
文部科学省認可通信教育 

スクーリングで会いましょう！ 待ってるよ

平成２２年５月３１日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

「ゆんたく」では

大切なお知らせを

お伝えしています。

・ ｐ２   新任教職員紹介 

・ ｐ３   担任からのメッセージ（学習編） 

・ ｐ４～５ スクーリング案内

・ ｐ６   就学支援金案内 

・ ｐ７   ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

・ ｐ８   ６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。 



新任教職員紹介
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●宮城大樹（英語）

出身地：沖縄県名護市 

趣味：釣り、ソフトテニス、サッカー、洋楽 etc........ 

好奇心旺盛でいろんなことに興味を持ちアクティブに行動しています。 

まだまだ未熟な身ですがよろしくお願いします。 

●長﨑佑 (理科)

出身地：長野県大町(雪深い北アルプスのふもと) 

趣味：無農薬野菜作りと自然を楽しむ 

好きな食べ物：沖縄県本部町のカツオ(新鮮でうまい) 

夢：南極に行く事 

●玉城郁江 (沖縄事務)

初めまして。４月から事務として入りました玉城郁江です。 

事務部で余裕なさそうにしている見知らぬ人がいたら・・・、私です。 

皆さんと接する機会は少ないと思いますが、気軽に声をかけてくれると 

嬉しいです。 皆さんが目標を遂げられるよう応援しています。 

一緒に前進しましょう。

生徒の皆さんへ：３６年間水族館でイルカ・アシカ・ペンギン・マナティー・人食ザメと一緒

にすごしてきました。皆さんも一緒に、生き物の素晴らしさに感動と夢を追いましょう。

事務部 槌林 恵子

☆今年度より新しく着任した教職員の先生方を紹介します。



渉外広報部 玉城 健一

各担任の先生にインタビューしました!! 卒業を目指す上で是非参考にして下さい(^。^) 

学習の手帳を手元に用意しましょう♪ 

ルミ：八洲で高校卒業を目指す上で一番大切なことは何でしょう？

友美：通信制高校なので、やっぱりリポートかな!? (１４ページ) 

ルミ：そうだよねぇ～!! 計画的に進めることが出来ればベストですね!!

ゆみ：教科書とワークブックを活用して進めることが基本ですよねぇ～♪ 

健一：「わからないから進まない」という人もいるさぁ～。 

ルミ：質問票を活用すると一番わかりやすいんじゃないですか!! 担当の先生から直接問題を解くコツ

やヒントを教えてもらえるので。 

健一：そういえば、視聴報告書もあった。  

ルミ：今年から不合格になっても同じ番組を視聴して書き直してもＯＫになったんだったね。

健一：あっ、そうだった!! (１７ページ) 

友美：視聴報告書がどうしても出来ない生徒さんは、９泊１０日のちょっと長いスクーリングに参加す

ると良いんじゃないかな!! (２４ページ) 

ルミ：あと、卒業までにスクーリングと試験もあるよ。

ゆみ：スクーリングは生徒さん自身が興味のあるテーマに来てくれることが理想だよね!! 

ﾅｶﾄﾓ：興味のあるテーマに参加したらスクーリングの充実度が全然違うからね。5月は「実験」、6月は

「芸術」、7月は「マリンスポーツ」、8月は「冒険」、9月は「健康」って知っていた？ ちなみ

に、スクーリングは視聴報告書をする場合としない場合、短期間で参加する場合、長期間で参加

する場合などパターンが色々あるわよ。自分の状況に合わせて参加できるっていうのは嬉しいよ

ね♪自分では決めきれない生徒さんがいれば、私たちが親身に相談にのり、アドバイスするから

生徒さんは相談してみると良いかもね。(２４・２５ページ) 

友美：試験は授業をしっかり聞いておけば大丈夫でしょ!! 寝ていたり、おしゃべりしていたら注意する

ので(笑) どうしても苦手で評定１になっても追試を受けることが出来るから。(２５ページ) 

ルミ：私ばっかり話した気がするけど、もう終わりですね(笑) 最後に生徒さんには、わからないこと

や不安なことはいつでも質問してほしいよね♪ (５ページ) 

ゆみ：はい、今日はここで終わり～!! チャンチャン♪ 

※(  )内のページ数は全て「学習の手帳のページ数」 

担任からのメッセージ(学習編)
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事務部 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 22年度前期卒業証書授与式は９月のスクーリングの中で催します。 

※スクーリングの参加時期については担任の先生とよく相談して決めていこう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度前期 スクーリング案内  

