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５月「実験」、６月「沖縄芸術」スクーリングを開催しました！ 
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「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。 

 

・ ｐ２    ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３    ６月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４    担任からのメッセージ 

・ ｐ５    先輩からのメッセージ 

・ ｐ６    コミュニティウェブ利用のすすめ 

・ ｐ７    イーラーニングを活用しよう 

・ ｐ８－９  スクーリング案内 

・ ｐ１０   入試（受験）方法について 

・ ｐ１１   ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

・ ｐ１２   ７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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５月スクーリングダイジェスト  
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  実験スクーリング、目指すは大きなシャボン玉づくり！！ 
ほとんどの生徒さんが、生涯最大のシャボン玉を作りました。 
シャボン玉で人を包むパフォーマンスは岸本先生の独壇場。 

今回はお土産もいっぱいお持ち帰りです。 
紫キャベツで作ったリトマス試験紙／色つきスライムなどなど 

中日の観光は美ら海水族館。 
生物の長﨑先生のガイドツアー付の特典！！ 

２ 



渉外広報部 玉城健一 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月スクーリングダイジェスト  
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八洲大好き！ 
満足度２００％♪ 

最高～～～～だった。 
満足度４００％♪ 

今回のスクーリングは３回

目、今回のメンバーも最高

だった！ 

リポートがほとんど終わっ

た！ 教えてもらった時、す

ごくわかりやすかった。 

職員室が超楽しかった。美

術の授業が印象に残った。 

卒業できました。みんなと

仲良くなれた♪楽しかった

です！ 

テーマが自分の好きな芸

術でもあり、特別活動が一

番楽しかったです。 

ちょっと不安だったけど、１

日目から楽しかった♪テス

トは完璧だった！ 

 予想していたよりも皆の満足

度が高かったのが嬉しかったで

す！ このスクーリングをきっか

けに、皆がこれからも前進して

いくことを願っています。参加し

た生徒さん、お疲れ様でした。

楽しい時間、ありがとう！！ 
６月スクーリングリーダー：玉城健一 

３ 



渉外広報部 玉城健一 
 

今月もテーマを変えて各担任の先生へインタビューしました!! 

「スクーリングにいつ行こうかな･･･。」っと悩んでいる生徒さん、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♪ 

    
  
 
 
 

 

 

健一：スクーリングっていつ頃来るのが理想なんだろう・・・。(1～4ﾍﾟｰｼﾞ) 

ﾅｶﾄﾓ：海に入りたい＆太陽が好きな生徒さんは前期中に来た方が良いと思いますよ!! 

友美：特別活動の内容を見て、参加すれば良いんじゃない!? 

健一：う～ん、テーマによって雰囲気が変わるからなぁ～。今年度のスクーリングテーマ覚えている？ 

友美：5月が実験、6月が沖縄芸術、7月がﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ、8月大冒険、9月健康、11月理想の家計画、12

月音楽、1月料理、2月ｸﾘｰﾝ大作戦、3月は未定。 

ルミ：全部言えましたね、友美先生素晴らしい～(笑) 

友美：当然!! 

ゆみ：9月と2月はそれぞれ卒業式がありますよねぇ～!! 

健一：各クラス、今年人数が多そうなのは何月？ 

ﾅｶﾄﾓ：例年通り12月と2月じゃないですかねぇ。 

ゆみ：学習の進み具合を見て参加時期を決めるのも大事だね!! 

ルミ：ところでスクーリングって何をするのか生徒さんは知っているのかな？ 

友美：授業と単位修得試験と特別活動!! あとは教職員や新しい友達とおしゃべり～!!(25ﾍﾟｰｼﾞ) 

健一：スクーリングって初めて会う人が多いから初日は皆やっぱり緊張している･･･。 

ゆみ：最初は皆緊張しているけど、少しずつ話せるようになるから大丈夫だよ!!もちろん、教職員とは

いつでも話せるから安心して!! 

ﾅｶﾄﾓ：スクーリングって泊まらないといけないの？ 

友美：基本的には宿泊だけど、通学もＯＫだよ!! これは事前に担任と絶対相談が必要だぁ～!! 

健一：うん、生徒さん１人１人事情やニーズが違うので必ず相談が必要さぁ～♪(24ﾍﾟｰｼﾞ) 

ルミ：基本は１年間に６泊７日ですが、「自分はどのようなプランでスクーリングに参加するのか？」

をしっかり相談して把握することが大切ってことですね!!(24ﾍﾟｰｼﾞ) 

ゆみ：はい、今日はここで終わり～!! チャンチャン♪ 

健一：ちょっと待って!! 最後に担任の連絡先が学習の手帳５ページに載っていることを伝えないと!! 

