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☆平成２２年度後期がスタートしました☆ 

平成２２年度後期が始まりました。 皆さん、「高校卒業」というゴールを目指して、一歩一歩進んで

いきましょう。教職員一同、全力でサポートいたします！ 

 

 

 

「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 校長挨拶 

P3 教職員の紹介 
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  /予防だより 
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校長挨拶 

校長 岩井 貴生 

 

 

歓 迎 の 言 葉 

10月から入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。これから学
習を進めていくにあたって、わからないことや不安な事が必ず出てくると

思います。そうした時は、まず担任の先生に相談して下さい。本学の教職

員は皆さんが在籍していた高校の先生たち以上に「情熱」と「やる気」が

あります。担任の先生たちは皆さんの質問を待っています。そして、質問

してくれることを嬉しく思います。ですから自宅学習がメインの本学でも

決して不安になることはありません。 

また、1 年に１度のスクーリングはとても楽しい時間です。スクーリングに参加する事は、誰もが不
安ですが、誰でも同じです。決して自分だけではありませんので、安心して下さい。誰もが初めて会う

人たちばかりです。年代や性別を越えて様々な人たちと出会えて友達になることができるのも本学の醍

醐味のひとつです。 

本学のモットーは「通信制だからこそ、コミュニケーションを大切にする」です。担任の先生はこま

めに皆さんの学習の進み方をチェックし、色々なアドバイスをくれると思います。ですから、皆さんも

遠慮せずに少しでも不明な点や不安な事が起これば遠慮なく連絡してください。 

皆さんが本学に入学した目標は「高校を卒業する」という一言に尽きると思います。しかし、卒業に

至るまでのスピードや科目の取り方などは、人それぞれです。ですから、他人の目を気にしたり、他の

人と合わせる必要もありません。是非、自分のペースで学習を進めて、自分の最も都合のよい時にスク

ーリングに年に１度参加して下さい。 

さて、結果には必ず原因があります。サボったらサボったなりの結果しか出ません。努力すれば、き

ちんと結果が出ます。高校卒業までの道のりも同じです。本学は開校してから現在まで 2000 人以上の
卒業生を送り出してきました。これだけ多くの人たちが卒業する事が出来たわけですから、皆さんも必

ず卒業することが出来るはずです。そのためにも、スクーリングに参加する月を早めに定めて、その時

期から逆算しながら、リポートを計画的に提出してください。 

「時、人を待たず」と言います。是非、限られた時間を大切にして、各自の目標に向かって確実に毎

日一歩ずつ進んで行って下さい。 

この度は、本当にご入学おめでとうございます。皆さんと沖縄本校でお会いできることを心より楽しみ

にしています。そして、近い将来、皆さんに卒業証書をお渡しできる日が来ることを今から心待ちして

います。 
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事務部 槌林 恵子

教員紹介 

八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえるように

全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。宜しくお願いします！！！ 

校長 

岩井 貴生（東京） 

教頭 

地歴 

中村 成希（福岡）

1・2番クラス担任 

国語・書道 

玉城 健一（沖縄）

3・4番クラス担任 

保健体育 

長谷川 瑠美（埼玉）

5・6番クラス担任 

情報 

島袋 友美（沖縄）

7・8番クラス担任 

保健体育 

平安山 智子（神奈川） 

9・0番クラス担任 

保健体育 

横田 裕美（福島）

1・2番クラス副担任 

国語 

新城 さやか（沖縄）

3・4・5・6番クラス副担任 

事務長/理科 

鈴木 啓之（愛知）

7・8番クラス副担任 

理科 

岸本 久律（沖縄）

9・0番クラス副担任 

英語 

宮城 大樹（沖縄）

国語・美術 

原田 みき子（秋田）

理科・数学 

島袋 正良（沖縄）

理科 

長﨑 佑（長野）

地歴・公民 

與那嶺 優香（沖縄）

地歴・公民 

岸野 博一（千葉）

英語 

糸満 英子（沖縄）

家庭 

与古田 初子（沖縄）

事務 

上間 翼（沖縄）

事務 

松本 美代子（東京）

事務

玉城 郁江（沖縄） 槌林 恵子（石川） 本間 衣里（東京） 具志堅 慎一（沖縄）

事務 事務 校務 

（カッコ）：（出身地）
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渉外広報部 玉城 健一

私(クラス)の自慢話！！ 

各担任からクラス生徒の皆さんへのメッセージです。担任を知る良いきっかけにして下さい!! 

