
文部科学省認可通信教育 

平成２２年３月３１日

            

 
☆平成２１年度後期卒業式を挙行しました。☆ 

 

八洲学園大学国際高等学校

総務部 岩井 貴生

２月スクーリングの最終日に卒業式が挙行されました。卒業生の皆さん、卒業おめでと

うございます。在校生の皆さんも卒業目指して、一歩ずつ確実に進んで行きましょう。 

八洲学園大学国際高等学校情報誌

 

 
さて、卒業式の余韻が冷めないうちに、あっという間に３月スクーリングが始まり、先週

無事に今年度最後の演劇スクーリングが終了しました。演じることの楽しさを実感でき

た一時でした。 
 
来年度も皆さんと楽しい時間を過ごせることを今から心待ちしています！ 

 
・ ｐ２    サチコ＆モモ募金報告／３月スクーリングダイジェスト 
・ ｐ３～７  各担任からのクラス通信 
・ ｐ８    卒業生へのメッセージ／奨学金制度について 
・ ｐ９～１０ 送辞・答辞紹介 
・ ｐ１１   ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 
・ ｐ１２   ４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。 
必ずお読み下さい。
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サチコ＆モモ担当 中村 智子   
 平成 21年 12月スクーリング最終日、突然、八洲国際に体重２ｋｇの小さなワンコがやってきました。
それがモモです。そのモモが、今ではすっかり主のような顔をしてサチコと仲良く過ごしています。 
そんなサチコとモモは、スクーリング中にいただいた皆さんからの募金のお陰で毎日元気に楽しく生活
することが出来ています。これからもサチコとモモを温かく見守っていてください。皆さんとスクーリ
ングでお会いできる事をサチコ、モモ共々楽しみにお待ちしています。 

   
平成 21 年度は、合計１１５，７２４円使わせていただきました。 

モモとサチコが元気でいられるのは、本当に、皆さんのお陰です。これからも宜しくお願い致します。 

総務部 玉城 健一 

サチコ＆モモ募金報告 サチコ＆モモ募金報告 

３月スクーリングダイジェスト

平成21年度のサチコ＆モモ募金の用途

衛生用品（首輪、リード、
シャンプーなど）：\20,350

エサ、おやつ代：\37,079

薬品：\27,245

診察、予防接種：\31,050
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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^) 沖縄は海開きも始まり暑い日が続きそうです。自宅学習や

リポートは計画的に行っていきましょう!! 

 
☆３月スクーリングダイジェスト☆ 
  ３月スクーリング玉城クラスは１０名の生徒さんが参加しました。クラスの雰囲気がとても良く、

ホームルームも楽しく進めることが出来ました!! 参加した生徒さん、お疲れ様でした!! 
 
 
 
 
 
 

平成 21 年度最後のスクーリング、無事終了し

ました。これからも自分のペースで前進して、

高校卒業を目指しましょう!! 

 
 
 
 

☆21年度玉城クラスの生徒さん・保護者の皆様へ☆ 

玉城クラスの生徒さん・保護者の皆様、１年間お世話になりました。 
色々な生徒さんがいましたが、１年間終わってみると私自身は楽しく過ごすことが出来たと実感してい

ます。また、今年度は３８名のクラス生徒さんが卒業確定しました。八洲学園大学国際高等学校で前進

出来たことを忘れず、これからの人生も頑張って欲しいと願っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

卒業確定すると、桜(直筆メッ

セージ入り)を咲かせること

になっています。内容は家

族・先生・友達への感謝の気

持ちや将来の目標など様々

です。今年度もたくさんの桜

が咲きました!! 来校した際

は卒業生のメッセージを是

非ご覧下さい!! 

 
 
 
 
 

 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

 

３ 
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長谷川クラス通信 

３・４番クラス担任 長谷川 瑠美

                               
 春たけなわの季節となりました。生徒・保護者の皆さんはいかがお過ご 

しでしょうか。昨年度を振り返ると、担任として、皆さんと接することが 

でき本当に貴重な一年だったなと感じます。ありがとうございました。 

これからも皆さんの進む道を応援していますので、一緒に前進していきま 

しょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スクーリング参加者の皆さん、お疲れ様でした。参加に至るまでの経緯はひとりひとり違うけれど、

このスクーリングでの出会いを大切にしてほしいと思います。また、皆さんを支えてくれている多く

の方たちに感謝の気持ちを忘れないでほしいと思います。卒業生の皆さんは本当に卒業おめでとう！

またいつでも八洲に遊びに来てください！！在校生の皆さんはまた一緒に進んでいきましょう☆ 

 

 

 

 

