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大切なお知らせを
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必ずお読み下さい。 



文部科学省認可通信教育

校長挨拶 
校長 岩井 貴生 

八洲学園大学国際高等学校へようこそ 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから皆さんの目標であ

る「高校卒業」というゴールに向かって、一歩ずつ確実に進んでいけるよう、

本学の教職員が全力でサポートしていきますので、是非安心して学習に励んで

ください。 

本学の教職員は、「通信制だからこそ、コミュニケーションを大切にしよう」

というモットーを持って日々の教育活動を実践しています。ですから、皆さんの学習が行き詰まったと

き、もしくはスクーリング参加にあたって何か不安な気持ちが生じたときは、遠慮せずに担任の先生な

どに相談してください。質問や相談を受けて、嫌がる教職員は本学には誰もいません。むしろ、距離が

離れていても常に皆さんの精神的支えになりたいと願い、皆さんと触れ合う機会ができることを嬉しく

思うやさしい先生たちばかりです。 

皆さんは、「高校卒業」という大きな目標を持って本学に入学されました。その初心を忘れずに、こ

れから自宅学習に励み、スクーリングに参加してください。そしてできれば、在学中に自分の将来の在

り方について問題意識を持ちながら、毎日の生活を送ってほしいと思います。そうすれば自分の希望す

る進路も自
おの

ずから分かってきますし、その希望を叶えるためにはどういった準備を在学中にしなければ

ならないかということも自然と決まってくるでしょう。 

私は、本学の卒業式は「どの学校にも負けない、いや、むしろ日本一素晴らしい卒業式」であると自

負しています。本学の卒業式は、それぐらいとても感動的な学校行事です。それは、様々な困難を乗り

越えてやっと「高校卒業」を手にしたという生徒さんの達成感、生徒さんをサポートしてきた保護者や

関係者の方々の安堵感、日夜問わず生徒さんのことを第一に考えた教育に邁進した教職員の満足感など

が、一気に集結するからです。 

この４月にご入学された皆さんが一人も欠けることなく、この感動する人生一度きりの高校卒業式に

臨むことができることを、心より期待しています。他人のペースに巻き込まれることなく、自分なりの

ペースを保ちながら、身心に負担がないように、一歩一歩確実に前進してください。年に一度の沖縄集

中スクーリングで皆さんとお会いすることを今より楽しみにしています。 

２ 



文部科学省認可通信教育 

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 中村 成希 

（福岡/地歴） 

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/国語 

新城 さやか（沖縄） 

9・10 番クラス担任/保健体育

 横田 裕美（福島） 
理科 

 岸本 久律（沖縄） 

 

 

 

   

英語 

望月 香織 (青森) 

保健体育(産休中) 

 平安山 智子（神奈川）

理科・数学 

島袋 正良（沖縄） 

国語・美術 

原田 みき子（秋田） 

 

 

 

   

地歴・公民 

與那嶺 優香（沖縄） 

家庭 

与古田 初子（沖縄） 

理科 

長﨑 佑（長野） 

事務長/理科 

鈴木 啓之（愛知） 

 

 

 

   

事務 

上間 翼（沖縄） 

事務 

松本 美代子（東京） 

事務 

玉城 郁江（沖縄） 

校務 

具志堅 慎一（沖縄） 

 

 

 

   

事務 

槌林 恵子（石川） 

事務 

本間 衣里（東京） 

サチコ 

（沖縄） 

モモ 

（沖縄） 

 

 
（カッコ）：（出身地） 
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事務部 鈴木 啓之 

担任から皆さんへメッセージ「私の元気になる<魔法>の方法」 

各担任から生徒の皆さんへ「私の元気になる＜魔法の＞方法」をテーマに伝えたいことを紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「プラス思考の人と一緒に行動する!!」⇒私がマイナス思考なので、

隣に一緒にいると元気になります♪ 

②「体を動かす」⇒仕事や悩んでいること、嫌なこと全てを忘れて元気

になれます♪（現実逃避!?） 

③「ボーっとする」⇒カメやメダカ、動物をボーっと見ていると元気に

なれます♪ 

 

『食べる』『寝る』『運動する』 
どれかひとつかけても“元気”がでなくなってしまうので、 
適度なバランスを保つ事!!これが私の元気が出る魔法の方法♪ 
食べたい物を食べたり、ぐっすり眠る事が出来たり･･･そして 
気持ちよく汗をかく事ができると、心も体も快適♪ 
人それぞれ元気のでる方法は違います。自分にあった元気法を 
見つけることができたらいいですね!! 

