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１月「沖縄料理」スクーリングを開催しました！ 
 

平成２３年１月２８日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 
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P3 担任からのメッセージ 

テーマ「２２年度３月卒業を目指す皆さんへ」 
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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。 



渉外広報部 玉城 健一 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月スクーリングダイジェスト  

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

★みんなのコメント★ 
 

●自分達で作って楽しかった!! けど、味が濃すぎた・・・(^^;) （５・６番クラス生徒さん) 
●料理が得意じゃないけど、みんなと楽しく作れて嬉しかったです。(９・０番クラス生徒さん) 
●料理はやっぱり苦手・・・、私のフォローをしてくれた生徒さんありがとう～(^。^) （１・２番クラス担任） 
●友美先生、ありがとう！また専門学校卒業したら報告に来ます！（５・６番クラス生徒さん） 
●今まであまり食べたことの無い料理を食べることができて良かった。（１・２番クラス生徒さん） 
●沖縄料理しょっぱくて、あんまり食べれんかったけど、作るまでが超楽しかった☆ （３・４番クラス生徒さん） 
●最初は早く帰りたいと思ったけど、みんな温かくて良かったです。（３・４番クラス生徒さん） 
●小学校の調理実習を思い出して懐かしかったです。良い思い出が出来ました。（５・６番クラス生徒さん） 
●世界史Ａ、優香先生の勉強の教え方がすごく上手で楽しかったです。（１・２番クラス生徒さん） 

２ 



 
 ３ 

渉外広報部 玉城 健一 
各担任から生徒の皆さんへ「２２年度３月卒業を目指す皆さん」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 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

 
 
 
 
八洲へ入学してきた時の気持ちを思い出して、最後の１歩 

前進しましょう!! １・２番クラス生徒さん、保護者の皆さん、 

さやか先生も皆で一緒に２月２０日(土)の卒業式を迎えましょう!! 

高校卒業は皆さんにとって大きな出発点です。 
ここで終わりではなく、ここから皆さんの新しい道がスタートし

ます。進学や就職を迎えることになると思いますが、高校卒業を

乗り越えた皆さんなら、どんな道でも切り開いていけると思いま

す。 
 
皆さんが、卒業証書を受け取る姿を楽しみにしています！！ 
（´▽`）（´▽`）（´▽`） 
 

「卒業」は終わりではなく、これから新たな道 

のスタートです。本校で培ったものは決して無 

駄ではなく、皆さんにとって、とても素敵な財 

産になると私は信じています。素敵な思い出を 

皆さんと一緒に共有できるよう、そしてみんな 

で卒業式を迎えられるよう一緒に前進しましょう！ 

 

泣いても笑っても高校卒業まであと少し。悔いを残さないため

にも、自分自身が納得できる時間の使い方をしましょう！私も

全力でサポートさせていただきますので最後まで諦めないで下

さいね。卒業間近で進路が未定の方も進学、就職ともに相談に

のりますので遠慮なくご連絡下さいね。 

 

高校卒業は今の大きな目標。そして、高校卒業は未来への大きなス

テップ!!一人一人の可能性は無限大。今を大切に。そして、今感じる

様々な思いを胸に、卒業へ向けて一歩一歩進んでいく事ができたら

いいですね。いつも、どこにいても、みなさんを応援しています!! 

 

 



事務部 槌林 恵子 
 

 先月、卒業確定者・予定者及び保護者の方々には別途郵送で平成２２年度後期卒業証書授与式につい

てご案内しました。この『ゆんたく』1月号でも重ねてお知らせいたします。 

卒業確定者・予定者の皆様にとっては、努力を重ねた結果たどり着いた卒業式です。本校での最後

の行事となる卒業式で、生涯の大切な思い出を作って次の人生のステップに進んでいただければ幸い

です。 

なお、仕事の都合や遠方にお住まい等の理由により、卒業証書授与式を欠席する生徒さんには、ご

自宅に卒業証書を発送いたします。卒業式に関する質問は各担任までお問い合わせください。 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 
平成22年度後期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。

今まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言

葉やエールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、

「やってみようかな」とお考えの方は担任・副担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議

にて代表者を選出させて頂きます。 

 事務部 槌林 恵子 

 

