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・ ｐ３    担任からのメッセージ 
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・ ｐ６    センター試験の申込方法について 
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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。 
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８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★ 
・台風で本当に大変でしたが終わってみるととても思い出深いスクーリングでした。 
・今回は台風が来て大変だったけどこれもいい経験だったと思う。 
・友達と部屋で過ごしてめっちゃ楽しかった！ 
・先生達みんな元気すぎて逆にビックリした！ 
・卒業出来て良かったけど、もっと八洲人でいたい～。もっと楽しみたい～。 
 もっと色んな子と出会いたかったし、知り合いたい～。 



事務部	 鈴木	 啓之 
今回は担任の先生が『なぜ先生になったのか、もし先生になっていなかったら？』をテーマに 
お届けします。 

 
 
 
 
 
 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

担任から皆さんへメッセージ	 
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私は絶対に先生になりたかったというわけではありませんでした。 

書道＆サッカーの楽しさをを子ども達に教えたかったので、気付いたら「先生」

という職業についていました。先生になっていなくても、きっとどこかで書道＆

サッカーは続けていたと思います。 

皆さんも自分の好きなことを継続すると将来必ずプラスになり、自信に繋がると

思います。好きなことを頑張るのは「苦」になりませんからね(^_^) 

３ 

私の場合、先生になりたかったというよりは色々なことがしたかっ

たんです。旅行会社の添乗員や、遊園地の企画運営や、リゾートホ

テルのホテルマンや、バスガイドさん etc･･･そのすべてが出来るの
が八洲だった、という感じでしょうか･･･？とにかく、沢山の人と出

会い、触れ合い、自分自身が感動できる仕事を探していたら八洲に

出会った、という感じでした。 
 

 

 

高校 3年生の時、教育実習の先生がクラスにやって来ました。年もそん
なに離れていないので先輩・後輩みたいな気持ちで気軽に実習期間を楽

しくすごしました。実習最終日に「お疲れ様」とクラスの皆で拍手をし

たとたん、実習生は泣き出してしまいました。なんてことの無いただの

拍手の何処でそんなに感動したのか知りたくて、大学に入り母校へ教育

実習に行きました。最終日のあの時の気持ちは今でもはっきりと思い出

せます、そのときの気持ちがあるから先生になりました。先生以外の仕

事をするなら建築家かバイク屋の兄ちゃんですね(*‾∇‾ *) 

 

 

 
 
中学 1年生、この時が私の夢の始まりでした!! 
当時担任だった先生は大物!! 決して有名というわけでもなく、何処に

でもいそうな小柄で色白の女性の先生。でも、人を包み込む大きさは大

物でした。この先生との出会いが私の夢の原点です★★★ 
もし、違う道を進んでいたとしたら、ハイパーレスキュー隊(消防救助

機動部隊)!! 私はこの道に進んでいたと思います♪♪♪ 

高校に入学したとき、新しい環境で新しいお友達と毎日遊ぶのが楽しくて、学校

に行ってもすぐに抜けてしまう毎日。結果、成績は最悪の状況。三者面談でこれ

では進級できないよ、と担任の先生に言われ、勉強を始めようとがんばりました

が時すでに遅し。全くついていくことができませんでした。そんな時、一人の先

生が私の為に復習プリントを毎日作ってくれました。こんな先生も世の中にはい

るんだな、私もこんな先生になって一人でも多くの生徒さんと一緒に成長できた

らな…♪こんな出来事がきっかけで先生になることを決意しました。	 

もし、先生になっていなければ何になってたなんて、今まで一切考えたことはあ

りません。私は先生になる為だけに突っ走ってきました。後悔はありません。み

なさんと出会い、ともに成長できるこのかけがえのないひと時を一緒に過ごすこ

とができ、とても幸せです(*ﾟｰﾟ)…-☆ 



科目追加登録について 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 教務部	 横田	 裕美	 

	 	 

	 

次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことを「科目追加登録」といいます。 
後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。ただし、追加登録できる単位数は生徒

番号によって異なりますので、担任の先生と相談しましょう。 

※申込書は9/9（金）に発送します。必ずご確認ください！ 
【	 申込受付期間	 】 
	 	 申込期間	 授業料納入期限	 

第１期 9 月 9 日（金）	 ～	 	 9 月 30 日（金）	 	 当日必着	 10 月 17 日（月）	 

第２期 10 月 1 日（土）	 ～	 10 月 20 日（木）	 	 	 消印有効	 10 月	 31 日（月）	 

 
 

