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５月「ペーパークラフト」、６月「沖縄芸術」 

スクーリングを開催しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度のスクーリングが始まりました！テーマは芸術・文化・スポーツ・健康・音楽など、生徒さんそれぞれ

が楽しめる内容が盛りだくさん！！是非、興味のある月に参加してスクーリングを満喫しましょう♪ 

 

 

平成２３年６月２４日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

 

 

 

 

・ ｐ２    ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３    ６月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４    担任からのメッセージ 

・ ｐ５    イーラーニングを活用しよう 

・ ｐ６    産休に伴う担任の変更 

／八洲学園大学2011年秋学期生の募集開始 

・ ｐ７    ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

・ ｐ８    ７月予定表 

 

「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。 



                                              事務部 鈴木 啓之 
今年度最初のスクーリングが無事に終わりました!! かわいいものいっぱい作ったよ♪ヽ(*´∀ *`)ﾉ☆. 

 
 
 
 
 

        ☆生徒さんのコメント☆ 

◇人数は少なかったけどいろんな人と話せてよかった。 
◇折り紙等、すごく懐かしくて楽しくできました。 
◇ペーパークラフトで色々なものを作ったり、イルカショーを

みる事が出来てとても面白い内容だった。 
◇最初はホームシックになったけど、だんだん慣れていろんな

人と話せて楽しかった。 
◇先生の対応は？ビックリするくらい優しかった。 

５月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 

完成！ 
２４面体 

 

６枚の紙型を
重ね貼りして
立体感を出す
のよ！ 
 

型型型紙紙紙ををを   

切切切りりりぬぬぬいいいててて   

貼貼貼っっっててて   

重重重ねねねててて   

完完完成成成！！！   

パパパーーーツツツ作作作りりり   

組組みみ立立てて  

ままずずはは６６面面体体ククリリアア  

かわいい「こぐま」の型紙も用意したのに、
全員「ルフィ」と「チョッパー」を選んでま

した。特に瑠美先生と裕美先生！ 
 

２ 



                                              事務部 鈴木 啓之 
今年度２回目のスクーリングは沖縄の芸術を体験しました 

 
 
 
 
 

            ☆生徒さんのコメント☆ 

★今回最後で初の1週間スクーリングだったけど友達もたくさんできてめっちゃ楽しかった。 

★特活もパイナップルパークも全部楽しくて一週間あっという間でした！ 

★初めてのスクーリングがとても楽しかったので次回も楽しみたい。 

★良い友達に恵まれてすごく幸せ！ 

★先生方が誰にでも平等かつ親切だった。これって意外と難しいことですよね。 

６月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 
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事務部 鈴木 啓之 
今回は各担任から生徒の皆さんへ、スクーリングについてのメッセージをお伝えします。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任からのメッセージ（スクーリング編） 

 