卒業記念ＤＶＤの販売についてお知らせいたします。この構成は、平成22年度5～2月に行われたス

クーリング写真をまとめたもので、教職員紹介、授業風景、特別活動の様子、休み時間の様子などに

加え、卒業証書授与式の様子などが収められています。購入希望の方は切り取り線以下の「卒業記念

ＤＶＤ購入申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸ、郵送、またはメール（okinawa@yashima.ac.jp  

※メールの件名に「卒業記念ＤＶＤ申込」と記入すること）にて学校までお申し込みください。申込

締切は2月20日（卒業式当日必着）とします。 

なお、費用は送料込みで2,000円です。費用はデポジットから引き落としますので、希望される方は

事前にデポジットに残金があるか各担任へお問い合わせください。 

デポジットの残金が不足している場合は申込書を提出していても受付できませんのでご注意ください。 

 

卒業記念ＤＶＤ購入申込書 ＦＡＸ：０９８０－４８－４１１５ 

生徒番号（       ）生徒氏名（                ） 

ＤＶＤ購入希望枚数（    ）枚 

 
 

 

平成２２年度後期卒業証書授与式のご案内 

卒業記念ＤＶＤ販売のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

 ４ 

★ デポジットについていずれかに○をしてください。 

（ ）残金が 2,000円以上ある 

（ ）2,000円のデポジットを今回入金する 

★ 今回入金される方は希望のコンビニに○してください。 

（ ）セイコーマート（ ）ファミリーマート 

（ ）セブンイレブン（ ）ローソン 

住所 〒   －  

 

 

 

 

 

卒業記念ＤＶＤの郵送先住所→ 

切り取り線 

１．期日・場所  平成 23年 2月 20日（日） 八洲学園大学国際高等学校 食堂兼講堂 

※バス送迎有（20日 14：00那覇空港出発⇒学校、21日 8：30学校出発⇒那覇空港） 

２．日  程   卒業生  16：00（イルカ教室）※時間厳守 

保護者  受付を済ませてから 16：25までにご入場ください。 

         卒業証書授与式 16：30～18：00  花道入場・写真撮影 18：15～ 

３．そ の 他   生徒証明書（必ず持参してください）服装は自由、上履きは必要ありません。                 

 

mailto:okinawa@yashima.ac.jp�


 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

 

事務部 槌林 恵子 
  

年度末に伴い『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期についてお知らせ致します。 

■ 単位修得証明書･･･２０１０年度後期で修得した科目は、４月１日以降の発行 

■ 卒業証明書  ･･･２０１０年度後期卒業予定の方は、卒業式（２月２０日）終了後からの発行 

 

進学先・就職先などへの証明書の提出が必要な方はお早めにお申込下さい。 

ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 
 

 

事務部 槌林 恵子 

 

センター試験も終わり、大学の一般試験がそろそろピークになってきましたね。卒業予定の方、卒業

はまだ先だよという方も、卒業に近づいてきたら、卒業後の進路も早めに考えておくとよいかもしれま

せん。 

学校によっては 3月下旬まで願書を受け付けている場合もあります。悩んでいる方はお気軽に各担任

までご相談ください。 

 調査書・推薦書の発行は申込用紙が学校に到着後、約 1週間程度かかります。必要な方は出願期間、

〆切日などを確認し、余裕をもって申し込むようにしてください。 

作品・情報の募集 

証明書の発行時期について 

調査書・推薦書について 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

５ 

フリーコール 0120-917-840 

「ゆんたく」のご愛読ありがとうございます。 
この「ゆんたく」は、生徒さん・保護者様と学校をつなぐ場として、さまざまな情報やご案内を掲載させていた

だいております。なかでも連載の「スクーリングダイジェスト」は、スクーリング中のみなさんの生き生きとした活

動や学習を紹介しており、大変好評を得ています。 
そこで、この「ゆんたく」も双方向の情報発信を一層深めるために、生徒さん・保護者様からの投稿を広く募

集することとしました。いただきました投稿は、「ゆんたく」の特集や紙面記事の背景や挿絵として紹介させて

いただきます。どうぞ、ふるってご投稿ください。 

・ 地域での活動（講演、パフォーマンス）の告知 
・ 生徒さん同士での活動の紹介や、参加者募集 
・ スクーリング参加の感想や ちょっといい話 

・ イラスト、書、写メなどのビジュアル表現 
・ 詞、旅行記、アスキーアートなどの文字表現 
・ 創作数独、クロスワードパズルなどの出題 



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 

〔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 

文部科学省認可通信教育 

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 

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 

※ 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。 

※ ２０１１年度前期の日程及び申込書は、４月下旬にご案内致します。 

 