事務部	 槌林	 恵子 
  
新城先生の異動により、７・８番クラスはクラス副担任であった岸本久律先生が引き継ぎました。 

それに伴い、岸本先生が担当していた副担任業務は、天野葉月先生が引き継ぎました。 
 

クラス 副担任 連絡先 

１・２番（玉城）クラス 天野  葉月  0120-917-840 

３・４番（平安山）クラス 鈴木  啓之  0120-840-598 

５・６番（島袋（友））クラス 鈴木  啓之  0120-840-598 

７・８番（岸本）クラス 天野  葉月  0120-917-840 

９・０番（横田）クラス 鈴木  啓之  0120-840-598 
 

副担任の紹介 
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◎	 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 
◎	 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 
◎	 履修科目の有効期限が切れてしまう人 
◎	 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 

４ 



事務長 鈴木 啓之 
 
	 

平成２２年４月より、私立高等学校生への高等学校等就学支援金（以下、「就学支援金」）が

国の費用により助成されることとなりました。就学支援金受給資格認定申請をした生徒さんで、

県の審査を経て受給資格認定された生徒さんは、平成２３年度については、前期入学時または前

期科目追加登録と後期の科目(追加)登録にかかる授業料が支給の対象となり、授業料額の約６割
※が支給されます。また、加算支給の場合は、授業料の約９割※または授業料額相当が支給され

ます。 
 

● ２３年度前期入学または２３年度前期科目追加登録をした方へのご案内 
就学支援金受給資格のある方への就学支援金の支給（ご登録の口座への振込み）時期は２３

年１１月下旬から１２月上旬が見込まれます。これは、県から学校への一括の代理支給時期が昨

年同様１１月下旬と見込まれていることによります。 
なお、就学支援金関係の書類提出が著しく遅れた方や授業料納付が著しく遅れた方につきま

しては、県からの代理支給時期が次々回となったり、認定される支給期間が短縮される場合があ

ります。 
 
● ２３年度前期に科目追加登録をせず、２３年度後期または２４年度前期に科目

追加登録を予定する方への注意喚起！ 
就学支援金加算支給※※は毎年６月に更新が必要で、７月から翌年６月までの１２ヶ月が、加

算支給の対象期間となります。 
２３年度前期に科目追加登録をせず「高等学校等加算支給に関する届出書」を提出していな

い方で、２３年度後期または２４年度前期に科目追加登録を予定し、かつ加算支給を希望する方

は、至急、「高等学校等加算支給に関する届出書」と必要な証明書類を提出してください。 
なお、「高等学校等加算支給に関する届出書」様式と案内は、「ゆんたく５月号」に添付いた

しましたので、ご利用ください。 
	 

●  ２３年度前期に続いて、後期に科目追加登録をご予定の生徒さんへの注意喚
起！ 
就学支援金の支給対象となる科目登録の単位数合計は、国の例規により、年度内３０単位ま

でとなっております。２３年度前期・後期を通算して３０単位を越えた履修登録単位数について

は、支給対象外となります。後期に多数の科目を追加登録される場合や、前期に続いて後期に追

加登録をお考えの方は、クラス担任や学校事務によく相談の上、ご判断ください。 
	 

※	 支給期間の認定が６ヶ月に満たない場合や、国の例規に定める上限単位数を超えた場合は、授業料に

対する総支給額が減額または支給されない場合があります。	 

※※	 就学支援金加算支給は、保護者両名の２３年度市町村民税所得割額の合算が１８９００円未満の方が

対象となります。	 

	 

高等学校等就学支援金に関するお知らせ  

文部科学省認可通信教育 
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就学支援金および加算支給対象者に関する 
お問い合わせ先 
０１２０‐９１７‐８４０ 
（担当 事務課：上間、たまき） 

５ 



	 進路指導部	 	 横田	 裕美	  
 

平成２４年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームペー

ジ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることは致しません

のでご注意ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 今年９月に卒業する生徒さんと、来年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。	 

	 	 	 	 	 	 ●今年９月卒業の生徒さん⇒個人出願	 

	 	 	 	 	 	 ●来年３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願	 

	 	 	 	 	 	 学校一括出願の方は、９月１６日(金)１７時が本校必着〆切	 となります。	 

	 	 	 	 	 	 ※	 願書確認等を行いますので、大学入試センターの定める申込締切(１０月１４日消印有効)より	 	 

本校提出締切を早めています。ご了承下さい。	 

	 

願書提出方法	 ～来年３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～
	 

	 

出願の流れ	 

	 