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。 

 

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 

４ 
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７・８番クラス担任 中村 智子 

中村（智）クラス通信 

平成 21 年度最後の 3 月スクーリングが終了しました！ 
今年度最後の 3 月スクーリングのテーマは「演
劇」でした。参加する前は不安に感じていた生徒
さんが多かったようですが、人前に出る練習⇒人
前で声を出す練習⇒人前で表現する練習⇒という
形で最終的には班ごとに朗読劇を発表することが
出来ました！班ごとで同じ台本を使って発表した
のですがそれぞれの個性が現れており、観客（と
いっても教員と生徒さんだけですが）も大変喜ん
でいました。最終日に書いてもらったアンケート
では来年もまた演劇というテーマで参加しても良
いかな、という生徒さんもいて満足度は高かった
ようです。 

 

 

 

 

平成 21 年度を振り返って･･･ 
5 月：沖縄芸術（少人数） 
6 月：料理 
7 月：ヤシマンピック２００９（マリンスポーツ編） 

←左記が平成２１年度のスクーリングテーマでし
た。特にテーマを意識しないで参加する生徒さん
も多いのですが、せっかく参加するなら自分の興
味関心が高い時期に参加した方が楽しめると思い
ます。来年度参加するときはテーマや参加者数を
意識して参加してみてくださいね。ちなみに、参
加者数は下のグラフの通りでした。参加者が少な
いときは自分のペースでできますし、参加者が多
いときは様々な生徒さんが参加するので自分に似
た友達を見つけやすいという生徒さんが多いよう
です。 

8 月：アウトドア（キャンプファイヤー含） 
9 月：大学、専門学校体験 
11 月：読書(ものづくり含、少人数)  
12 月：ヤシマライブ２００９ 
1 月：植物満喫 
2 月：球技 
3 月：演劇 
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ナカトモより 
 「自分が自分の 1番の応援団長でいてください。」この言葉の意味がわかりますか？ 
何かをしようとした時、誰かが「できるわけないだろ」と言ったからと諦めないで 
下さい。諦めようとした時、誰に何を言われても最後まで自分が応援し続け、努力 
し続ければきっとそれは叶うはずだから。 
私はこのことに気づいてから、人生が大きく変わりました。このメッセージが皆さんの心に届きますよ
うに･･･。その他、困ったことや分からないこと、不安なことがあればいつでも相談してくださいね。 
どこにいても、いつも、応援しています。 

 

学校フリーコール：０１２０－９１７－８４０ 担任ＰＨＳ：０７０－５５８７－２６９５ 

メールアドレス：nakamura@okinawa.yashima.ac.jp     担任 中村 智子 

６ 

mailto:nakamura@okinawa.yashima.ac.jp
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９・０番クラス担任 横田 裕美 

横田クラス通信 

 

 
 
 
 

７ 

★ひまわりクラスの皆さんへ★ 

平成２１年度はどの様な 1 年でしたか。毎日会うことは出来ないけれど、皆さんをいつも応援してい

ますよ。人間の顔も性格も十人十色。一人一人が違っていて、その違っているところが個性であり魅力

なのだということを忘れないで下さい(^_^)時にはうまくいかない事があっても、『次は大丈夫！！』そ

う信じて前へ進むことが大切。どんな事があっても、どんな時も、皆さんは今の皆さんで十分素敵です。

平成２１年度、皆さんの担任として過ごすことが出来たことに感謝しています。たくさんの感動と幸

せをありがとうございました。大好きなひまわりクラスのみなさんへ・・・ 

 

平成２１年度ひまわりクラス(９,０番)担任 横田裕美
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事務課 本間 衣里 

卒業生へのメッセージ

 
・ 中田雅敏（校長）桜咲く みごとに各自の桜を咲かせましたね。こころからお祝いを申し上げます。これからも自        

分の力を信じ多くの人々に感謝して生きて下さい。 
・ 中村成希（教頭）祝 努力によって人生は変わる。おめでとう！  
・ 玉城健一（1･2 番クラス）これからも自分のペースで前進して下さい。八洲から応援しています。 
・ 長谷川瑠美（3･4 番クラス）Congratulations！みなさんの笑顔に元気をもらい励まされました。みなさんの笑顔が