 

 

 

 

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。 

３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スクーリング参加申込
書へ必要事項の記載 

スクーリング参加申込書「学校提携の旅行会社にまかせる」欄に○をし、行き帰りの搭

乗日時、利用空港、旅行会社と旅行契約を結ぶ人の氏名、連絡がつく電話番号を明

記します。 発着時刻について希望があれば枠内の空欄に記載します。 

②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。 

③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。 

④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。 

⑤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。 

⑥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、３月スクーリング申込締切は２月４日（金）消印有効ですが、これに間に合わなかった場合は 
２月８日（火）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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憂稀へ・・・ 

２年前に入学してきた憂稀、週６日飲食店でアルバイトをしながら 

自宅学習を進める予定で八洲ライフをスタート。「勉強」と「仕事」 

の両立は想像以上に大変で、なかなか前進出来なかった・・・。 

そんな時、妊娠していることが発覚。「憂稀、お母さんになるんだ!!  

生まれてくる子どもに『お母さんは高校卒業したんだよ』って絶対 

言いたい!!」 憂稀の力強い言葉を聞いた時、涙が出そうでした。 

しかし、憂稀が卒業証書を受け取る時まで泣くのは我慢することに決めています。 

一緒に必ず卒業しような!!  担任：玉城健一より 

 
 
現在２歳になる娘さんをもつ中村美嘉さんは無事１月スクーリングで卒業確定した生徒さんです。 

そんな彼女を紹介したいと思います。 

●リポート・視聴報告書をしている時、辛かったことはありますか？ 

それをどのように乗り越えましたか？ 

やはりしんどくなることもありましたが、あと何枚！！あと何日あれば終わる！！ 

と自分で自分を励ましながら頑張りました。 

また子どもとの触れ合いも息抜きになりました(*´▽｀)*  

●今一番楽しみにしていることはなんですか？ 

子どもの成長を見守ることです。毎日毎日、昨日まで出来なかったことが、 

一つずつできるようになっていくことが、嬉しくて、かわいくてたまりません(´∀｀人) 

●高校卒業後は何をしたいですか？ 

子どもと一緒にいろんなことにチャレンジしたいです。 

まだ具体的に何をするかは決めていませんが、 

家事や育児だけではなく好きな仕事をしていきたいと考えています。 

●これから卒業を目指す皆さんへ一言お願いします 

これから苦しいこと、辛いこと、楽しいこと、たくさんあると思いますが、 

全て自分の“糧”になります。生きていくのが辛くなるほど辛いことが 

あったとしても、それを乗り越えれば必ず自分の力になります。 

神様はそれを乗り越えられる人にしか“試練”を与えないそうです。 

自分にならできる！自分だからこそできる！と思って何事にも全力で 

取り組んでみてください。応援しています。 

  

事務部 鈴木 啓之  

自分のペースで、しっかりと前進している皆さん。 
そんな「やしまんちゅ」な仲間を各担任から紹介しちゃいます！ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

１・２番 玉城クラス 
新地憂稀さん 

 

５・６番 島袋クラス 
中村美嘉さん 

娘の結依
ユ イ

 

だよー♪ 
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やしまんちゅ広場 
文部科学省認可通信教育 

 



 
 