注意事項	 

①願書を入手	 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（木）から	 

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。	 

②検定料を納付	 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。	 

③願書を記入	 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。	 

・	 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程	 普通科です。	 

・	 全員現住所を記入してください。	 

・	 高等学校コードは４７５０６Ｊです	 

④出願	 	 ２０１２年３月卒業予定の方	 

▼	 

高校からの一括出願	 です。	 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。	 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。	 

⑤出願期間	 ▼	 

出願書類の高校への提出受付期間は、	 

９月１６日（金）必着	 です。	 

期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。	 

※	 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 
※	 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 
※	 センター試験申込についてご不明な点がありましたら高校までご連絡下さい。 

(試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。) 

センター試験の申込方法 
文部科学省認可通信教育 

大学入試センターホームページ	 ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／	 

大学入試センター事業第一課	 ⇒℡（０３）３４６５‐８６００（平日	 9:30～12:00・13:00～17:00） 

【受験案内入手方法】	 

①	 大学入試センター試験を利用する全国の各大学窓口で入手する。(無料)	 

（配付期間：平成 23 年 9 月 1 日（木）～平成 23 年 10 月 14 日（金）） 	 
	 
②	 電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパック	 	 	 	 	 	 

カタログで申し込み入手する。(有料)	 

（受付期間：平成 23 年 8 月 1 日（月）～平成 23 年 10 月 4 日（火）） 	 

	 

 

６ 



姉妹校における指定校推薦  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 進路指導部	 横田	 裕美 
	 本校は下記の大学、専門学校と同じ学校法人八洲学園(姉妹校)です。 
そこで、姉妹校における指定校推薦を行い、進路の選択肢を増やして 
いきたいと考えております。下記の２校において指定校推薦の募集を 
行ないますので、進路に悩んでいる皆さん、または下記の内容に興味 
のある皆さんは、各担任の先生にご連絡下さい。 
 
にゅうがく 八洲学園大学	 

【学部・学科・系】 
 
                      
 
【取得可能な資格】 
●社会教育主事	 

●図書館司書	 

●学芸員	 

        
【学校の特徴】 
●本校在学・卒業生のみ入学金返還!!夫婦・親子割引あり!!	 

●自宅のパソコンを通じて学習を進め卒業を目指す事ができる!!	 

●多様な資格取得が可能!!	 

●日本全国及び海外からの入学も可能!!	 

	 
所在地：神奈川県横浜市西区桜木町７丁目４２番地	 

生涯学習学部 生涯学習学科 
生涯学習支援系 

生涯学習マネジメント系 

	 	  
	 インターネットの学習のみでも大学卒業を目指

すことができる大学として誕生!! 

もちろん通いながら学習することもできます!! 

西日本柔道整復専門学校 
【課程・学科】 
医療専門課程	 	 柔道整復学科 
 
【柔道整復師への道】        
●高校卒業以上	 

↓	 

●柔道整復学科(３年)	 
↓	 

●国家資格合格(合格率約 80％)	 
↓	 

●柔道整復師資格取得	 

	 
所在地：大阪府大阪市中央区玉造１丁目３番１５号	 

～卒業後の進路～ 
●病院、医院(整形外科等)	 

●スポーツインストラクター	 

●高齢者施設	 

●福祉施設	 

●接骨院	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 等	 

『本校在学・卒業生のみ』 

入学金 ６５万円⇒２０万円 

文部科学省認可通信教育 

７ 



８ 

事務部	 槌林	 恵子 
推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要です。進学希望

の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。	 

調査書・推薦書の申込方法	 

①	 学習の手帳（p.37）「調査書・推薦書発行願」をコピーし、必要事項を記入します。	 

②	 受験する学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳（p.38）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します。	 

③	 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。	 

④	 専願の場合は、学習の手帳（p.30）「誓約書」をコピーし、記入します。	 

⑤	 手数料相当分の切手を準備してください	 

◎	 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円	 

◎	 推薦書発行手数料…１通２，０００円	 

⑥	 返信用封筒を準備し、上記必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。	 

※返信用封筒の大きさ…２通までは定型最大の封筒（12cm×23.5cm）、それ以上はＢ５サイズが入るもの(36cm×18.5cm)。

封筒には宛名を明記し、切手を貼付けてください。申込書類の郵送には青色封筒もご利用いただけます。	 

《注意事項》	 

◎	 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話、ＦＡＸでのご依頼は一

切お受けできませんので、予めご了承のうえ、ゆとりをもってお申し込みください。	 

◎	 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒に記載してお渡しし

ますので、提出先未定の場合は、発行できません。もしも提出先変更を希望される場合は、必ず進路指導部または担任

までお申し出ください。	 

 
	 

	 

	 