大好きです。 
・ 島袋友美（5･6 番クラス）八洲で培ったことを生かし、自分の可能性を広げてください。素敵な思い出ありがとう。 
・ 中村智子（7･8 番クラス）これからも自分らしく人生を楽しんでください。ずっとずっと応援しています。 
・ 横田裕美（9･0 番クラス）幸多き毎日を 卒業おめでとうございます！！  
・ 鈴木啓之 5 年後のあなたは何をしてますか？、１0 年後は、どんな人間になっていたいですか？  
・ 岸本久律 これから新しい世界で新しい未来を切り開いてください。 
・ 早川知里 今日が新たなスタート地点ですね☆勇気と希望を忘れず、前進できる人であって下さい。 
・ 岩井貴生 卒業に至るまでの皆様の努力は素晴らしいと思います。自分に自信を持ってこれからの人生を歩んでくだ

さい。 
・ 仲間美月 笑顔♪を忘れずに、自分らしく夢に向かって歩んで下さい。 
・ 原田みき子 ご卒業おめでとうございます。負けること、転ぶこと、どんどん体験してください。この世にムダな事

など何もありません。 
・ 與那嶺優香 新たな目標に向かって前進してください。 
・ 岸野博一 祝 自分らしく！  
・ 島袋正良 これからも自分自身をしっかりみつめて歩んでいこう。 
・ 糸満英子 皆さんのこれからの活躍に期待しています。お元気で･･･ 
・ 与古田初子 今の晴れ晴れしたステキな自信に満ちた顔、宝物です。大事にね。 
・ 松本美代子 卒業いいな！一番輝いているね！ 
・ 上間翼 何事も諦めなければなんとかなるもんだよ。思いつめずに気楽に自分らしく！！Take it easy 卒業おめでとう～ 
・ 具志堅慎一 ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ！人生の大地に根をはり大きくなれ！！ アバヨ！ 
・ 槌林恵子 ご卒業おめでとうございます。八洲での頑張りを忘れず これからも一歩ずつ前進してください。 
・ 本間衣里 ご卒業おめでとうございます！未来に向かって力強く歩んでください 

 

奨学金制度について

事務課 松本 美代子 
■奨学金制度とは 
勉強したいという意欲をもちながら、家庭事情や経済的理由により就学が困難な生徒（学生）に対して経済的に支援する

制度です。 

■目的や状況により申込む奨学金が異なります 
・定期採用 
年度の一定募集期間内に、高等学校在学中の生徒が必要な学費の為に申し込むもの 

・緊急採用 
 失業・倒産・病気などにより家計が急変し緊急に学費の援助が必要になった時に申し込むもの 
・進学予約採用（日本学生支援機構） 
 大学・専門学校などの進学校で受けようとする奨学金を高等学校在学時に予約するもの 
■奨学金の種類

貸与（たいよ）返済しなければなりません。 無利子と利子のつくものがあります。給付（きゅうふ）返済の必要はあり

ません。 
■資格その他

・地方自治体による奨学金 
お住まいの都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に直接お問い合わせ下さい。 

・民間の奨学金 
 ご希望の民間育英財団に直接お問い合わせ下さい。 
・低所得世帯・母子家庭に対する修学援助 
 お住まいの都道府県、市町村の福祉課・生活課などに直接お問い合わせ下さい。 
・奨学金申込みに関するお問い合わせは事務課：松本（0120-917-840）までお電話下さい。 
・奨学金申込み締め切りが 4 月末や 5 月初めなどありますので早めの申込みをお願いします。 
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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

3/31 海外交流の実態 ～４つの窓口～ 4/8 エネルギーは仕事の貯金箱 4/9 街のプレゼン名人を探せ
4/7 村と百姓 ～四季の暮らし～ 4/22 ひんやり・ほかほかの物理 4/23 アニメーションを作ってみよう
4/14 幕政改革の展開 ～三大改革を見直す～
4/21 江戸の繁栄 ～文化の大衆化～
4/28 動揺する江戸幕府 ～内憂外患への対応～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/30 2次関数の最大値・最小値（2） 3/30 元素の分類、水素と希ガス 4/2 食の安全チェック
4/6 2次関数の最大値・最小値 （3） 4/6 ハロゲン 4/9 これからの食生活
4/13 2次関数のグラフと2次方程式 （1） 4/13 酸素と硫黄 4/16 食生活と環境問題
4/20 2次関数のグラフと2次方程式 （2） 4/20 窒素とリン 4/23 人と衣服
4/27 2次関数のグラフと2次不等式 （1） 4/27 炭素とケイ素 4/30 着心地のよい衣服

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
4/1 多様な火成岩 3/31 遺伝子の連鎖と組換え 4/1 ヨーロッパ （1） ～EU統合のゆくえ～
4/8 山地の地形 4/7 遺伝物質ＤＮＡ 4/8 ヨーロッパ （2） ～経済発展と民族問題～
4/15 海岸の地形 4/14 ＤＮＡとタンパク質 4/15 イスラーム世界
4/22 地層と堆積岩 4/21 ＤＮＡ研究とその応用 4/22 アフリカ ～ケニアの暮らしから～
4/29 地球の歴史と放射年代 4/28 刺激の受容と反応 4/29 オセアニア

