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１２月スクーリング「八洲ライブ２０１０」を開催しました！ 
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１２月スクーリングダイジェスト  
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★みんなのコメント★ 
 

●最高!!すべて最高!!うりゃ～!!(９・０番クラス生徒さん) 
●ハンドベル、むずかしかったですが楽しかったです♪(１・２番クラス副担任) 
●２年間、見捨てないでありがとうございました(１・２番クラス生徒さん) 
●三線をひくのは初めてだったけど面白かった!!(５・６番クラス生徒さん) 
●ハンドベル、練習時間おもしろかったなー!!(９・０番クラス生徒さん) 
●また１２月の音楽スクーリングに来たいです！(３・４番クラス生徒さん) 
●バンドがめっちゃおもしろそうだった。(１・２番クラス生徒さん) 
●楽しかったしかいいようがない。本当にありがとう(５・６番クラス生徒さん) 
●絶対卒業してやる!!(３・４番クラス生徒さん) 

２ 



校長 岩井 貴生 

本学で毎月実施されるスクーリングは、私にとって多くの生徒さんと触れ合うことのできるとても貴

重な時間です。特に「今回で最後」という生徒さんと会話を交わすときには、一期一会という言葉の重

みを実感します。 

１２月の音楽スクーリングは、約８０名の生徒さんが全国各地から集まり、とても充実した９泊とな

りました。三線、バンド、ハンドベル、ゴスペルといった四部門に別れて、各自が一生懸命になって音

楽に没頭しました。一曲を完成させるために全員で真剣に取組んでいる姿に時々見え隠れする一人ひと

りの顔に浮かぶ笑い顔には充実感が感じられます。なかには、自由時間となっても一生懸命練習してい

る多くの生徒さんの姿も見られました。「音」を通して「楽」しく過ごす生徒さんの姿を見ていると、「音

楽」という意味を再認識する事ができます。 

これは音楽だけに限りません。どんなことをしていても、そこに自分で楽しみを見つけて没頭するこ

とが、本当の「自由」ということなのでしょう。自分勝手に好き放題することを「自
じ

恣
し

事務部 槌林 恵子 

 

」といいますが、

そこには「責任」が伴いません。真の自由とは「自らに由る」わけですから、「やらなければならない」

ことのなかに自分なりに楽しみを見つけ、そして自分の行動に責任が伴います。 

１２月スクーリングに参加した生徒さんたちは、各自が任されたパートを責任持って確実にこなして

いるところに、自分なりの楽しさを見つけていました。参加した生徒さんたちは、立派に「自由」とい

うことを自分なりに実践していたのです。 

 さて、この『ゆんたく』が届く頃には、もう年末になっていることと思います。この一年は皆さんに

とって良い年でしたでしょうか。各自「自由」に、この一年の疲れを癒すと思いますが、是非とも「責

任が伴う」行動であってほしいと望みます。皆さん、良いお年をお迎えください。 

 

この度、岩井貴生校長が本を出版いたしました。保護者の方でご興味がございましたら、是非お読み

いただけたらと存じます。子育てに自信をなくしている保護者の方々にとって為になるメッセージが多

く込められている一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

《お求めは、下記の出版社、お近くの書店、もしくはアマゾンなどのインターネットからでも注文いただけます。なお、

出版社に直接お求めいただくと、定価 1785 円（税込）が 1500 円（税込）となる著者割引がございます。送料は別途 80

円がかかります。》 

スクーリングから学ぶこと・・・ 

本の紹介 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

３ 

子育てに悩む親へ 

～伝えたい子ども教育のヒント～ 

著者：岩井 貴生 

出版社：リベルタス・クリオ 

ISBN978-4-904425-07-7C1037 

株式会社リベルタス・クレオ  

〒105-0003 

東京都港区西新橋 2 丁目 11-13  

K ビル ANNEX3 階 

TEL：03-5251-9067 

 

 



渉外広報部 玉城 健一 
各担任から生徒の皆さんへ「新年の挨拶」をテーマに伝えたいことを紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任から皆さんへメッセージ 
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 あけましておめでとうございます!! 
今年はウサギのようにピョンピョンと大きく前進・・・は無理と思

いますが、少しずつ自分のペースで前進していきたいと思います!! 
クラスの皆さんには副担任のさやか先生と一緒に年賀状を送りまし

たので是非ご覧下さい( 。^＾)♪ 今年も末長く宜しくお願いします!! 
皆さんからの連絡、お待ちしています!!!! 