うちのクラスからは福岡県在住の橋本隆太郎くんを紹介します。 

寝る時間（1 日 6 時間）とバイトの時間（週に 6 日×1 日 8 時間）以外は 

すべて音楽活動に費やしているという彼は、12 月の音楽スクーリングで 

卒業を無事確定させることが出来ました。 

卒業後は福岡スクールオブミュージック専門学校への進学が決定しています。 

普段の音楽活動では、自宅にあるピアノやギター、PC を使って自らが作詞作曲、 

練習をするだけでなく、ヴォーカルの個人レッスンも受けているとの事。 

また、定期的にライブハウスでライブにも出演しているそうです。 

昔から、お母様がヤマハの先生であったことも影響し、音楽が身近な存在だったそうです。 

ただ、大好きな音楽だけで食べていけるとは限らないため、ほか弁で 2 年以上の実務経験を積み、 

来年には並行して調理師免許も受験する予定との事。 

彼の話を聞いていると、どんどん夢が膨らみます。 

やしま国際は通信制の高校だからこそ、空き時間が沢山あります。 

皆さんは誰にも平等に与えられている 1 日 24 時間、1 年 365 日をどう使いますか？ 

   

 
沖縄県内のホテルに勤める魁士郎くん。学業と仕事を両立させて高校卒業を目指しています。 
１月スクーリングで卒業確定を決め、２月に卒業式を迎えます。 
それでは魁士郎くんにインタビューをしてみたいと思います。 
長谷川：スクーリングの一番の思い出は何ですか。 
魁士郎：音楽スクーリングが楽しかったです。 
長谷川：勉強をしていて大変だったことはありますか。 
魁士郎：自宅学習の時間を作るのが大変でした。 
長谷川：最後に長谷川クラスの在校生のみなさんに一言お願いします。 
魁士郎：挫折しても八洲の先生が助けてくれると思うので、頑張ってください！！ 
魁士郎：自宅学習の時間を作るのが大変でした。 
長谷川：最後に長谷川クラスの在校生のみなさんに一言お願いします。 
魁士郎：挫折しても八洲の先生が助けてくれると思うので、頑張ってください！！ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３・４番 長谷川クラス 
下地魁士郎くん 

 

７・８番 平安山クラス 
橋本隆太郎くん 

９・１０番 横田クラスは次のページへ。Don’t miss it!! 

９ 



 

ＮＡＫＡＭＡＳＡこと教頭の中村成希です。 

年末に海外旅行に行って来ました。 

交通手段は超高速船（ビートル）で、「博多港（日本国）」から

「プサン港（大韓民国）」への航路。 

１２月２８日～３０日の２泊３日のスケジュールでしたが、 

帰国当日、悪天候になってしまい、高波、船は全て欠航。 

結局、大韓民国で年を越してしまいました。 

日本には１月２日に帰国したので、 

八洲学園大学国際高等学校の集中スクーリング期間と同じく 

『６泊７日間』の旅でした。 

 自分自身にもっと『旅の知識』あれば、もっとスムーズに日本へ帰国できたのではないか！？ 

と、韓国に足止めさせられていた期間中、ずっと思いました。。。 

ってことで、ＮＡＫＡＭＡＳＡの２０１１年の目標は、 

１０月実施予定の国家試験【総合旅行業務取扱管理者】を受験し、合格を目指します♪ 

「韓国旅行記」や「資格チャレンジの様子」、「スクーリングの様子」をブログで随時ＵＰしているので、 

時間がある人は、覗きに来て下さい 

http://blog.goo.ne.jp/masaki1216_1978/  

  

 
１月スクーリングで卒業確定した内藤裕太くん!!４月からは夢実現のために専門学校へ進学します。高校を

卒業するまで全てが楽に進んだわけではないけれど、諦めず自分らしく前進する姿はいつも輝いていまし

た。自分の夢に向かって進むこと…これは大きな力になります。在校生のみなさんも、自分のやりたい事・

夢を見つけ、高校卒業という目標に向かって前進していくことができたらいいですね！！ 

八洲で大変だった事は？ 

自分のペースで学習を進めることができる分、 

勉強する時間を作るなどの自己管理が大変でした。 

将来の夢は？ 

植物を通して、たくさんの人に幸せを与えられるような 

仕事に就くことです。 

八洲にきて良かった事は？ 

スクーリングで、先生方や他の生徒さんなど、 

色々な人と出会えた事です。 

  

