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１１月「理想の家計画」スクーリングを開催しました！ 

 

P2 １１月スクーリングダイジェスト 

P3 担任から生徒さんへメッセージ 

  テーマ「年末の過ごし方」 

P4-5 スクーリング案内 

P6 高等学校等就学支援金の支給時期について 

  /日本学生支援機構 第二種奨学金申込みについて

「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。 

P7 ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

P8 12 月予定表 
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渉外広報部 玉城 健一 

１１月スクーリングダイジェスト  
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「理想の家」計画スクーリング参加した皆さん！お疲れ様でした！！今回

の特別活動では部屋の配置を考えたり、建物をスケッチしたり、模型を作

ったりしました。参加してくれた生徒さんも真剣に取り組んでくれたの

で、準備が楽しかったです。今回学んだことで将来の家や部屋のきっかけ

になればうれしいです。また会いましょう！ありがとうございました♪ 

１１月スクーリングリーダー：岸本久律
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渉外広報部 玉城 健一 

担任から皆さんへメッセージ 

各担任から生徒の皆さんへ「年末の過ごし方」をテーマに伝えたいことを紹介します。 
 

今年は「家の年末大掃除」を必ずやります!!!!!!!!! 
毎年出来ていないので「今年こそは!!」と意気込んでいます。 
 違う見方をすると、皆さんの自宅学習も同じってことですかね。 
私のように「後回しにする」と「やらない」可能性もあります。 
年を越す前に、お互い少しでも着実に前進してからウサギ年を迎え

ましょう!! リポート＆視聴報告書提出お待ちしています(＾0＾) 
ちなみに、さやか先生は「年末はゆっくりしたい!!」そうです(笑) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『食べる！食べる！！食べる！！！』 
 今年の年末も食べるに徹します♪楽しみだなぁ～♪♪そして、

食べた分、今年こそはしっかり運動して現状維持!?頑張ります。 
みなさんの年末はどの様に過ごしますか。２０１０年の締めくく

りもハッピーに過ごせるといいですね!!   

今年は沖縄にお嫁に来て初めてのお正月。彼の実家で沖縄色に染ま

った正月を過ごしたいと思います。 
その前に、年末は学校の自分のデスク周りと家の掃除を隅

から隅まで行います！掃除機、クイックルワイパー、雑巾、コロコ

ロテープを使いこなしてピカピカにすれば身も心もスッキリした状

態でお正月を迎えられるはず。皆さんも、思いっきり掃除をしてみ

ませんか？ 
 

今年はとにかく遊びます！！昨年までは何かと忙しく、お友達と遊

ぶ機会を無くしてしまっていたので、今年こそはドライブしたり、

ご飯食べに行ったり、思いっきりエンジョイしたいと思います。あ

と、もうすっかり寒くなってきたのでこたつの購入も計画中です。

実は暑さよりも寒さの方が苦手な私。暖房器具は必需品なんです。

いろいろ品定めをして遅くても年末中には購入したいなあ（・∀・）

 

今年の年末は・・・と言うより毎年年末に必ずやることは、 

『年越しそばを食べる！！』です。 
我が家では、おばあちゃんが収穫したそばの実で手打ちそばを作っ

て食べています。目まぐるしく世間が変わる中、昔から変わらない

ものがあるって素敵なことだと思います。 
 今年も家族でそばを食べてのんびり過ごしたいなーと思います。 
皆さんもゆっくり過ごして、新しい気持ちで新年を迎えましょう♪ 

３ 
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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

1/8  (土) ～  1/14(金)    【6泊】 12/3 （金）【消印】 12/9（木）【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（木）【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（木）【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】 

 

 

 

 

※ 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。

※ 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。 

４ 



 

 

 

 

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。 

1 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

事務部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、１月スクーリング申込締切は１２月３日（金）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 
１２月９日（木）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！ 

 
５ 
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高等学校等就学支援金の支給時期について 

事務長 鈴木 啓之 
 高等学校等就学支援金の「受給資格の認定の通知」ならびに「就学支援金支給額決定

（交付決定）通知書」の配布を受けた生徒さん・保護者様にお知らせします。 
 
就学支援金の支給時期につきまして、沖縄県担当課より「国から県への交付額決定通

知が１１月中旬には通知される見込みであり、県から学校への代理支給が１１月下旬か

ら１２月上旬になろう」との連絡が入りました。当初「１０月以降のお振込み」とご案

内していましたが、遅くなっており大変申し訳ございません。学校では、就学支援金を

一括代理受領してからできる限り早くお届けの口座へ振り込めるよう、手配を進めてい

ます。 
 
 また、今回の支給は、２２年度前期授業料への就学支援金全額ならびに４月～６月ま

での加算支給分となります。７月～９月までの加算支給分の支給時期については、県か

らの連絡がありましたら、追って「ゆんたく」紙上でご案内します。２２年度後期に履

修登録された方への就学支援金支給についても、県からの支給時期の見込み提示があり

ましたら、追ってご案内致します。 
 
就学支援金の支給につきまして不明の点がありましたら、事務部 上間・玉城（たま

き）までお問い合わせください。（フリーコール ０１２０－９１７－８４０） 
 
※）２２年度前期に履修登録をされなかった方、「就学支援金受給資格申請書」を提出

されなかった方、提出後に「就学支援金受給資格不認定通知書」を受け取った方への今

回の支給はありません 

 