マイペースな私の元気になる魔法の言葉…「自分らしく」「自分のペース」 
目の前のやらなきゃいけないこと、乗り越えなきゃいけないこと等に悩

んで、焦って、自分のペースを崩してしまいがち。そんな時こそ「自分

らしく」「自分のペース」！！見えない不安よりも、まずは目の前のやら

なきゃいけない事、大切にするべきものに目を向けて、自分らしく自分

のペースで取り組むように心がけています♪あとはやっぱり大好きな人

達の笑顔が何よりの元気になる魔法です♪ 

私の元気になる方法はずばり「寝ること」「食べること」！！寝たり食べたりし

ても嫌なことを忘れられるわけではないですがとりあえず寝て食べてしまえば、

どうにかなるかなって思っています。だから痩せないんだよ！って思ってる人た

くさんいると思います…ごもっともです(´＿｀｡)最近はそれとプラス、人に悩

みを聞いてもらうようにしています。みなさん、今悩みとか困っていることはあ

りませんか？解決できるかは別として、人に話すことで心が落ち着きます。今悩

みがあって人に話すことがなかなかできない状況の人はぜひ！周りにいる誰か

に打ち明けてみてはいかがですか？その一人として私がいてくれたらとてもう

れしいです(*ﾟ▽ﾟ)ﾉいつでもご連絡お待ちしています o(^o^o)(o^o^)o 

あー疲れた・・・。なんか元気でないなぁって思ったら私は必ずあるこ

とをします！ 

それはズバリ、生クリームがのっているケーキを食べることです（´▽`） 
私の元気の源は「生クリーム」なので、これを食べると幸せな気分にな

ります。元気がないときはこれに限る！！普段は出来るだけ控えていま

すが、元気が欲しいときは我慢せずにパクパク食べます(笑)まさに「生

クリーク」が私の元気になる魔法です！！元気になったらもちろん運動

します。皆さんの元気になる方法はなんですか？いい方法があればぜひ

教えてください！！ 

４ 



文部科学省認可通信教育 
 
 第１回本部町×八洲学園少年サッカー大会開催!! 
 

地域活動・貢献委員会 玉城健一 

本校地域貢献活動の一環として、３月２１日に本部町運動公園にて「第１回本部町×八洲学園 少年サッカー大

会」を開催しました。沖縄県内１２の少年サッカーチームが参加し、元気いっぱいサッカーを楽しんでいました。

また、大会内で本部町商工会様の協力により「本部町物産品展」も開催しました。収益金は全て本部町商工会を

通して東日本大震災義援金に充てましたのでご報告させて頂きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務部 鈴木 啓之 

新任教員紹介 

☆ 今年度より着任しました先生をご紹介いたします。 

望月
もちづき

 香織
か お り

 先生 ①青森県出身 ②担当科目：英語Ⅰ③音楽が好き。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

皆さん、よろしくお願いいたします！！ 
５ 
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リポート作成のポイント 

教務部 島袋 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。

日本語基礎 玉城健一 
リポートの問題は全て教科書の中から出題しています。教科書の説明を良く読

んで理解して、リポート作成を行いましょう。 

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 

與那嶺優香 

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。 

  
 ６ 



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。 

 

 

 

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 島袋瑠美 

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 島袋瑠美 
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 望月 

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 

 
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。 

６ 

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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文部科学省認可通信教育 

教務部 島袋 瑠美 

平成２３年度前期 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：№1【二】【三】、№4【一】（前半だけ）【二】、№5【四】     

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：№1【五】と漢字のかなふり①、№5「漢字・語句の学習②・③」、№7

【三】【四】夏目漱石のプロフィール（教科書 P.161）、「こころ」の主人公の行為を

どう思うか。 

古典 リポート：№4【九】【十】、№8【六】①、授業内容 

日本語基礎 リポート：№1【一】【二】、授業内容 

世界史 A リポート：№4、教科書 P.111～129、授業内容、配布資料 

日本史 B リポート：№2、教科書 P.26～47、授業内容、配布資料 

地理 B リポート：№10、教科書 P.252～280、授業内容、配布資料 

現代社会 リポート：№4【1】、教科書 P.122～135、授業内容、配布資料 

倫理 リポート：№6、教科書 P.176～202、授業内容、配布資料 

政治・経済 リポート：№2、教科書 P.46～69、授業内容、配布資料 

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】、№6【1】【2】、授業内容 

生物Ⅰ 
リポート：№1【1】【2】、№3【2】【4】、№6【2】、№7【4】、教科書 P.120（目につ

いて）P.124（耳について）、授業内容（環境保護活動について） 

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【1】【2】、授業内容（応急手当につい

て） 

英語Ⅰ 
リポート：№1【4】、№2【4】、№3【6】、№4【5】、№5【3】、№6【6】、№7【5】

№8【4】、№9【6】、授業内容 

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】、№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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23 年度前期スクーリング案内 

事務部  槌林  恵子 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
写真は昨年度の沖縄芸術スクーリングの様子です♪ 今年度も自分のペースで進められる企画を考えて

います(＾o＾) のんびりした雰囲気で少しずつ皆一緒に前進しましょう♪ 
初めてスクーリングに参加する生徒さんでも「自分のペース」で前進出来ます!! 