１０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９・１０番 横田クラス 
内藤裕太くん 

やしまんちゅ広場、いかがでしたか？  
次回のやしまんちゅはあなたかも！？ お楽しみに！ 

안녕히 계세요！또 봬요！！  

（さよなら！またね！！） 

http://blog.goo.ne.jp/masaki1216_1978/�


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

2/9 南北朝の内乱 2/10 便利に使える化学を知ろう 2/11 情報発信してみよう！
2/16 足利将軍と守護大名 2/24 身近な化学製品を知ろう 2/25 ネットワークでコミュニケーション
2/23 室町時代の東国

3/2 戦国大名～城と合戦と民衆と～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
2/8 2次方程式の解の公式 2/8 水素イオン濃度とｐH 2/11 高齢者の福祉
2/15 2次方程式の応用 2/15 中和反応 2/18 地域社会と福祉
2/22 関数 2/22 中和滴定 2/25 ライフサイクルと生活設計
3/1 2次関数とそのグラフ （1） 3/1 酸化と還元 3/4 人と食べ物

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
2/10 「固さ」からみた地球 2/9 発生の過程 II 2/10 余暇と観光産業
2/17 プレートテクトニクス 2/16 発生のしくみ 2/17 都市と村落
2/24 地震と断層 2/23 発生学の未来 2/24 地図を歩く～島根県松江市～
3/3 地震と災害 3/2 遺伝とは何か 3/3 アメリカ合衆国 （1）～自然と産業～

※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。

2/9 Lesson 4 (3) will のいろいろ ※ 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、

2/16 Communication(2) What's your plan?      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

2/23 まとめ Try again! (2) 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

3/2 Reading (1) Dream-makers of the 20th Century

※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。

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

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
夜 番組連続放送 木 水 夜 番組連続放送■　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
2/12 方丈記 (1) ゆく河の流れ（鴨長明） 2/13 孤独を友とせよ (2) （新野哲也） 2/9 Lesson 5 Bear's Pie (3)
2/12 方丈記 (2) ゆく河の流れ（鴨長明） 2/13 ブータンの時間 (1) （今枝由郎） 2/9 Lesson 5 Bear's Pie (4)
2/19 二十億光年の 孤独（谷川俊太郎） 2/20 ブータンの時間 (2) （今枝由郎） 2/16 Lesson 5 Bear's Pie (5)
2/19 冬が来た（高村光太郎） 2/20 ブータンの時間 (3) （今枝由郎） 2/16 Let's Try ! 5
2/26 羅生門 (1) （芥川龍之介） 2/27 鼻 (1) （芥川龍之介） 2/23 Lesson 6 Mottainai ! (1)
2/26 羅生門 (2) （芥川龍之介） 2/27 鼻 (2) （芥川龍之介） 2/23 Lesson 6 Mottainai ! (2)
3/5 羅生門 (3) （芥川龍之介） 3/6 鼻 (3) （芥川龍之介） 3/2 Lesson 6 Mottainai ! (3)
3/5 羅生門 (4) （芥川龍之介） 3/6 鼻 (4) （芥川龍之介） 3/2 Lesson 6 Mottainai ! (4)

■　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

2/8 交通事故の現状と要因 2/11 論語～巳矣乎/三人行、必有我師焉～ 2/8 Lesson 3 AT SIXES AND SEVENS (4)

2/8 運転者の資質と責任 (1) 2/11 孟子～仁人心也～ 2/15 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－(2)

2/15 運転者の資質と責任 (2) 2/18 老子～柔弱～ 2/22 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (1)

2/15 安全な交通社会づくり 2/18 荘子～蝴蝶之夢～ 3/1 Lesson 4 HUNGER IS THE BEST SAUCE! (2)

2/22 応急手当の意義とその基本 2/25 更級日記（1）～門出(1)～
2/22 心肺蘇生法 2/25 更級日記（2）～門出(2)～
3/1 日常的な応急手当 3/4 更級日記（3）～源氏の五十余巻(1)～

3/1 ライフステージとスポーツ 3/4 更級日記（4）～源氏の五十余巻(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。

体育α・β・γ

■　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

２月通学スクーリング

２月通学スクーリング　２月１３日　[日]

古  典 

２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

7・８限

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：105・６限

14：20～15：50 現代文英語Ⅰ

家庭

化学Ⅰ

OCⅠ

学習会 英語Ⅱ

国総

理総A

数学Ⅰ

1・２限

3・４限

家庭

生物Ⅰ

１１

休憩 20分間

9・１０限

11・１２限

夕食

学習会

17：40～18：50

20：40～22：10

16：10～17：40

19：00～20：30 学習会

学習会

13・１４限

OCⅠ

日本史B



                               
                                  