文部科学省認可通信教育 

スクーリングに参加する際は、まず視聴報告書をやるかやらないかを決

めることからスタート。やる場合は６泊もしくは７泊、やらない場合は

９泊に参加すれば良いです(^_^) 私なら・・・絶対９泊にします(笑) こ

れは標準的なプランの紹介になりますので、スクーリング参加プランを

決める際は必ず私に連絡下さい!! また、テーマで決めるのもお勧めで

す。 ８月「写真」、９月「スポーツ」、１１月「漫画」、１２月「八洲

ライブ 2011」、１月「学校満喫」、２月「大運動会」、３月「未定」に

なっています(^_^)♪ 

沖縄といったら海！！海といったら今がまさにシーズンです（´▽`）
スクーリングで海に入りたいなぁって思っている方はぜひ前期中の

スクーリング参加をお待ちしています。前期中にスクーリング参加

する場合は必ず日焼け対策をしましょう。また、いつ参加したらい

いだろうと悩んでいる方はぜひ担任までご連絡ください。皆さんに

合ったスクーリングを一緒に考えていきましょう！！ 

スクーリングに参加する前に、皆さんにはやることがあります。まずは水色の表

紙の「学習の手帳」を必ず読んでください。スクーリングの日程、スクーリン

グの内容、提出しなければならないリポートの枚数など、大事なことがたくさん

記載されています。そしてその次にスクーリング参加時期を決定していきましょ

う。スクーリング参加時期を決めちゃうことで、それが目標となり学習がスムー

ズに進みます。それと併せて視聴報告書（ｅラーニング）を提出するかしない

か決定していきます。リポートは必ず提出しなければなりませんが、視聴報告書

（ｅラーニング）は任意です。それによって参加日数も変わってきますので、参

加時期を決めたら必ず担任へ相談してください！スクーリング参加のときは（特

に初参加の皆さん）分からない事だらけですし、不安もいっぱいだと思います。

分からないことや不安なこと、困ったことがあればメールでも電話でも何でもい

いですので、いつでも担任へ連絡くださいね((⊂(^ω^)⊃)) 

スクーリング参加に向けて緊張していませんか？初参加はもちろ

ん、前回参加したことがある生徒さんでも、やっぱり緊張するもの

だと思います。でも、大丈夫♪参加者全員同じ思いを抱いています。

ぜひ「沖縄で過ごせる機会」を楽しみに、「出会い」を楽しみに参加

して下さい。お待ちしています♪スクーリング参加プランについて

悩んでいる生徒さんはご連絡下さい！一緒に相談し、決めていきま

しょう。 

スクーリングも自宅学習と同様、卒業までに必ず必要なもの!! 

目標とする卒業時期を決め、それまでに何回スクーリングに参加す

る必要があるのか確認していく事が大切!!その際に、リポート・視

聴報告書を両方進めるか、もしくはリポートのみで進めるかでスク

ーリングの参加回数や参加日数が異なってきます。自分にとって一

番良い状況で卒業を迎えるためにも、学習・スクーリング参加計画

を立てていきましょう♪ 
 

４ 

 



総合推進部 鈴木 啓之 
八洲学園大学国際高等学校のイーラーニング（有償）は、授業を担当している先生が、電子黒板

に板書しながらインターネット上で(収録)授業をします。生徒さんは、家庭にいながらインターネ

ットの授業を視聴して学習を進めることができます。視聴報告書を提出して合格すると、スクーリ

ング（授業）必要時間数の一部を、振り替えることができます。 

八洲のイーラーニングの特徴 

① たった１番組の視聴で１通の視聴報告書が作成できます。視聴報告書１通を作成するのに、 

ラジオ NHK 高校講座では３番組の視聴、テレビ NHK 高校講座では２番組の視聴が必要ですが、 

イーラーニングならば、１番組で OK！(※視聴報告書１通作成のための総視聴時間は同じです。) 

 

 

② イーラーニングと、ラジオ又はテレビの視聴報告とを組み合わせると、スクーリング必要時間数の 

最大８／１０までを視聴報告で振り替えることができます。 

 

  

③ いつでも、どこでも視聴できます。インターネットにつながる環境ならば、２４時間世界のどこから

でも視聴できます。（＊PC、OS、導入済みソフトは案内の必須条件を満たしている必要があります。） 

 

 

④当校の先生が教科書に準拠してネット授業をします。NHK 高校講座は、NHK の講師が NHK オ

リジナルの教育内容で行なっております。当校のイーラーニングは、授業を持っている各教科の先

生が、教科書や学習書に準拠しておこなっておりますので、集中スクーリングの授業ともスムーズに

接続します。 

 

 

 

 

 

イーラーニングの利用の有無を含め、卒業までの追加科目登録やスクーリング参加時期を見通し

た学習の進め方については、担任の先生とよく相談して方針を決めてください。 

新たにイーラーニングの利用を始めたい生徒さんは、「学習の手帳」より「CW（コミュニティウェブ）・イ

ーラーニング・成績発送申込書」ページをコピーの上、必要事項を記入して学校までご送付ください。 

 ※ イーラーニング視聴には学籍管理料が 24,000 円／年かかります。 

 

イーラーニング(e-learning)を活用しよう 

＝ ＝ 

海外でもOK！ 

番組表 録音忘れた！ 
録画忘れた！

 