ゆみ：はい、終わり～♪ 

※(  )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(スクーリング編) 
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２００６年９月に本校を卒業した三枝恵美子さんが本校の姉妹校である 
「西日本柔道整復専門学校」を卒業しました。 
 
 

「西日本柔道整復専門学校」は柔道整復師の国家資格を取得するための学校です。 
 
【柔道整復師とは・・・】 
・ 「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打

撲、捻挫、挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。 
・ 柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を

修得し、解剖学、生理学など１１科目の国家試験をパスして取得できる資格です。 
・ 柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機

関と同じように保険証を使用できます。また病院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活

躍の場を広げています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福

祉分野に貢献しています。 
 
興味のある方は、指定校推薦もありますので、進路指導担当の横田裕美先生までお問い合

わせ下さい（0120-917-840）。 

先輩からのメッセージ 
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後輩の皆さんへ一言 

 

事務部 槌林恵子 

５ 

http://www.yashima.ac.jp/jusei/�


総合推進部 鈴木啓之 
 
 

コミュニティウェブ(Community Web) を利用すると、自分の成績やリポート提出状況を、自宅のパソコ

ン・携帯から確認することができます。もちろん無料、２４時間 OK です。 

現在の自分の学習の進み具合を把握して、今年のスクーリング参加計画、秋の科目追加登録の見込

みを立てましょう。 また、スクーリング参加を決めたら、履修科目をそのスクーリング中に確実に受験できる

よう、リポート提出状況やテレビ・ラジオ視聴報告書の合格通数、不備のあるリポートの有無を早め早めに

確認し、万が一「不合格」や「不備」となったリポートや視聴報告書があっても、リポート締切日までに挽回で

きるよう備えましょう！ 

＊利用方法は「学習の手帳」３９・４０ページをご覧ください。 

＊入学時に願書に記入した「パスワードを忘れちゃった・・」場合は、クラス担任へ連絡してください。 
 

 

 

 

コミュニティウェブ利用のすすめ 
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６ 

授業料有効期限 （期
限内に単位を修得しな
いと、再履修登録のう
え、ゼロからやり直し
になる。気をつけて！） 

評定 
空欄は履修中。評定２
～５は「合格。「１」は
「不合格」。 

受験資格 
スクーリング（＋視聴報
告書）必要時間数の出
席とリポート必要通数の
合格で「有」となります。 

特別活動参加時間 
クリックすると、特別活
動の参加内容と参加時
間数の詳細をみること
ができます。 

R 合格通数 
科目毎に合格したリポート通数を表示。 
クリックすると詳細が表示されます。 S 時間数、H 時間数 

スクーリングに出席した時間数と視
聴報告によって認定された時間数 
クリックすると詳細が表示されます。 

視聴報告評価 
「不備」は正しい方

法で再提出の
必要。 

「不合格」同じ番組
を視聴して提出
しよう！ 

リポート評価 
「２」～「５」は合格 
「１」は不合格 

要 再提出 
「０」は採点中また

は「不備」 

コミュニティウェブで確認できること 



番組表 見忘れた！ 
録画忘れた！

 
思いついたが吉日！ 
ちょっくら勉強すっか。 深夜放送は眠い！ 

今日は英語Ⅱの集中勉強日に
しよう！朝からガンガン見るぞ 

総合推進部 鈴木啓之 
八洲学園大学国際高等学校のイーラーニング（有償）は、授業を担当している先生が、電子黒板

に板書しながらインターネット上で(収録)授業をします。 
 

八洲の e-learning ４つの特徴 

① たった１番組の視聴で１通の視聴報告書が作成できます。視聴報告書１通を作成するのに、 

ラジオ NHK 高校講座では３番組の視聴、テレビ NHK 高校講座では２番組の視聴が必要ですが、 

イーラーニングならば、１番組で OK！ 

 

 

② イーラーニングと、ラジオ又はテレビの視聴報告とを組み合わせると、スクーリング必要時間数の 

最大８／１０時間までを視聴報告で振り替えることができます。 

 

  