私のクラス自慢は、副担任の「新城さやか」先生です!! 
優しくて生徒さんにも大人気!! 
「一緒に前進する」ことがクラス目標なので、

気軽に連絡して下さい!! スクーリング中は 
一緒に楽しく前進しましょう♪♪♪

私とまだ話していない生徒さん、

連絡が来るのを楽しみにしていますね!! 

とにかく漫画が大好きなところが自

慢です(笑) 

スクーリングで私の机にぜひ注目し

てみてください！！ 

私の自慢…何があるでしょう。逆に教えてほしいなあって思うんです

が、あえて挙げるなら声が大きいこと、とにかく元気！それに尽きる

と思います！そう思っている生徒さん多いと思います。ただ私もちょ

っと癒しが必要だなあって思う時があるんです！実は！！そんな時、

スクーリングで皆さん私を癒してくださいね☆皆さんの素敵な笑顔、

元気な姿に会えるのをいつも楽しみに待っています━(*´∀｀*)━ !!! 

私の自慢は誰よりも健康に気を遣っていること。だから、スクーリ

ング中は皆さんの健康管理を一番に考え、朝の HRでは毎朝ストレッ
チを行っています！自分の食生活を見直そうかな、と考えている方、

普段どんな運動をしたら良いのかなど、日常的な健康相談ものります

よ。心身共に健康的な生活を送ると、毎日が楽しく充実してきます。

不健康な生活をしている方、今がチャンス。私と一緒に健康オタクに

なりましょう！

太陽に向かって咲く『ひまわり』のように、みんな笑顔が素敵!! 
ひまわりクラスのみんなから、スクーリング中は、毎日パワーをもら

っています!!どんな事があっても、一緒に前進していきましょう♪ 
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平安山 智子 

 
★中村智子の結婚報告★ ７・８番クラス担任 

突然ですが、ナカトモこと、中村智子は10月 10日に入籍し、10月 24日に沖縄県名護市にある「ゆ

がふいんおきなわ」にて結婚披露宴を行いました。 

相手の方は、生まれも育ちも、学校のある沖縄県本部町という純粋な沖縄人（うちなんちゅー）です。 

新しい苗字は、平和で安全な山と書いて「平安山（へんざん）」と言います。 

沖縄らしい苗字で言いにくいかもしれませんが是非覚えてください。 

 

 

    

予防だより：インフルエンザ 
環境保健部 平安山 智子 

集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。流行性の感染症には十分注意しまし

ょう。昨年猛威をふるった新型インフルエンザと季節性インフルエンザの流行も始まりました。飛行

機や公共バス等の移動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありま

せん。日ごろの体調管理とともに十分な予防対策をお願いします。 

 
 
インフルエンザにかかった人が

せきやくしゃみをすることでウイ

ルスが空気中に広がり、それを吸

い込むことによって感染します。 
つばや鼻水を触った手で触れた

ところを触ることによる接触感染

でも広がります。よく見られる症

状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、

筋肉痛などで、のどの痛み、鼻水

などがあります。 

 
 
① 予防接種がもっとも有効で
す。お近くの病院（内科／小児

科）で受けることができます。

② 日頃から充分な栄養・休養が大

切です。 
③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗い

とうがいを心がけましょう。 
④ のど飴をなめる、マスクをする

などして喉を乾かさないよう

にしましょう。 

 
 
今年度の予防接種は、季節性イ

ンフルエンザと新型インフルエン

ザともに効果があります。昨年接

種した方にも、接種が奨励されて

います。 
なお、接種してから予防効果を

発揮するまでに約 2週間程度かか
ります。スクーリング参加の 2週
間以上前に接種することをお奨め

します。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、季節性／新型にかかわらず学校保健安全法に定める第二種感染症です。生徒さんが感染すると、法令

により解熱した後２日を経過するまでまたは発熱後７日間、出席を停止させることと定められています。 
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リポート作成のポイント 

教務部 長谷川 瑠美 
 
 
 
 
 

 