一話完結！ 

深夜放送は眠い！ 

文部科学省認可通信教育 

５ 

教育課程表α(１年次)群β(２年次)群 
γ（３年次）群の科目をまたいで履修して
いる場合、集中スクーリングで、時間割の
かちあいを少なくすることができます。 

体調が思わしくなくて体育実技の参加
が困難な場合、1０時間中最大 8 時間を
自宅学習に振り替えられます！ 

例えば、こんな方に向いています 
 標準以上に科目を履修登録していて、１回の集中スクーリングでできるかぎり多く

の科目の単位修得をめざす方。 
 できるだけ教室での授業（スクーリング）の参加を少なくして、家庭での学習を中心

に単位修得を目指す方。 



３・４番クラス担任  島袋 瑠美 

 
夏空がまぶしく感じられるころとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 
私、島袋瑠美は平成２３年７月１日より産休に入ることとなりました。その間、皆

様には大変ご迷惑をお掛けいたします。７月１日より平安山
へ ん ざ ん

智子
ともこ

が３・４番クラスの

担任として皆様のサポートをさせて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。 
 
 

高大連携推進委員長  鈴木 啓之 
 

八洲学園大学の2011年度秋学期学生の願書受付が６月より始まりましたのでご案内します。 

大学の学習の特色：八洲学園大学は、インターネット大学です。インタ

ーネットに接続できる環境ならば、国内、海外を問わずどこからでも

講義をうけることができます。試験や提出物、出願もすべてネットで

行ないます。大学に通う必要はありません。当校との高大連携のもと、

当校の岩井校長、鈴木も八洲学園大学での講義や公開講座講師を担当

しております。 

大学で学ぶ内容：日本で唯一の生涯学習学部を擁しています。社会人に

求められる能力やビジネスに役立つ知識・スキル、生涯学習について

の知識・スキルを身につけるための科目を中心に、200科目以上を開

設しています。社会教育主事、図書館司書、博物館学芸員の国家資格

が卒業要件の中で取得可能です。また、税理士、販売士、社会保険労務士などのビジネス系の資格取

得に役立つ科目が学べます。 

入学試験：入学選抜試験(筆記試験)は実施しませんが、簡単な作文、自己活動歴とともに、証明書類を

提出、入学資格の有無を確認するための書類選考を行います。選考料は無料です。 

当校在校生の特典：八洲学園大学国際高等学校は八洲学園大学の附属高校の位置づけです。当校から正

科生入学すれば、入学料が返還免除されます。 
大学講義の体験：大学講義の一部は、八洲学園大学エクステンシ

ョンセンター「公開講座」としてインターネットで有償公開し

ています。大学での学びを在学中に体験することも可能です。 
大学案内の入手先：学校案内パンフレットは、本校の自習室に用

意しています。八洲学園大学にネットからダウンロードまたは

郵送手配することもできます。 

資料請求先： http://www.yashima.ac.jp/univ/ 

 
 

３・４番クラスの皆さん 

八洲学園大学 2011 年秋学期生の募集開始 

 

文部科学省認可通信教育 
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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

7/6 日露戦争 7/7 正しく理解し、正しく使おう放射線 7/8 近未来のロボット
7/13 第一次世界大戦

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/5 三角形の面積 7/5 アルコールとエーテル 7/8 自立のための経済学
7/12 正弦定理 （1） 7/12 アルデヒドとケトン 7/15 ライフスタイルと経済計画

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/7 太陽放射と熱収支 7/6 ホルモンと自律神経Ⅰ 7/7 森林破壊
7/14 大気の大循環 7/13 ホルモンと自律神経 II 7/14 世界の「水」を考える

※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。

7/6 Lesson 9 Grandma Moses(1) 受けて立つ by ※ 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、

7/13 Lesson 9 Grandma Moses(2) by にバイバイ      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