 

 

 

 

 

 

詳細については後日発表!! お楽しみに(^^♪  

 

 

 

 

スクーリング

参 加 の 流 れ

は、「学習の手

帳 24～28 ペ

ージ」をご覧

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクーリング中に見たもの・自然・人など 

好きなものを写メールに収めプリントアウトし、

自分だけの思い出アルバムを作成しましょう♪ 

 

 

内容は現在検討中・・・。 
最終日には卒業式もありますので、多くの仲間を作って 
人生最高のイベントにしましょう♪ 
※体育館シューズは必ず持参!! 

 

９ 



文部科学省認可通信教育 

高等学校等就学支援金について 
事務部 鈴木 啓之 

新入生のみなさん (在校生の方は、「ゆんたく３月３１日発行号」をご覧ください。) 

高等学校等就学支援金（以下、「就学支援金」という。）とは、平成２２年度から始まった国

の制度です。その趣旨は、家庭の状況にかかわらず全ての高校生等が、安心して勉学に打ち込め

る社会をつくるため、国の費用により、授業料の負担を軽減することにあります。 

就学支援金の支給は、「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書（以下、「受給資格認定申

請書」という。）」を学校に提出し、沖縄県に認定を受ける必要があります。この際、日本国内に

住所を有すること、高等学校等を既に卒業していないことや、私立全日制高校に３６ヶ月以上（定

時制、通信制高校は４８ヶ月以上）在学していないことといった、一定の要件を満たす必要があ

ります。 

ご入学に際して「受給資格認定申請書」の提出をいただいた皆様、早急な対応ありがとうご

ざいました。まだ学校に「受給資格認定申請書」を提出されていない方は、大至急、提出をお

願いします。提出が遅れた場合、高等学校等就学支援金の支給期間が短縮して認定され、支給

総額が減額されます。なお、用紙は資料請求時の「学校資料」の中に同封してありますのでご利

用ください。 

預かりました受給資格認定申請書は、学校で取りまとめて沖縄県に提出いたします。沖縄県

は受給資格の認定をし、認定結果を学校に一括通知することとなっています。学校からは、申請

した生徒さんに「受給資格の認定通知（文部科学省令 様式７）」または「受給資格の不認定通知

（文部科学省令 様式８）」を配布します。在学中の再提出は必要ありません。 

就学支援金の支給時期の見込みについてご案内します。平成２２年度は、県から学校へ代理支給

が１１月３０日にあり、学校から生徒さん・保護者様ご指定の口座への振込みは１２月初旬となりま

した。今年度も２２年度と同様の時期が見込まれています。 

私立学校から転入学の生徒さん・保護者様にご案内します。前籍校発行の「高等学校等就学

支援金の受給資格の消滅について（文部科学省令 様式１２）（以下、「消滅通知」という。）」の

提出はお済でしょうか。提出が遅れると支給期間が短縮し、支給総額が減額されますので、前

籍校発行の消滅通知を未提出の方は大至急、前籍校に請求し、学校まで提出してください。 

●「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」申請について 

就学支援金は所得に応じた加算支給を受けることができます。そのためには「高等学校等就

学支援金の加算支給に関する届出書（以下、「加算支給届出書」という。）」と保護者の課税証明

書等の添付書類を提出する必要があります。「加算支給届出書」の提出が遅れると支給期間が短

縮し、支給総額が減額されますので、提出の意向のある方は、速やかに必要書類を提出してく

ださい。 

「加算支給届出書」を申請された生徒さん・保護者のみなさんにご連絡します。加算支給は

７月から翌年６月までの期間の１年単位です。加算支給の認否や認定額は、保護者様両名の市町

村民税の税額（所得割額）の合算額で判定されます。 

４月入学時に提出いただいた加算支給届出書と証明書類（平成２１年中所得に対する平成２

２年度課税証明書など）は、平成２３年４月から６月までの支給に必要な書類です。平成２３年

７月から平成２４年６月までの支給については、再度６月に、加算支給届出書と、平成２３年度

の市町村民税に関する証明書類の提出が必要です。提出の方法や期限につきましては、「ゆんた

く５月３１日発行号」紙上でご案内します。 
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事務部　本間 衣里