                                  

                                 

1 火  15 火  

2 水  16 水  

3 木  17 木  

4 金 ３月スクーリング申込〆切（消印） 18 金 
３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 土  19 土  

6 日  20 日 ２２年度後期卒業証書授与式 

7 月  21 月  

8 火 ３月スクーリング申込〆切（必着） 22 火  

9 水  23 水  

10 木 ３月スクーリング詳細発送 24 木  

11 金 建国記念の日 25 金 ３月スクーリング返送書類必着 

12 土  26 土  

13 日 ☆通学スクーリング 27 日  

14 月  28 月 学校通信「ゆんたく」発送 

 
☆ 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（１２日～２１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 

寒い日が続いていますが、風邪などひ
いていませんか？ 
年が明け、はや一ヶ月。 
学習面や生活面で困ったことがあれば
担任の先生に相談しましょう。 
さあ、来月は卒業式です♪参加される
生徒さんは万全の体調で！ 
 

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 

１２ 

（携帯ＱＲコード） 
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                             文部科学省認可通信教育 
                                  八洲学園大学国際高等学校 

FAX不可、郵送に限る。書き方が分からない場合や判断がつかない場合は、お気軽に担任にご相談ください。 

生徒番号          男 
・ 
女 

ここにバーコードシールを貼ってください。 
フリガナ  

生徒氏名  昭和・平成  年  月  日生（満   歳） 

現住所 (〒     －       ) （FAX番号： (    －    －     ※ある方のみ) 
 都道府県 市町村 

生徒Ｅメール ＠ 本人携帯 (    －    －     ) 
スクーリング中の 
保護者 緊急連絡先  名称：（                ）  ℡：（      －      －      ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 航空券の手配をする方のみお答えください 
 ● 自分で手配する ● 

 ● 学校提携の旅行会社にまかせる ● 
（            ）空港発   （           ）空港着 
行きの搭乗日（  月   日）,                       

帰りの搭乗日（  月   日）,                    
航空券手配の確認・連絡先（旅行契約の主体となる人） 
氏名（                ） 電話番号（             ） 
※詳細は、別紙お知らせの「航空券の手配について」をご覧下さい。 

いずれかに 
○ を記入 

宿舎利用についてお答えください 
※ 未成年の方は原則として学校の宿舎を御利用ください。ただし、保護者同伴の場合に限り、学校以外の宿泊施設の利用を認めます。 

 学校の宿舎を利用する 
※宿泊日数について、全日程宿泊されない方は宿泊日数・期間をご記入ください。（  ）泊（  ）日…（  月  日 ～ 月  日） 

 
 
学校の宿舎を利用しない （通学含む）      宿泊先 （※(イ)の方は必ず記入してください） 
※（ア）～（ウ）のいずれかに○をつけて下さい。   ホテル・民宿  (名称                   ) 

（ア） 自宅から通学する                           その他  （名称                       ） 
（イ） 自宅・学校以外の宿泊施設を自分で手配する 
（ウ） 自宅・学校以外の宿泊施設の手配を提携旅行会社に任せる 

 

通学方法 （※(ア)～(ウ)の方は必ず○をつけてください） 

【 徒歩 ・ 自転車 ・ 自家用車 ・バイク ・バス ・ レンタカー・ その他(                         ) 】 
 
学校の食堂の食事を利用する方は次の欄に日付を記入してください。（※外泊・通学のみ） 

 

朝食（１食／４６０円） 昼食（１食／７５０円） 夕食（１食／７５０円） 
   

 

スクーリング参加日程をお答えください 
各月毎でテーマが決まっていますので別紙のお知らせを 
よく読んで参加月を決定してください。 

スクーリング実施期間 ○を記入 
６泊７日 3/3 (木) ～ 3/9 (水)  