科目 担当教員 リポート作成のポイント 

国語表現Ⅰ 
各リポートの問題には答えが載っている教科書のページが示されています。そ

の部分を読めば解答できます。№3は国語辞典や漢和辞典を活用しましょう。 

現代文 

原田みき子 
該当する教科書のページが示されています。その部分をよく読めば解答できま

す。国語辞典や漢和辞典も活用しましょう。 

国語総合 
まず、教科書の本文を読みましょう。その後で学習課題ノートも参考にしてく

ださい。 

古典 
本文はさらっと読んで古典作品の雰囲気をつかみましょう。内容理解は学習課

題ノートを利用するとよいでしょう。 

国語表現Ⅱ 

新城さやか 

教科書を読めば解けます。一度読んで分からなければ何回も読んでください。

世界史Ａ 

たくさんの国が登場するため、どの国の出来事なのかを把握することがポイン

トです。目次から同じタイトルの章を探し、範囲を絞りましょう。重要な語句

は太字で強調されていますが、本文全体に目を通してください。教科書の後ろ

に載っている「索引」や「年表」を利用してもよいでしょう。 

地理Ｂ 

教科書の本文だけでなく、図やグラフ、脚注など教科書のすみずみに目を通し

ましょう。また、重要な語句は太字で強調されています。教科書の後ろに載っ

ている「索引」を利用してページを割り出すと範囲が絞られます。 

日本史Ｂ 

與那嶺優香 

教科書は年代どおりに進んでいきます。いつ、その事柄が起こったのか把握し

ましょう。どうしても見つからない場合は、教科書の後ろに載っている「索引」

から関連する語句を探してみましょう。重要な語句は太字で強調されています。

現代社会 

現代社会はすべて教科書に沿った内容です。ただ範囲が広いので探すのに苦労

するかもしれませんが、根気よく探してくださいね。わからない言葉がでてき

た時は「広辞苑」を使うと比較的簡単な用語がでてきます。またカタカナ語や

最新用語はインターネットや新聞に載っていますので、普段から新聞等をチェ

ックしてくださいね。 

倫理 

教科書の黒太文字に注目、そこからの出題が多いです。教科書下の注釈からの

出題もあります。気をつけてください。単語の説明は索引を利用すると便利で

す。 

政治経済 

岸野博一 

自分の思ったこと、感じている事を書いてもらう設問もあります。気軽に答え

て下さい。教科書の黒太文字に注目、そこからの出題が多いです。教科書下の

注釈からの出題もあります。気をつけてください。単語の説明は索引を利用す

ると便利です。 

数学基礎 

数学Ⅰ 

数学Ａ 

島袋正良 
リポートに参考となる教科書のページと例題が載っているので、その解法を見

て解いていきましょう。索引も利用しましょう。 

生物Ⅰ 長﨑佑 
問題には教科書のページが示されていますから、それを参考に教科書を読みま

しょう。太字の語句は大切な事柄ですから、その意味を理解してください。 
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地学Ⅰ 

地学Ⅰリポートは、主に天文・気象・地層の分野になっていて、リポートは教

科書に沿った内容になっています。教科書を隅々（本文だけでなく、図や図の

中の説明など）読んでみると答えが分かります。また、索引が教科書の巻末に

付いていますので利用してみましょう。特に理系分野は、苦手な方が多いと思

いますが、苦手意識を捨てて問題をよく読むと、意外と答えがすぐに分かりま

すよ。頑張ってください。 

理科総合A 

 