 
 

今年も皆さんにとって飛躍の年でありますように・・・心から応

援しています。さて、わたしが新年早々やることといったら 
① 今年の目標を立てる（毎年ダイエットと目標にしていますが・・） 
② おもちを食べる（納豆もちが大好きです♪） 
です！！皆さんも小さな目標でもいいので、ぜひ目標を立ててみて

ください。 
 

 

明けましておめでとうございます。新年になったら 1 年間の自分を

振り返ってリセットし、今年こそはの目標を作ってみませんか？ 
私の 2011 年の目標は「今年こそは三線をマスターする」にしようと

思います。10 年ほど前に購入した三線が、目の保養になってはいる

のですが、楽器としては機能していないことに対してとても申し訳

ないと思ったからです。皆さんはどんな目標を立てますか？ 

 
 
  『今年こそ』!!この気持ちが年度末まで続くよう、自分なりに輝け

る目標を持って前進していきたいと思います。みなさんの 2011 年が

あったかい 1 年になることを沖縄の空から願っています!! 
 何事も、まずは『やってみよう』♪そして心で感じよう★ 
今年もよろしくお願いします♪♪♪ 

去年より何十倍も素敵な一年になるよう

に一日一日を大切にして過ごしていきた

いと思います。そして皆さんと一緒にたく

さんの思い出を作っていけたらなあと思

います。何かあれば連絡くださいね♪では

今年もよろしく(*´∇｀)ﾉ.+ﾟ:･*☆ 

４ 



渉外広報部 玉城 健一 
各副担任から生徒の皆さんへ「新年の挨拶」をテーマに伝えたいことを紹介します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

副担任から皆さんへメッセージ 
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 新年明けましておめでとうございます♪ 

昨年は、私にとって八洲でみなさんに出会えたとても素敵な１年になりま

した！ 

まだお会いできていない方は、今年沖縄で会えることを楽しみにしていま

す☆ 

２０１１年もみなさんにとって充実した、素敵な１年になりますように...

☆ 

 今まで、この欄での新年の誓いに、バイキング年間１００食以上、大

盛３００食以上･･･といったことを挙げてきましたが、どれも簡単に達成

できてしまったので、2011 年は趣向を変えて誓いを立てます。 
１）年間で１０回以上、さくらんぼのシロップ漬缶詰を完食する！ 
２）年間で２０回以上、お菓子かケーキを作って食べる！ 
３）年間で３０種類以上の魚貝を食べる！ 
４）年間で４０食以上、名古屋の郷土料理を作って食べる！ 
５）年間で５０種類以上の異なる菓子パンを食べる！ 

ところでみなさん。今年の抱負
ほ う ふ

は立てましたか？ 

 
明けましておめでとうございます（＾ｖ＾）/  
今年は皆さんと出来る限りコミュニケーションをとっていきたいです。 
スクーリングでも電話・メールでも気軽に話しましょう！ 
新しい年を迎えて様々なことにチャレンジするチャンスですね、１年の

計は元旦にあり！皆さんも書初めやってみましょう！ 

    
 
新年明けましておめでとうございます。 
昨年同様、元気をモットーに励んでいきますので 
今年もどうぞ宜しくお願いします☆★ 

５ 



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 

〔４泊５日〕 
Ａ ［宿舎］ ○ ○ ○ ○  １４，１２０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 

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】 

 

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。 

６ 

※ 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。 

すでに後期卒業確定となった生徒さんへの卒業証書授与式参加申込については、個別にご案内します。 

※ 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。 

 



 

 

 

 

２月スクーリング日程 

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。 

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 
４泊 ５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 

①旅行会社からの連絡 

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。 

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。 
 

 

 

 

＊ 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、２月スクーリング申込締切は１月５日（水）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 
１月１２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！ 

 

７ 



 教頭 中村 成希 

 
● 平成２２年１２月より、八洲学園大学国際高等学校は【未来学習サポートセンター 
（石垣島：沖縄県）】とサポート提携を開始いたしました。 
 
●家庭教師派遣（個別指導スタイル）で、

中学校基礎学力のフォローから、本人の学

習ペースにあわせてのリポート指導が可能

です。 
 
●石垣島在住の生徒さん・保護者様で、興

味があるようでしたら、各担任まで連絡く

ださい。（フリーコール：0120－917－840） 
 
※本校学費とは別に費用がかかります。 
 

進路指導部 横田 裕美 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～センター試験受験のみなさん～ 

 

未来学習サポートセンターのご紹介 

進路指導部から 

 
≪未来学習サポートセンター：教職員≫ 

 
住所：沖縄県石垣市登野城 249－2 

 