３泊４日 
3/3 (木) ～ 3/6 (日)【A日程】  

3/6 (日) ～ 3/9 (水)【B日程】  

※ ＦＡＸ不可 郵送に限る。スクーリング参加申込書を郵送する際は、封筒表面に「スクーリング参加申込書在中」 と朱引きしてください。 

送迎バス利用についてお答えください 
 往復利用する 
 片道だけ利用する ［ 行き ・ 帰り ］ 

 利用しない  ※自宅⇔学校までの交通手段に○をつけて下さい 
【 徒歩 自転車 自家用車 バイク バス その他（     ）】 

 ※送迎バスの途中乗下車を希望される方は… 
沖縄県内在住の方に限り、送迎バスの途中乗下車が可能です。 
利用できるバス停は、次のバス停に限ります。 

●途中下車を希望する方は、利用バス停に○をつけて下さい 
(１) 幸地 （２） 琉大入口 （３） 中城  （４） 喜舎場 

 (５) 山里 (６) 池武当    (７) 名護市役所前 

 

★ 3月のスクーリングは、2010年度後期卒業となる生徒さんは

参加できません。あらかじめご了承ください。 

★ 2011年度前期のスクーリング日程および参加の案内は、 

４月下旬よりご案内いたします。 

★ 2009年度前期に履修登録した科目の単位修得期限は2010年

度末、本紙案内の３月スクーリングが最後の機会となります。 

まだ、単位修得できていない科目のある生徒さんには、 

３月スクーリングへの参加を強くおすすめします。 

なお、自身の履修状況については、インターネット（コミュ

ニティ ウェブ）から確認するか、担任の先生にお問い合わせ

ください。 

 



 (平成22年度後期 集中スクーリング参加申込書 裏面) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年度 後期 スクーリング参加費用の支払方法について 

事務部  鈴木 啓之 
スクーリング参加費用は、一旦デポジット(預かり金)で入金して頂き、スクーリングに参加する際に残高から差引かせてい

ただきます。なお、申込がまだの人は次のデポジット申込書を至急(2月8日(火)17時 必着締切) 学校へ送付してください。 
到着確認後、支払通知を送付しますので、お申込みいただいたコンビニエンスストアにて速やかに納付してください。 
【2月24日(木)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。】  
また、デポジット残高がスクーリング参加費用に満たない場合は、別途デポジット追加入金のご案内をいたします。 
 
 

  
 
 
① デポジット(預かり金)の納付希望金額をご記入ください。 
 
 
 
② 納付は下記のコンビニエンスストアからとなります。 
希望するコンビニエンスストアに○をつけてください。 
(   )ローソン      (   )ファミリマート 
(   )セブンイレブン (   )セイコーマート  
※上記のコンビニエンスストアがお近くにない場合は御相談ください。 

デポジット申 込 書  

金                      円 
【納付金額一覧】 
通学で参加⇒3000円以上1000円単位 
3泊4日で参加  ⇒12000円程度 （1000円単位） 
6泊7日で参加  ⇒20000円程度 （1000円単位） 
7泊8日で参加  ⇒22000円程度 （1000円単位） 
9泊10日で参加 ⇒28000円程度 （1000円単位） 
※複数回参加予定の方は、回数分の合計をお支払いください。 

※スクーリング参加費用が差し引けないと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

スクーリングには参加できません
．．．．．．．

！！ 

３月の沖縄は小春日和!!少し動くと汗ばむような気候です。 

体育を通して心と体のリフレッシュをはかりましょう♪♪ 

★ウォーキング(沖縄の植物・海を眺めながら運動不足解消) 

★グラウンドゴルフ(幅広い年齢層で実施中のスポーツ!!はまっちゃうかも!?) 

★ドッジビー(ルールは簡単!!さぁチャレンジ♪)       

★ストレッチ＆マッサージ              など(^.^) 
 
 ※若干の予定変更、種目増加をする場合もあります。 

海洋生物スクーリングは、その魅力的な海に住む生物について知り、体験できるチャンスです☆た

だ見ているだけではつまらない好奇心旺盛な人だけではなく、普段はひかえめな人も体験すること

で感動が心と体に刻まれるのでとにかく楽しいですよ。勇気を出していろいろなことに挑戦してド

キドキワクワクしてみませんか！？沖縄で体験すると忘れられない最高の思い出がまたひとつ増

えるかも…。海が好きな人！生き物が好きな人！ 
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