リポートは教科書に沿った内容となっていますので教科書を隅々（本文だけで

なく、図や図の中の説明）まで読んでみると答えがわかります。索引も利用し

ましょう。 

化学Ⅰ 岸本久律 
全体的に調べやすくなっています。約10％は応用問題ですが教科書をゆっくり

と進めていくとほとんど書き込むことができます。 

体育α 

体育β 
横田裕美 

体育γ 長谷川瑠美 

教科書の該当ページをしっかり読んで解いていきましょう。難しい用語は教科

書の巻末の「さくいん」から調べると分かりやすいです。 

保健 平安山智子 
リポートは教科書を読めば解ける問題になっているので、まずはしっかり教科

書を読むことから始めましょう。 

書道Ⅰ 玉城健一 
①№2～№6はリポートと一緒に作品提出も必要です。 

②「書く」だけではなく、「鑑賞」にも趣きを置く様に心掛けましょう。 

美術Ⅰ 原田みき子 

№１展覧会や美術館に行けない人は、ＮＨＫの「日曜美術館」などテレビ番組

を見て書いてください。№2・3・4・6は実作です。別の紙に描いて解答欄に貼

ってもいいです。№5は教科書を読みましょう（40～41ページ「色の世界を探る」

参照）。 

英語Ⅰ 糸満英子 

まずは教科書とワークブックの本文内容が書かれている箇所をよく読んでくだ

さい。意味の分からない単語は、教科書100～107ページのＷＯＲＤＬＩＳＴ（単

語リスト）や辞書で調べてください。内容を理解したらリポート作成開始です！

教科書の各レッスンの“Ｔａｒｇｅｔ”やワークブックの練習問題（リポート

とほぼ同じような問題になっている）は非常に参考になるので必ず目を通して

ください。 

英語Ⅱ 

最初にテキストを読んで内容を理解します。その際に、わからない単語にチェ

ックを入れ、辞書で調べます。それからリポートにとりかかるとよいでしょう。

ワークブックやテキストにのっている各章ごとの基本文型もリポート成作の参

考になりますので、ぜひ活用することをおすすめします。 

ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 

宮城大樹 
テキストを読んで、“表現”（テキストの章の初めの左にあります）が文中のど

こに使われているかを理解します。わからない単語にはチェックを入れ、辞書

で調べましょう。リポートには、テキストの参照ページが書かれていますので、

該当するところを探していけば答えもしくはヒントにたどり着けます。ワーク

ブック90ページの「表現のまとめ」も参考になります。テキストを声に出して

読むことが大切です。 

家庭総合 与古田初子 
まず教科書を読みましょう。本文だけでなく、コラムや表・細字の部分にも解

答になる重要なヒントが書いてあります。 

島袋正良 

情報A 島袋友美 

教科書をよく読んだら必ず解ける問題ばかりです。教科書の中の太字に注目し

たり、教科書の後ろにある用語集や索引を利用してリポート作成がんばってく

ださい！ 
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教務部 長谷川 瑠美 

平成２２年度後期 試験出題ポイント 

 

科目 出題ポイント    ※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

国語表現Ⅰ 

リポート：№2【五】（教科書 P34～35）本文を読んで理解しておく。空欄に言葉を

入れる問題（語群から選ぶ）。教科書 P87「レトリック」の代表的手法（擬人法・比

喩法・対句法）で文を作る。自己紹介文を書く（200～400 字）      

国語表現Ⅱ リポート：№1【一】、№6【一】、【六】、授業内容 

国語総合 リポート：№1【一】【二】【三】【四】、授業内容 

現代文 

リポート：№4（教科書 P74～76「サーカス」）詩をよく読み理解しておく。感想も

書いてもらいます。リポート：№10（教科書 P262～264）それぞれの俳句の季語と

季節を答える。「思い出」という題の歌詞を作る。 

古典 リポート：№4【九】【十】、№8【六】①、授業内容 

世界史 A リポート：№3、授業内容（配布プリント） 

日本史 B リポート：№6、№7、授業内容（配布プリント） 

地理 B リポート：№3、授業内容（配布プリント） 

現代社会 リポート：№1【1】、№3【1】【2】、№4【3】、授業内容 

倫理 リポート：№1【2】【3】【4】、№6【1】【3】【4】、授業内容 

政治・経済 リポート：№1【3】【4】、№2【3】【4】、№3【4】、№6【1】、授業内容 

数学Ⅰ リポート：№4【1】【4】、№5、№8【1】【2】 

数学 A リポート：№1【1】【3】【4】【5】、№2【1】【3】【4】、№4【2】【3】【5】【6】 

数学基礎 リポート：№1【1】【2】【3】【5】【7】、№4【1】【2】【3】【4】【5】、№5【1】【6】 

理科総合 A リポート：№1【1】【2】【3】【4】、№2【1】【4】、№3【1】【2】 

生物Ⅰ リポート：№1【1】【2】、№3【2】【4】、№6【2】、№7【4】、授業内容 

化学Ⅰ リポート：№1、№2、授業内容 

地学Ⅰ 
リポート：№3【2】【3】【4】、№4【1】【2】、№7【1】【4】、№8【1】【2】【3】【5】、

№7【1】、№9【4】 

保健 リポート：№2【2】【3】【4】、№3【3】、№4【2】、№5【3】【４】 

英語Ⅰ 
リポート：№1【5】【6】、№2【5】【6】、№4【2】【5】【6】、№8【4】 
授業で配布するプリント 

英語Ⅱ 

Lesson2(P10～13) 内容と熟語、Lesson3 (P16～19)比較級・最上級、Lesson5(P32

～35)本文の内容 tell…to～「…に～するように言う」、Reading1(P46～51)本文の
内容と訳、その他、リポート及び授業内容 

ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 

Warm-up、Lesson1、Lesson5、Lesson6、 
上記に関するリポート及び授業内容 

情報 A リポート：№2【1】、№3【2】【3】、№4【1】【5】、授業内容 

 