 高校卒業は大きな未来へのステップ! そして、高校卒業後は自分の人

生を切り開くためのステップ!! 卒業が近づくにつれ、自分の未来が不安

になったり、本当にやりたい事は何なのか悩んだりする事があるかもし

れません。何もしないまま、自分の未来を進めるのはもったいない。ま

ずは挑戦!! 何かに取り組む事で見えてくる自分の姿があるはずです。見

えてきた時が自分の意思を貫く時!! 『これだっ』と思う事があれば、そ

の道を深めていくのもよいでしょう。それが自分の人生につながるので

すから。 
 いつでも、みなさんからの連絡をお待ちしています。自分の未来を切

り開くために、一緒に前進していきましょう!! 

準備は整っているでしょうか。試験会場の確認、受験票の準備…今からできることは

事前に準備し、余裕を持って試験に向かいましょう。不明な点があれば、大学入試セン

ターへ早めにお問い合わせ下さい。八洲人ファイト!! 
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平安山智子先生に続き、長谷川瑠美

先生も結婚しました・・・。 

私の番はいつになるんだろう～(笑) 

教職員一同、幸せな家庭が築けるよう

に応援しています♪ 

       保健体育科：横田裕美 

教職員代表 玉城 健一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境保健部 平安山 智子 

 

☆３・４番クラス長谷川瑠美先生 入籍報告☆ 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

予防だより：感染性胃腸炎とインフルエンザ 

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。今冬はノロウイルスによる感染性胃腸炎が例年の３倍のペースで発生しています。ま

た、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。 

 
ノロウイルスによる感染性胃

腸炎もインフルエンザも、感染の

ピークは１２月から２月です。 
主な感染ルートは手を介した

接触感染です。インフルエンザは

つばや鼻水を触った手、ノロウイ

ルスはつばや便座などを触った手

で口や鼻を触ることによって感染

します。 
 

 
 
① 予防接種がもっとも有効で

す。お近くの病院で受けること
ができます。 

② 人ごみは避け、帰宅後や食事
前の手洗いとうがいを心がけ
ましょう。 

③ 移動の際はマスクを着用する
と飛まつ感染防止に有効です。 

 
 
 

① 手洗いが有効です。トイレの
後や食事の前は手洗いをする習
慣をつけましょう。 

② 手洗いは、石鹸を使って流水で
洗い流します。タオルやハンカ
チは自分専用の清潔なものを利
用しましょう。 

 
保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、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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高大連携推進委員会 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学国際高等学校は八洲学園大学と高大連携を進めています。当校からの進学に当たっては、

入学金の返還や指定校推薦制度が利用できます。また、当校のｅラーニングシステムは、八洲学園大学

のシステムのサブセットになっており、スムーズに学習を移行できます。 

この度、高大連携の一環として、当校在校生ならば無料で八洲学園大学の就転職支援講座を受講でき

ることとなりました。この機会に、ぜひご利用いただき、みなさまの進学・就職にお役立てください。 

 

 

■プログラム 

・「履歴書の書き方」(90分) 

・「面接の受け方」(90分) 

■講師紹介 

齋藤ただし 氏 

大学、企業、ハローワーク等で、求職者向けにビジネスマナー講座、ビジネス 

コミュニケーション講座、自分に合った求人検索講座、模擬面接講座等、 

たくさんの講座講師を務められています。 

■受講方法 

インターネットからのオンデマンド配信（収録の再配信） ※平成２３年３月末まで 

■受講料 

無料(事前登録制) 
■受講の申し込み方法 

横浜分室 担当：鈴木（０１２０－９１７－８４０）まで 

 

事務部 槌林 恵子 

 
年末年始の沖縄本校及び横浜分室の業務時間は、以下の通りとなります。 
緊急の時

■ 仕事納め １２／２４（金）１７：３０まで  

は各担任のＰＨＳ／メールまで連絡してください。 
 

■ 休業   １２／２５（土）～１／３（月） 
■ 仕事始め １／４（火）８：３０から 
 
 
【担任ＰＨＳ番号/メールアドレス】 
玉 城クラス 070-5587-6212 ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp 
長谷川クラス  070-5580-1071 hasegawa@okinawa.yashima.ac.jp 
島 袋クラス 070-5587-2984  shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp 
平安山クラス  070-5587-2695  thenzan@okinawa.yashima.ac.jp 
横 田クラス 070-5578-4199 yokota@okinawa.yashima.ac.jp 
 

高大連携 

年末年始休業日のお知らせ 
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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