③ 科目「書道Ⅰ」、「美術Ⅰ」のスクーリング必要時間数８時間のうち４時間を、イーラーニング

の視聴報告で振り替えることができます。なお、NHK 高校講座は科目「書道Ⅰ」「美術Ⅰ」の番組は

放送しておりません。 

④ どこでも視聴できます。インターネットにつながる環境ならば、世界のどこからでも視聴できます。 

（＊PC、OS、導入済みソフトは案内の必須条件を満たしている必要があります。） 

 

⑤ いつでも視聴できます。インターネットに好きな時間にアクセスして視聴することができます。テレビ

の NHK 高校教育講座では隔週または毎週の番組なので、学習の間があいてしまうなど学習のペース

がつかみづらい生徒さんに向いています。 

（※ NHK 高校講座は、テレビ・ラジオ既放送分についてはインターネットで再放送しています。） 

 

 

 

 

イーラーニングの利用の有無を含め、卒業までの追加科目登録やスクーリング参加時期を見通した

学習の進め方については、担任の先生とよく相談して方針を決めてください。 

新たにイーラーニングの利用を始めたい生徒さんは、「学習の手帳」より「CW（コミュニティウェブ）・イ

ーラーニング・成績発送申込書」ページをコピーの上、必要事項を記入して学校までご送付ください。 

 ※ イーラーニング視聴には学籍管理料が 24,000 円／年かかります。 

 

イーラーニング(e-learning)を活用しよう 

＝ ＝ 

ネットカフェいこうかな 
それとも家で見ようかな 

海外でもOK！ 

文部科学省認可通信教育 

７ 

教育課程表α(１年次)群β(２年次)群 
γ（３年次）群の科目をまたいで履修して
いる場合、集中スクーリングで、時間割の
かちあいを少なくすることができます。 

体調が思わしくなくて体育参加が困
難な場合、10 時間中最大８時間を
自宅学習に振り替えられます！ 



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 

文部科学省認可通信教育 
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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 

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。 

８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 

９ 

 

暑いね 



                                      進路指導部 横田裕美                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

入試（受験）方法について 

夏は進路決定の勝負のとき!!９月または２月に卒業を目指されている方は、今

からが勝負!!自分の『やりたい事』『なりたいもの』『自分の可能性を高めたい事』

を明確にし、進路選択を行って下さい。進路決定は自分の道をつくる第一歩!!
自分の人生に花を咲かせるためにも、今この時を自分のために『悩み・考え・

選択』して下さい。 
 今回は進学する場合の【入試(受験)方法】に関して掲載しました。入試方法に

も色々なパターンがありますので、ぜひご確認下さい!! 
※下記以外にも入試(受験)方法はあります。 
  

 
私立大学の一般入試は１月下旬から 3 月上旬に実施される場合が多い。受験機会は、１回から数回

までと大学等によって異なる。入試科目は『国語・地理歴史・公民・理科・数学・外国語』の教科の

うち、1 教科から 3 教科で受験できる場合が多い。 

 
 大学等のセンター試験利用入試は、センター試験の成績で合否を決定するため、1 回の試験に対し

て複数校に出願できる利点がある。平成 22 年度 9 月卒業者は『個人出願』、平成 22 年度 3 月卒業者

は『学校一括出願』になるため気をつけること。 

 
 大学が求める人物像に適し、入学意欲があるか総合的に照らし合わせて合否を決める入試方法。近

年では、AO 入試を実施している学校も増えてきている。選抜方法は様々だが、「大学が求める人物像

に適し、入学意欲がある」ことが重要な選抜基準となっている。個性、資質、意欲や学びたいテーマ

との整合性を『志願理由書』『調査書』『面接』『小論文』『体験』などから読み取り評価・選抜される

ことになる。 

 
 「学業成績・人物ともに優秀」であることを条件に、高等学校長の推薦が必要となっており、ほと

んどの場合、評定値 3.5 以上や 4.0 以上などの成績基準が設けられている。推薦入試を希望する場合

は、入学時から地道に努力する必要がある。推薦入試は、ほとんどの学校が面接を実施しているため、

面接練習も必ず行うこと。 

 
 高校に対して入学枠を設けているのが指定校推薦である。書類選考や面接が中心となり、必ず入学

することが条件である。指定校推薦を受けるために、校内選考もあるので覚えておこう。面接時での

態度によっては 100％合格するとは言えないので、面接対策は怠らないようにすること。 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 
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文部科学省認可通信教育