7/9 政治 7/10 折々のうた (3) 7/6 Lesson 10 Media Literacy (3)
7/9 爆弾のような問い (1) （鷲田清一） 7/10 折々のうた (4) 7/6 Lesson 10 Media Literacy (4)
7/16 爆弾のような問い (2) （鷲田清一） 7/17 ユーモアと笑い (1) （阿刀田高） 7/13 Lesson 10 Media Literacy (5)
7/16 爆弾のような問い (3) （鷲田清一） 7/17 ユーモアと笑い (2) （阿刀田高） 7/13 Let's Try ! 10
7/23 自己基準と他者基準 (1) （鈴木孝夫） 7/24 メディアに軽重はあるか (1) （杉本　卓） 7/20 Let's Listen 2
7/23 自己基準と他者基準 (2) （鈴木孝夫） 7/24 メディアに軽重はあるか (2) （杉本　卓） 7/20 Communication 3
7/30 自己基準と他者基準 (3) （鈴木孝夫） 7/31 夏の花 (1) （原　民喜） 7/27 Lesson 11 The Power of Music (1)
7/30 意見文 (1) 7/31 夏の花 (2) （原　民喜） 7/27 Lesson 11 The Power of Music (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

7/5 環境衛生活動のしくみと働き 7/8 蜻蛉日記（1）～坏の水(1)～ 7/5 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (2)

7/5 食品衛生活動のしくみと働き 7/8 蜻蛉日記（2）～坏の水(2)～ 7/12 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (3)

7/12 食品と環境の保健(1) 7/15 紫式部日記（1）～日本紀の御局(1)～ 7/19 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (4)

7/12 食品と環境の保健(2) 7/15 紫式部日記（2）～日本紀の御局(2)～ 7/26 Finish-up TRUE COLORS (1)

7/19 体力トレーニングの目的 7/22 無名抄（1）～深草の里(1)～
7/19 トレーニングプログラム 7/22 無名抄（2）～深草の里(2)～
7/26 目的別トレーニング法(1) 7/29 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(1)～

7/26 目的別トレーニング法(2) 7/29 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(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)1：35～2：05

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:35～2:05

化　学Ⅰ

毎週　水曜日（火曜日深夜）　2:05～2:35

体育α・β・γ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：05～1：35

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　木曜日(水曜深夜)2：05～2：35

隔週　木曜日（水曜日深夜）　1:35～2:05

理科総合Ａ 情  報  Ａ

毎週　金曜日(木曜深夜)2：05～2：35

生  物 Ⅰ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：05～1：35

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)1：35～2：05

毎週　木曜日(水曜深夜)1：05～1：35

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

７月通学スクーリング

７月通学スクーリング　７月２日　[土]

古  典 

７ 

７月 時間 １年次(α) ２年次(β) ３年次(γ)

1・２限   8：30～10：00 国総 英語Ⅱ 化学Ⅰ

3・４限 10：10～11：40 英語Ⅰ 生物Ⅰ 地学Ⅰ

昼食 11：40～12：30
5・６限 12：40～14：10 理総A

数学Ⅰ
OCⅠ

7・８限 14：20～15：50 学習会 情報A OCⅠ

休憩 20分間

9・１０限 16：10～17：40 学習会 日本史B

夕食 17：40～18：50
11・１２限 19：00～20：30 学習会 地学Ⅰ

13・１４限 20：40～22：10 学習会



                               
                                  
                                  

                                 

1 金  16 土  

2 土 ☆通学スクーリング 17 日  

3 日  18 月 海の日 

4 月  19 火 

８月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

成績発送 

5 火 ８月スクーリング申込〆切（必着） 20 水  

6 水  21 木 ８月スクーリング返送書類必着 

7 木 ８月スクーリング詳細文書発送 22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木  

14 木  29 金 学校通信ゆんたく発送 

15 金  30 土  

   31 日  

☆ 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） 
 
 
 
 

 

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 

ここ横浜は梅雨真っ只中ですが、沖縄はも
う夏ですね。これからの時季にスクーリン
グに参加される生徒さんは日焼け対策も
忘れずに!! 
「ゆんたく」にこんな記事を載せて欲しい
などありましたらお知らせ下さい。皆さん
のご意見・ご感想をお待ちしております。 
 

横浜分室 槌林恵子 

 

文部科学省認可通信教育 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

  

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