1/12 承久の乱と執権政治 1/13 電子で語る化学 1/14 ネットワークのしくみ
2/2 モンゴル襲来

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
1/11 不等式の応用 1/11 反応熱と熱化学方程式 1/14 新しい「高齢者」像
2/1 2次方程式とその解き方 2/1 酸と塩基 2/4 介助体験

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
1/13 地球の大きさと凹凸 1/12 植物の生殖と発生 1/13 工業の世界地理
2/3 地球の深部 2/2 発生の過程Ⅰ 2/3 流通・貿易と情報化

※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。

1/12 Lesson 4 (1) Yes, we can. ※ 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、

2/2 Lesson 4 (2) must と have to      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
1/15 おカネでは買えぬもの (2) （岩井克人） 1/16 空虚なコミュニケーション (2) （野口恵子） 1/12 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (1)
1/15 ガリヴァーとアリス (1) （外山滋比古） 1/16 短歌と俳句 (1) はじめに 1/12 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (2)
/ ガリヴ と リ ( ) （外山滋比古） / 短歌と俳句 ( ) 「犬 / ( )

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）

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。

地  理  Ｂ地  学  Ⅰ
毎週　木曜日(水曜深夜)1：10～1：40

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

毎週　水曜日(火曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅱ現   代   文

毎週　水曜日(火曜深夜)1：40～2：10

英  語  Ⅰ

1/22 ガリヴァーとアリス (2) （外山滋比古） 1/23 短歌と俳句 (2) 「犬」 1/19 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (3)
1/22 通知と案内 (1) 1/23 短歌と俳句 (3) 「猫」 1/19 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (4)
1/29 通知と案内 (2) 1/30 短歌と俳句 (4) 「蝶」 1/26 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (5)
1/29 徒然草 (1) 亀山殿の水車 （兼好法師） 1/30 短歌と俳句 (5) 「走る・歩く」 1/26 Let's Try ! 4
2/5 徒然草 (2) 仁和寺にある法師 （兼好法師） 2/6 短歌と俳句 (6) 「飲む・食う」 2/2 Lesson 5 Bear's Pie (1)
2/5 徒然草 (3) 奥山に、猫またといふものありて （兼好法 2/6 孤独を友とせよ (1) （新野哲也） 2/2 Lesson 5 Bear's Pie (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
1/11 意志決定と行動選択 (1) 1/14 古今和歌集 1/11 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－ (1)

1/11 意志決定と行動選択 (2) 1/14 新古今和歌集 1/18 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (1)

1/18 脳の働きと欲求 1/21 枕草子（1）～春は、あけぼの～ 1/25 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (2)

1/18 欲求不満と適応機制 1/21 枕草子（2）～うつくしきもの～ 2/1 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (3)

1/25 心身の相関とストレス 1/28 枕草子（3）～中納言参り給ひて～
1/25 ストレスへの対処 (1) 1/28 枕草子（4）～御方々、君たち～
2/1 ストレスへの対処 (2) 2/4 枕草子（5）～鳥は(1)～
2/1 自己実現 2/4 枕草子（6）～鳥は(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。

■　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

１月通学スクーリング

１月通学スクーリング　１月１８日　[火]

古  典 

・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。

体育α・β・γ

１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）

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)
各クラスの集合場所（教室）は

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

体育α 生物Ⅰ 地学Ⅰ

学習会

11

（12：30～14：00）

3時間目

（14：10～15：40）
英語Ⅰ 英語Ⅱ 古典



                               
                                  
                                  

                                 

1 土 元旦、学校休業日 16 日  

2 日 学校休業日 17 月 ２月スクーリング詳細発送 

3 月 学校休業日 18 火 ☆通学スクーリング 

4 火  19 水 成績発送 

5 水 
１月スクーリング返送書類必着 

２月スクーリング申込〆切（消印） 
20 木  

6 木  21 金  

7 金  22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月 
２月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切 

10 月 成人の日 25 火  

11 火  26 水  

12 水 ２月スクーリング申込〆切（必着） 27 木 ２月スクーリング返送書類必着 

13 木  28 金 学校通信「ゆんたく」発送 

14 金  29 土  

15 土  30 日  

   31 月  

☆ 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 

「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。 
中卒や高校中退、他の高校からの転校を希望している方 

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 

今年も残すところあとわずかになりました。

皆さんにとってこの１年どんな年でしたか？ 
来年も『ゆんたく』では、わかりやすい内容

で色々な情報をお届けしたいと思います。 
それでは皆さんよいお年をお迎え下さい！ 

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 
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