※体育α・β・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α・β・γに関して試験は実施せず、授業中の提出 

物やリポートなど総合的に評価します。体育は、授業に参加する際の服装も評価の対象となります。 
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文部科学省認可通信教育 

事務部 鈴木 啓之 

平成２２年度後期 スクーリング案内  

 

 

 

 

 

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

12/1 (水) ～ 12/10(金)      【9 泊】 11/5 （金）【消印】11/10（水）【必着】 11/19（金）【消印】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

※ ２月は後期卒業証書授与式を挙行します。参加申込多数のときは、卒業生を優先させていただきます。 

12/3 (金) ～ 12/10(金)      【7泊】 11/5 （金）【消印】11/10（水）【必着】 11/19（金）【消印】 

1/8  (土) ～  1/14(金)    【6泊】 12/3 （金）【消印】 12/9（水）【必着】 12/20（月）【消印】 

1/8  (土) ～  1/11(火)【3泊 A日程】 12/3 （金）【消印】 12/9（水）【必着】 12/20（月）【消印】 

1/11 (火) ～  1/14(金)【3泊 B日程】 12/3 （金）【消印】 12/9（水）【必着】 12/20（月）【消印】 

2/12 (土) ～  2/21(月)    【9泊】 1/5 （水）【消印】 1/12（水）【必着】   1 /24（月）【消印】 

2/14 (月) ～  2/21(月)    【7泊】 1/5 （水）【消印】 1/12（水）【必着】   1 /24（月）【消印】 

2/14 (月) ～  2/18(金)   【4泊】 1/5 （水）【消印】 1/12（水）【必着】 1 /24（月）【消印】 

3/3  (木) ～  3/9 (水)      【6泊】 2/4 （金）【消印】 2/8 （火）【必着】     2 /18（金）【消印】 

3/3  (木) ～  3/6 (日)【3泊 A日程】 2/4 （金）【消印】 2/8 （火）【必着】     2 /18（金）【消印】 

3/6  (日) ～  3/9 (水)【3泊 B日程】 2/4 （金）【消印】 2/8 （火）【必着】     2 /18（金）【消印】 

 

※ ３月のスクーリングは、平成２２年度後期卒業となる生徒さんは参加できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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］ ○ ○ ○ ○  ２６，９２０円 
〔９泊10日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  ２０，０００円 
〔7泊8日〕 

Ｂ ［通学］ × × × ○  ３，０００円 

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 

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。 

 

 

 

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）

☆☆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。 

９ 



 

 

 

 

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。 

1２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 

この「ゆんたく」に同封のレモン色の様式です。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、１２月スクーリング申込締切は１１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 
１１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！ 
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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

11/3 倭国とヤマト王権 11/4 物質を探究しよう 11/5 コンピュータの得意技
11/10 東アジア世界の動乱と古代日本 11/18 いろいろな粒を調べよう 11/19 情報整理はコンピュータで
11/17 奈良時代の都と地方 12/2 いろいろある！変化の理由 12/3 ネットワーク社会の歩き方
11/24 平安京の時代
12/1 摂関政治の展開と藤原氏

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
11/2 整式の加法・減法 11/2 物質の分離 11/5 変わる家族・家庭
11/9 整式の乗法 11/9 原子の構造 11/12 男女平等と共生
11/16 乗法公式 11/16 元素の周期表 11/19 家族と法律
11/23 因数分解 （1） 11/23 イオンと分子 11/26 労働と生活時間
11/30 因数分解 （2） 11/30 原子量・分子量 12/3 生命をはぐくむ

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
11/4 宇宙の進化 11/3 核のはたらき 11/4 熱帯～アマゾン～
11/11 恒星の誕生 11/10 細胞小器官のはたらき 11/11 サバナ～アフリカの自然と農業～
11/18 恒星の進化 11/17 細胞と酵素 11/18 モンスーン気候～東南アジア～
11/25 恒星の最期 11/24 細胞内の物質の出入り 11/25 砂漠～中東の人とくらし～
12/2 太陽系の誕生 12/1 単細胞と多細胞 12/2 温帯気候～ヨーロッパの自然と農業～

※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。

11/3 Lesson 1 (2) Do you …? ※ 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、

11/10 Lesson 2 (1) Were you …?      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

11/17 Lesson 2 (2) Did you …? 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

11/24 まとめ Try again!(1)

12/1 Communication (1) How Are you?