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） 

〔９泊10日〕 
Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  ２６，９２０円 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

〔7泊8日〕 
Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  ２０，０００円 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

〔6泊7日〕 
Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  １８，０４０円 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

〔3泊4日〕 Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  １０，５１４円 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 
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スクーリング実施期間 参加申込書締切 
残りのリポート 

視聴報告書 提出締切 

7/2 (金) ～ 7/11(日)    【9 泊】 6/7 （月）【消印】6/11（金）【必着】  6/23（水）【消印】 

7/4  (日) ～ 7/11(日)    【7 泊】 6/7 （月）【消印】6/11（金）【必着】  6/23（水）【消印】 

8/2  (月) ～ 8/8 (日)    【6 泊】 7/2 （金）【消印】7/7 （水）【必着】 7/16（金）【消印】 

8/2  (月) ～ 8/5 (木)【3 泊 A 日程】 7/2 （金）【消印】7/7 （水）【必着】 7/16（金）【消印】 

8/5  (木) ～ 8/8 (日)【3 泊 B 日程】 7/2 （金）【消印】7/7 （水）【必着】 7/16（金）【消印】 

9/4  (土) ～ 9/13(月)    【9 泊】 8/5 （木）【消印】8/11（水）【必着】  8/23（月）【消印】 

9/6  (月) ～ 9/13(月)    【7 泊】 8/5 （木）【消印】8/11（水）【必着】  8/23（月）【消印】 

 

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

でに必ず返送してください。 

【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） 

スクーリング

費用は参加

する月によっ

て異なる場合

があります。 

毎月の申込

案内書で確

認してくださ

い。 

☆☆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。 
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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。 

７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 ～ 

 

 
 
 

 
 
★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：3泊4日 831円、6泊7日または7泊4日 997円、9泊10日 1383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） 

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 

５ 

 

暑いね 



事務部 鈴木 啓之 
 
 

「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書（以下、「加算支給届出書」という。）」

を学校に届け出された生徒・保護者のみなさん、ならびにこれから提出をお考えのみなさん

にご案内します。 

「加算支給届出書」に添付して提出いただいた平成２１年度分の所得または課税の証明書

類は平成２２年４月から６月までの支給額決定に必要な書類です。平成２２年７月から平成

２３年６月までの支給額決定については、平成２２年度分の所得または課税の証明書類が必

要です。市町村役場等で必要な証明書を入手し、学校までご提出ください。学校で取りまと

めて沖縄県庁担当課に提出し、県の加算支給判定を受けます。 

なお、入学時に「加算支給届出書」の提出を見合わせ、７月より加算支給の受給開始を希

望する生徒・保護者様は、お手元に配布済みの「加算支給届出書」に必要事項を記載して併

せて提出してください。 

以上 

 

平成２２年度分の課税証明書の提出方法 

期限：平成２２年６月２４日(木)必着 

提出物：平成２１年度分の所得または課税額を証明する書類 
（新規に加算支給を希望する場合は「加算支給届出書」
を同封してください。） 

提出方法：封筒に「加算支給証明書」と朱引して定形郵便として
郵送して下さい。 
（レポート提出用青色封筒は利用しないで下さい。） 

郵送先：〒９０５－０２０７ 
沖縄県国頭郡本部町備瀬1249 
八洲学園大学国際高等学校 就学支援金係 宛 

 

高等学校等就学支援金 加算支給届出について 
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６月 ４月 

平成２２年度 

平成２３年度 

平成２４年度 

証明書提出 

３月 

証明書提出 

証明書提出 

証明書提出 

６ 

就学支援金および加算支給対象者に関する 
お問い合わせ先 
０１２０－８４０－５９８（横浜：担当 鈴木） 
０１２０－９１７－８４０（沖縄：担当 上間） 
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事務部　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

6/9 日清戦争 6/17 エネルギー資源を知ろう 6/18 ディジタル化のしくみ
6/16 蝦夷地から北海道へ～近代日本と北海島・アイヌ～ 7/1 放射線はどこから来るの? 7/2 近未来のロボット
6/23 琉球から沖縄へ～近代日本と沖縄～
6/30 日露戦争

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
6/8 三角比の相互関係（2） 6/8 無機化学工業 6/11 健康で安全な住まい
6/15 三角比の拡張 6/15 有機化合物 6/18 住まいと環境
6/22 三角比の相互関係（3） 6/22 脂肪族炭化水素 6/25 自分らしく住む
6/29 正弦定理（1） 6/29 アルコールとエーテル 7/2 自立のための経済学