※地震関連の放送のため４月の放送スケジュールが変更になり、５月の放送予定が発表されませんでした。
　 番組の日時詳細については各自で確認してください。

※不明な点がありましたら各担任まで連絡してください。

　　　　　※学習の手帳で必要番組数を確認しましょう。
　　　　　※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。
　　　　　　　 ※ 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、
     　　　　　　　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

5/7 万葉集 5/8 食と想像力 (1)（辺見　庸） 5/4 Lesson 8 A City in the Sky (5)
5/7 古今和歌集 5/8 食と想像力 (2)（辺見　庸） 5/4 Let's Try ! 8
5/14 新古今和歌集 5/15 みどりのゆび (1)（よしもとばなな） 5/11 Communication 2
5/14 梁塵秘抄・閑吟集 5/15 みどりのゆび (2)（よしもとばなな） 5/11 文法のまとめ ２
5/21 近世俳句 5/22 みどりのゆび (3)（よしもとばなな） 5/18 Lesson 9 A Young Katsubenshi (1)
5/21 その子二十「短歌」 (1) 5/22 みどりのゆび (4)（よしもとばなな） 5/18 Lesson 9 A Young Katsubenshi (2)
5/28 その子二十「短歌」 (2) 5/29 食事、こころ（高階杞一）、（萩原朔太郎） 5/25 Lesson 9 A Young Katsubenshi (3)
5/28 夏嵐 「俳句」(1) 5/29 日本海（草野心平） 5/25 Lesson 9 A Young Katsubenshi (4)
6/4 夏嵐 「俳句」(2) 6/5 山月記 (1)（中島　敦） 6/1 Lesson 9 A Young Katsubenshi (5)
6/4 沖縄の手記から(1)（田宮虎彦） 6/5 山月記 (2)（中島　敦） 6/1 Let's Try ! 9

■　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

5/3 スポーツをみて考えてみよう 5/6 わらしべ長者（1）（宇治拾遺物語）　 5/3 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (2)

5/3 運動の計画的な学び方 (1) 5/6 わらしべ長者（2）（宇治拾遺物語）　 5/10 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (3)

5/10 運動の計画的な学び方 (2) 5/13 大鏡（1）～道隆と福足君（１）～ 5/17 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (4)

5/10 加齢と健康 5/13 大鏡（2）～道隆と福足君（２）～ 5/24 Lesson 7 ON THE MOVE (1)

5/17 高齢者のためのとりくみ 5/20 大鏡（3）～三舟の才～ 5/31 Lesson 7 ON THE MOVE (2)

5/17 保健制度と保健サービス 5/20 大鏡（4）～鶯宿梅～
5/24 医療制度と医療費 (1) 5/27 源氏物語（1）～光る君（１）～
5/24 医療制度と医療費 (2) 5/27 源氏物語（2）～光る君（２）～
5/31 医療機関と医療サービス (1) 6/3 源氏物語（3）～夕顔（１）～
5/31 医療機関と医療サービス (2) 6/3 源氏物語（4）～夕顔（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

５月通学スクーリング

・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

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

※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。

５月通学スクーリング　５月６日　[金]

古  典 

英  語  Ⅱ現   代   文

  １１

５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

英語Ⅰ 英語Ⅱ 地学

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 古典

学習会
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1 日  16 月  

2 月  17 火 ６月スクーリング詳細文書発送 

3 火 憲法記念日 18 水  

4 水 みどりの日 19 木  

5 木 こどもの日 20 金  

6 金 

５月スクーリング残りのリポート・視聴報告

書の提出〆切 

☆通学スクーリング 

21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月
６月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

9 月 ６月スクーリング申込〆切（消印） 24 火  

10 火 ５月スクーリング返送書類必着 25 水  

11 水  26 木  

12 木 ６月スクーリング申込〆切（必着） 27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 ６月スクーリング返送書類必着 

   31 火
成績発送 
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（１８日～２４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） 
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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） 

 
 

編集後記 

この春、新しい先生、たくさんの新入生
が八洲国際に仲間入りしました！来月
（５月）から始まるスクーリングではス
テキな出会いがありそうな予感♪今から
楽しみですね☆ 
わからない事、悩み事などがあれば何で
も担任の先生に相談しましょう。 

横浜分室 槌林恵子 

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