※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
11/6 スピーチ (1) 11/7 相棒 (1) （内海隆一郎） 11/3 Lesson 1 Sharing One World (4)
11/6 スピーチ (2) 11/7 相棒 (2) （内海隆一郎） 11/3 Lesson 1 Sharing One World (5)
11/13 児のそら寝 (1) 宇治拾遺物語 11/14 相棒 (3) （内海隆一郎） 11/10 Let's Try ! 1
11/13 児のそら寝 (2) 宇治拾遺物語 11/14 相棒 (4) （内海隆一郎） 11/10 Lesson2 Singaporean Teen Talk (1)
11/20 武が従者、主の矢先をはづすこと (1) 古今著聞集11/21 ナイン (1) （井上ひさし） 11/17 Lesson2 Singaporean Teen Talk (2)
11/20 武が従者、主の矢先をはづすこと (2) 古今著聞集11/21 ナイン (2) （井上ひさし） 11/17 Lesson2 Singaporean Teen Talk (3)
11/27 とんかつ(1) （三浦哲郎） 11/18 ナイン (3) （井上ひさし） 11/21 Lesson2 Singaporean Teen Talk (4)
11/27 とんかつ(2) （三浦哲郎） 11/28 ナイン (4) （井上ひさし） 11/21 Lesson2 Singaporean Teen Talk (5)
12/4 とんかつ(3) （三浦哲郎） 12/5 ナイン (5) （井上ひさし） 11/28 Lesson2 Singaporean Teen Talk (6)
12/4 とんかつ(4) （三浦哲郎） 12/5 そこにひとつの席が （黒田三郎） 11/28 Let's Try ! 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
11/2 体ほぐしの運動 (1) 11/5 伊勢物語（1）～初冠～ 11/2 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (1)

11/2 体ほぐしの運動 (2) 11/5 伊勢物語（2）～小野の雪～ 11/9 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (2)

11/9 運動と体力 (1) 11/12 徒然草（1）～公世の二位のせうとに～ 11/16 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (3)

11/9 運動と体力 (2) 11/12 徒然草（2）～吉田と申す馬乗り～ 11/23 Lesson 1 WHAT'S IN A NAME? (4)

11/16 喫煙と健康 (1) 11/19 徒然草（3）～よろづのことは頼むべからず(1)～ 11/30 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST(1)

11/16 喫煙と健康 (2) 11/19 徒然草（4）～よろづのことは頼むべからず(2)～
11/23 飲酒と健康 11/26 朝三暮四
11/23 薬物乱用と健康(1) 11/26 推敲
11/30 薬物乱用と健康(2) 12/3 管鮑之交 （1）
11/30 医薬品と健康 12/3 管鮑之交 （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）

・時間割は変更(追加)される場合があります。

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

１１月通学スクーリング

１１月通学スクーリング　１１月１８日　[木]

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。

・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
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１１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

国総 情報A OCⅠ

校内放送でお知らせします。

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A 現代文 地理B

合同体育



文部科学省認可通信教育

                               

 

                                  
                                  

                                 
 

1 月 １１月スクーリング返送書類必着 16 火  

2 火  17 水  

3 水 文化の日 18 木 ☆通学スクーリング 

4 木  19 金
１２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 １２月スクーリング申込〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火 勤労感謝の日 

9 火  24 水 成績発送 

10 水 １２月スクーリング申込〆切（必着） 25 木  

11 木  26 金
１２月スクーリング返送書類必着 

学校通信ゆんたく発送 

12 金 １２月スクーリング詳細発送 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月  30 火  

      

☆ 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 

後期入学生の皆さんはじめまして！ 
平成２２年度後期がスタートしまし
た。この「ゆんたく」では皆さまから
の感想、こんな記事を載せてほしいと
いうリクエストや原稿を募集しており
ます。ぜひ、お気軽にご連絡下さい♪ 
よろしくお願いします。 

横浜分室 槌林恵子 
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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） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
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