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

7/7 第一次世界大戦 7/15 より速く、より多く、より正確に 7/16 メディアを学ぼう（１）
7/14 大正・昭和初期の経済と対外関係

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/6 正弦定理 （2） 7/6 アルデヒドとケトン 7/9 ライフスタイルと経済計画
7/13 余弦定理（1） 7/13 カルボン酸とエステル 7/16 カード社会

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/8 大気の大循環 7/7 ホルモンと自律神経 II 7/8 世界の「水」を考える
7/15 天気予報と天気図 7/14 植物と環境への適応 7/15 持続可能な開発～リサイクルと循環型社会～

※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。

7/7 Lesson 9 Grandma Moses(2) ※ 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、

7/14 Lesson 9 Grandma Moses(3)      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。

※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
7/10 政治 7/11 折々のうた (3) 7/7 Lesson 10 Media Literacy (3)
7/10 爆弾のような問い (1) （鷲田清一） 7/11 折々のうた (4) 7/7 Lesson 10 Media Literacy (4)
7/17 爆弾のような問い (2) （鷲田清一） 7/18 ユーモアと笑い (1) （阿刀田高） 7/14 Lesson 10 Media Literacy (5)
7/17 爆弾のような問い (3) （鷲田清一） 7/18 ユーモアと笑い (2) （阿刀田高） 7/14 Let's Try ! 10
7/24 自己基準と他者基準 (1) （鈴木孝夫） 7/25 メディアに軽重はあるか (1) （杉本　卓） 7/21 Let's Listen 2
7/24 自己基準と他者基準 (2) （鈴木孝夫） 7/25 メディアに軽重はあるか (2) （杉本　卓） 7/21 Communication 3
7/31 自己基準と他者基準 (3) （鈴木孝夫） 8/1 夏の花 (1) （原　民喜） 7/28 Lesson 11 The Power of Music (1)
7/31 意見文 (1) 8/1 夏の花 (2) （原　民喜） 7/28 Lesson 11 The Power of Music (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

7/6 環境衛生活動のしくみと働き 7/9 蜻蛉日記（1）～坏の水(1)～ 7/6 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (2)

7/6 食品衛生活動のしくみと働き 7/9 蜻蛉日記（2）～坏の水(2)～ 7/13 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (3)

7/13 食品と環境の保健(1) 7/16 紫式部日記（1）～日本紀の御局(1)～ 7/20 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (4)

7/13 食品と環境の保健(2) 7/16 紫式部日記（2）～日本紀の御局(2)～ 7/27 Finish-up TRUE COLORS (1)

7/20 体力トレーニングの目的 7/23 無名抄（1）～深草の里(1)～
7/20 トレーニングプログラム 7/23 無名抄（2）～深草の里(2)～
7/27 目的別トレーニング法(1) 7/30 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(1)～

7/27 目的別トレーニング法(2) 7/30 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(2)～

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）

※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。

・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

７月通学スクーリング

７月通学スクーリング　７月３日　[土]

古  典 
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７月 時間 １年次(α) ２年次(β) ３年次(γ)

昼食 11：40～12：30

休憩 20分間

13・１４限

1・２限

3・４限

化学Ⅰ

生物Ⅰ

古典

地学Ⅰ

OCⅠ

化学Ⅰ

地学Ⅰ

国総 英語Ⅱ

学習会

学習会

17：40～18：50

情報A

学習会 英語Ⅱ

20：40～22：10

16：10～17：40

5・６限

7・８限

9・１０限

11・１２限

夕食

学習会19：00～20：30

理総A

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：10

14：20～15：50 学習会

理総A



                               
                                  
                                  

                                 

1 木  16 金 

８月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

成績発送 

2 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 17 土  

3 土 ☆通学スクーリング 18 日  

4 日  19 月 海の日 

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水 ８月スクーリング申込〆切（必着） 22 木  

8 木  23 金 ８月スクーリング返送書類必着 

9 金 ８月スクーリング詳細文書発送 24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 学校通信ゆんたく発送 

   31 土  

☆ 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（２日～１１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 

５月、６月のスクーリングの模様をお届
けしましたがいかがでしたか？ 
これから夏本番の沖縄。スクーリングに
参加して、沖縄の夏を楽しんで下さい！ 
「ゆんたく」に載せて欲しい記事などあ
りましたお知らせ下さい。 
皆さんのご意見・ご感想をお待ちしてお
ります(^O^)v 

横浜分室 槌林恵子 

文部科学省認可通信教育 
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（携帯ＱＲコード） 

 
 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/�
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