※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。

3/31 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (3) ※ 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、

4/7 Lesson 6 The Lake Is My Home (1)      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

4/14 Lesson 6 The Lake Is My Home (2) 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

4/21 Lesson 6 The Lake Is My Home (3)
4/28 Communication 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）11：40～00：20（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

4/3 春暁 （孟浩然） 4/4 こころ (3) （夏目漱石） 3/31 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(2)
4/3 竹里館 （王維） 4/4 こころ (4) （夏目漱石） 3/31 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(3)
4/10 送元二使安西 （王維） 4/11 こころ (5) （夏目漱石） 4/7 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(4)
4/10 黄鶴楼送孟浩然之広陵 （李白） 4/11 こころ (6) （夏目漱石） 4/7 Lesson 7 Don't Forget Breakfast !(5)
4/17 春望 （杜甫） 4/18 こころ (7) （夏目漱石） 4/14 Let's Try ! 7
4/17 シーソー (1) （柳田邦男） 4/18 こころ (8) （夏目漱石） 4/14 文法のまとめ １
4/24 シーソー (2) （柳田邦男） 4/25 こころ (9) （夏目漱石） 4/21 Lesson 8 A City in the Sky (1)
4/24 りんごのほっぺ (1) （渡辺美佐子） 4/25 こころ (10) （夏目漱石） 4/21 Lesson 8 A City in the Sky (2)
5/1 りんごのほっぺ (2) （渡辺美佐子） 5/2 ワスレナグサ (1) （星野道夫） 4/28 Lesson 8 A City in the Sky (3)
5/1 プレゼンテーションと報告 (1) 5/2 ワスレナグサ (2) （星野道夫） 4/28 Lesson 8 A City in the Sky (4)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送 ■　水曜日（火曜深夜）0:20～0：40
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/30 思春期と健康 4/2 義経記（1） ～忠信、吉野山の合戦の事(1)～ 3/30 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (1)

3/30 性意識と性行動の選択 4/2 義経記（2） ～忠信、吉野山の合戦の事(2)～ 4/6 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (2)

4/6 結婚生活と健康 4/9 説苑 ～圉人之罪～ 4/13 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (3)

4/6 妊娠・出産と健康 (1) 4/9 新序 ～不若人有其宝～ 4/20 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (4)

4/13 妊娠・出産と健康 (2) 4/16 項羽と劉邦（1） ～項羽、大いに怒る～ 4/27 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (1)

4/13 家族計画と人工妊娠中絶 (1) 4/16 項羽と劉邦（2） ～剣の舞～
4/20 家族計画と人工妊娠中絶 (2) 4/23 項羽と劉邦（3） ～樊、頭髪、上指す（１）～
4/20 性について考えてみよう 4/23 項羽と劉邦（4）～樊、頭髪、上指す（２）～
4/27 運動技能のしくみ 4/30 項羽と劉邦（5） ～沛公、虎口を脱す（１）～
4/27 運動技能の上達 4/30 項羽と劉邦（6） ～沛公、虎口を脱す（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)　1:50～2:20

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

※一部放送時間に変更があります。ご注意ください。

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)2：20～2：50

生  物 Ⅰ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：10～1：40

日 本 史 

４月通学スクーリング　４月２０日[火]

古  典 

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。

※一部放送時間に変更があります。ご注意ください。

国 語 総 合
■　日曜日(土曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送） ■　木曜日（水曜深夜）11：40～00：20（2番組連続放送

■　水曜日(火曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送）

オーラルコミュニケーションⅠ

４月通学スクーリング

４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 生物Ⅰ 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

国語総合 情報Ａ 化学Ⅰ

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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文部科学省認可通信教育 

                               
                                  
                                  

                                 
 
 

1 木  16 金 ５月スクーリング申込〆切（消印） 

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火 ☆通学スクーリング 

6 火  21 水 ５月スクーリング申込〆切（必着） 

7 水  22 木  

8 木  23 金  

9 金 前期スクーリング申込書発送 24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火 ５月スクーリング詳細発送 

13 火  28 水  

14 水  29 木 昭和の日 

15 木  30 金 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！！ 
 

 
 
 
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 

沖縄ではもう海開きのシーズン。ここ横浜

ではようやく春の暖かさを感じられるよう

になってきました♪ 
さあ、２２年度が始まります。気持ち新た

に頑張っていきましょう!! 
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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