日本学生支援機構 第二種奨学金申込み 

事務部 松本 美代子 

日本学生支援機構 第二種奨学金(有利子)の利用希望者は、事務部 松本までご連絡

ください（フリーコール ０１２０－９１７－８４０）。 

申込書一式を郵送させていただきます。 

なお、申込提出は、１２月２０日から１月５日（必着）までとなっていますのでご注

意ください。 

６ 
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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

12/8 武士の登場 12/16 水素イオンで語る化学 12/17 情報検索の達人になろう
12/15 院政
12/22 鎌倉幕府の成立

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/7 根号を含む式の計算 12/7 物質量 12/10 子どもの発達
12/14 不等式 12/14 化学反応式 12/17 子どもの生活と遊び
12/21 不等式の解き方 12/21 化学変化の量的関係 12/24 家庭で育つ，社会で育つ

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/9 太陽 12/8 生物の体のなりたち 12/9 亜寒帯と寒帯～タイガとツンドラ～
12/16 惑星の素顔 12/15 いろいろな生殖 12/16 高山地域～ネパールを中心に～
12/23 もうひとつの太陽系を求めて 12/22 生殖細胞のでき方 12/23 食と農業の世界地理

※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。

12/8 Lesson 3 (1) It is …ing ※ 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、

12/15 Lesson 3 (2) It is …ing      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

12/22 Lesson 3 (3) It is …ing 　　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
12/11 訓点 (1) 12/12 永訣の朝 (1) （宮沢賢治） 12/8 Lesson 3 Modern Monsters (1)
12/11 訓点 (2) 12/12 永訣の朝 (2) （宮沢賢治） 12/8 Lesson 3 Modern Monsters (2)
12/18 故事 (1) 守株 12/19 この世 （中江俊夫） 12/15 Lesson 3 Modern Monsters (3)
12/18 故事 (2) 五十歩百歩 12/19 情けは人の…… (1) （俵　万智） 12/15 Lesson 3 Modern Monsters (4)
12/25 故事 (3) 蛇足 12/26 情けは人の…… (2) （俵　万智） 12/22 Lesson 3 Modern Monsters (5)
12/25 おカネでは買えぬもの (1) （岩井克人） 12/26 空虚なコミュニケーション (1) （野口恵子） 12/22 Let's Try ! 3

■　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
12/7 スポーツと国際理解 (1) 12/10 中国の詩　絶句・峨眉山月歌 12/7 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (2)

12/7 スポーツと国際理解 (2) 12/10 日本の詩　送夏目漱石之伊予 12/14 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (3)

12/14 スポーツの歴史 12/17 方丈記（1）～ゆく川の流れ～ 12/21 Lesson 2 THE BEST AND THE WORST (4)

12/14 感染症の予防 12/17 方丈記（2）～安元の大火～
12/21 エイズとその予防 (1) 12/24 万葉集（1）
12/21 エイズとその予防 (2) 12/24 万葉集（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

１２月通学スクーリング

１２月通学スクーリング　１２月２日　[木]

古  典 

７

１２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

現代文

日本史B

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

英語Ⅱ

学習会 生物Ⅰ

20：40～22：10

16：10～17：40

5・６限

7・８限

9・１０限

11・１２限

夕食

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

学習会



                               
                                  
                                  

                                 

1 水  16 木  

2 木 ☆通学スクーリング 17 金  

3 金 １月スクーリング申込〆切（消印） 18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月
１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切 

6 月  21 火  

7 火  22 水  

8 水  23 木 天皇誕生日 

9 木 １月スクーリング申込〆切（必着） 24 金  

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 学校休業日 

13 月 １月スクーリング詳細発送 28 火 学校休業日、学校通信「ゆんたく」発送 

14 火  29 水 学校休業日 

15 水  30 木 学校休業日 

   31 金
学校休業日 
（1/4 より通常業務となります） 

文部科学省認可通信教育

  

☆ 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（1 日～１０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 

日も短くなり、ずいぶん寒くなりまし
たが、風邪などひいていませんか？ 
後期最初のスクーリングが無事に終わ
りました。今年度、まだスクーリング
に参加していない生徒さん、積極的に
参加して下さいね 
今年も残り１カ月。悔いのないように
過ごしましょう。 

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） 

８ 

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