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
6/10 人類誕生への道のり 6/9 体液とその循環 6/10 地図と図表から世界の課題を読む
6/17 大気の構造 6/16 体液と生体防御 6/17 エネルギー問題～石油～
6/24 大気と熱の関係 6/23 肝臓と腎臓のはたらき 6/24 温暖化する地球
7/1 太陽放射と熱収支 6/30 ホルモンと自律神経 I 7/1 森林破壊

※学習の手帳（ 43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。

6/9 Lesson 8 Notes and Coins of the World (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、

6/16 文法3      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

6/23 Communication 4 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

6/30 Lesson 9 Grandma Moses (1)

※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
6/12 沖縄の手記から (2) （田宮虎彦） 6/13 山月記 (3) （中島　敦） 6/9 Further Reading 1 Words of Wisdom (1)
6/12 沖縄の手記から (3) （田宮虎彦） 6/13 山月記 (4) （中島　敦） 6/9 Further Reading 2 Words of Wisdom (2)
6/19 沖縄の手記から (4) （田宮虎彦） 6/20 山月記 (5) （中島　敦） 6/16 Further Reading 3 Words of Wisdom (3)
6/19 沖縄の手記から (5) （田宮虎彦） 6/20 山月記 (6) （中島　敦） 6/16 Further Reading 4 Words of Wisdom (4)
6/26 聞き書き (1) 6/27 山月記 (7) （中島　敦） 6/23 Let's Listen 1
6/26 聞き書き (2) 6/27 山月記 (8) （中島　敦） 6/23 文法のまとめ ３
7/3 学問 7/4 折々のうた (1) 6/30 Lesson 10 Media Literacy (1)
7/3 人間 7/4 折々のうた (2) 6/30 Lesson 10 Media Literacy (2)

■　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

6/8 現代生活とスポーツ 6/11 源氏物語（5）～若紫(1)～ 6/8 Lesson 7 ON THE MOVE (3)

6/8 競技スポーツの意義 6/11 源氏物語（6）～若紫(2)～ 6/15 Lesson 7 ON THE MOVE (4)

6/15 スポーツの社会的役割 6/18 古体の詩（1）子衿 6/22 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－(3)

6/15 スポーツの始まりと変遷 6/18 古体の詩（2）雑詩 6/29 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (1)

6/22 大気汚染と健康 6/25 古体の詩（3）売炭翁(1)
6/22 水質汚濁と健康 6/25 古体の詩（4）売炭翁(2)
6/29 土壌汚染と健康 7/2 俳諧・春夏秋冬（1）貞門・談林
6/29 健康被害の防止と環境対策 7/2 俳諧・春夏秋冬（2）芭蕉・芭蕉以降

事務部　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♪

　学校バスに乗車希望の方は、前日までに必ず連絡を下さい（℡0120-917-840）

・集合時間⇒名護市民会館はAM９：００、伊江島フェリー乗り場近くバス停はAM９：３０（時間厳守、「名護市役所前」バス停から徒歩5分程）

・時間割は変更(追加)される場合があります。

・当日は『名護市民会館』と『伊江島フェリー乗り場近くバス停』から学校まで送迎を行います。

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

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 

※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。

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

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

６月通学スクーリング

６月通学スクーリング　６月１８日　[金]

古  典 

７

６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）

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)
各クラスの集合場所（教室）は

英語Ⅰ 生物Ⅰ 古典

校内放送でお知らせします。

学習会

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A 英語Ⅱ 地理B



                               
                                  
                                  

                                 

1 火 ６月スクーリング返送書類必着 16 水 ７月スクーリング詳細文書発送 

2 水  17 木  

3 木  18 金 ☆通学スクーリング 

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月 ７月スクーリング申込〆切（消印） 22 火  

8 火  23 水 
７月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

9 水  24 木  

10 木  25 金 学校通信ゆんたく発送 

11 金 ７月スクーリング申込〆切（必着） 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 ７月スクーリング返送書類必着 

14 月  29 火  

15 火  30 水  

      

☆ 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（８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） 
 
 
 
 

 

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） 

 

編集後記 

梅雨の季節ですね。じめじめと蒸し暑く、
うっとうしくなる時期で、一年のうちで
もっとも体調を崩し易いと言われていま
す。食事や睡眠などの生活習慣に気を配
り心身の調子を崩さないようにしましょ
う。 
また、感染症や食中毒にも注意が必要で
すよ(^o^)// 
         横浜分室 槌林恵子 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

  

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/�
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