24 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (4)

3/17 地域におけるスポーツライフ 3/20 平家物語（2） ～忠度の都落ち(2)～
3/24 ライフスタイルとスポーツ 3/27 平家物語（3） ～能登殿の最期(1)～
3/24 世界のスポーツライフ 3/27 平家物語（4） ～能登殿の最期(2)～

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）

・時間割は変更（追加）される場合があります。

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

体育α・β・γ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：10～1：40

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 

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
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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

３月通学スクーリング

３月通学スクーリング　３月２４日[水]

古  典 

３月

通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～）

1時間目

（10：00～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目

（12：30～14：00）

3時間目

（14：10～15：40）
理総Ａ 現代文

日本史
Ｂ

校内放送でお知らせします。

合同体育

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

学習会

1年次
(α)

2年次
(β)

3年次
(γ)

各クラスの集合場所（教室）は
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1 月  16 火 今年度後期のリポート・視聴報告書提出〆切 

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金
科目追加登録のお知らせ発送 

成績発送 

5 金  20 土  

6 土  21 日 春分の日 

7 日  22 月 振替休日 

8 月  23 火  

9 火  24 水 ☆通学スクーリング 

10 水  25 木  

11 木  26 金  

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月  30 火  

   31 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（６日～１２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 

平成２１年度スクーリングも残すところあと 

１回となりました。  ３月１９日には前期の

科目追加登録の申込書を発送いたします。 

登録が必要な生徒さんは忘れないように 

登録して、次のステップに進みましょう！ 

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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