進路指導部	 横田	 裕美 
指定校推薦の２次募集を行います。２次募集以降は随時受付します。出願希望の方は、各担任の先生までご連絡下さい。	 

	 

調査書・推薦書の発行時期について 

指定校推薦一覧表（追加校） 

文部科学省認可通信教育	 

～提出先～	 

	 	 	 	 ・〒905-0207	 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９	 	 フリーコール	 0120-917-840	 

 
 

所在地 大学 学部・学科 所在地 専門学校 学部・学科

東京都 宝塚大学 【東京メディア・コンテンツ学部】メディア・コンテンツ学科 沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 社会福祉学科、こども未来学科

大阪府 太成学院大学 【経営学部】現代ビジネス学科【人間学部】子ども発達学科、健

康スポーツ学科、人間心理応用学科

埼玉県 東萌ビューティーカレッジ 美容科

京都府 成美大学 【経営情報学部】医療福祉マネジメント学科、ビジネスデザイン学

科

大阪府 西日本柔道整復専門学校 柔道整復学科

石川県 北陸大学 【薬学部】薬学科【未来創造学部】国際マネジメント学科、国際教

養学科

神奈川県 鎌倉早見美容芸術専門学校 美容科

福岡県 南九州大学 【環境園芸学部】環境園芸学科【健康栄養学部】食品開発科学

科

東京都 東京YMCA社会体育・保育専

門学校

スポーツトレーナー科、スポーツインストラクター科、保育科

福岡県 第一薬科大学 【薬学部】薬学科 東京都 東京法律専門学校 法律学科、法律ビジネス学科、法律社会学科、

行政学科

岐阜県 岐阜経済大学 【経済学部】経済学科、公共政策学科【経営学部】情報メディア学

科、スポーツ経営学科

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 高度会計学科、会計士学科、税理士学科、情報処理学科、Ｉ

Ｔビジネス学科、マルチメディア学科

ニュー

ジーラ

ンド

インターナショナル・パシ

フィック大学(IPC)

【国際総合学部】国際総合学科、ビジネスコミュニケーショ ン学

科、観光学科、多文化コミュニケーショ ン英語学科、国際環境学

科、国際スポーツ学科

東京都 専門学校東京法律２１ 法律学科、法律ビジネス学科、法律社会学科、行政学科

所在地 短大 学部・学科 東京都 専門学校東京IT会計２１ 会計士学科、税理士学科、ITビジネス学科

京都府 成美大学短期大学部 生活福祉科 神奈川県 東京ＩＴ会計法律専門学校横

浜校

法律学科、法律ビジネス学科、法律社会学科、行政学科、

会計士学科、税理士学科、情報処理学科、ITビジネス学科

所在地

大学校 学部・学科

埼玉県 東京ＩＴ会計法律専門学校大

宮校

法律学科、法律ビジネス学科、法律社会学科、行政学科、

会計士学科、税理士学科、情報処理学科、ITビジネス学科

埼玉県 専門学校日本医科学大

学校

視能訓練士科 千葉県 東京ＩＴ会計法律専門学校千

葉校

法律学科、法律ビジネス学科、法律社会学科、行政学科、

税理士学科、ITビジネス学科

静岡県 国際ことば学院外国語専門

学校

東アジア言語学科



高大連携の取組みの紹介  

	 

	 

	 

高大連携委員会	 鈴木	 啓之	 

	 

八洲学園大学国際高等学校は八洲学園大学との高大連携の一環として、当校の岩井校長と鈴木事務長

が八洲学園大学の准教授を兼任し、大学講義も担当してます。	 

このうち、鈴木事務長の担当する大学講義が、八洲学園大学と株式会社エーアールが提携して実施す

る高校卒業後の進路が未定の方を対象とした支援プラン「大学生スマートパスポート」として活用され

ることとなりましたので紹介します。	 

	 

「大学生スマートパスポート」のご案内	 	 	 	 株式会社	 	 	 エーアール	 松島	 恵子   

 

はじめまして。 
夏真っ盛りの毎日暑いこの頃ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 
今回は９月にご卒業予定のみなさま、また八洲学園大学国際高校をご卒業後、まだ進路

を決めていらっしゃらないみなさまに、10月から新しく開講されます、「大学生スマート
パスポート」についてご紹介させていただきます。 
「大学生スマートパスポート」は通信制高校等を卒業し、その後の進路が決まってい

ないために、就学機会が失われてしまう方を対象にした学習支援の仕組みです。 
具体的には「八洲学園大学」にて、正規入学の大学生となって半年間、１科目を履修し

ていただきます。それも八洲学園大学国際高校のみなさまには、高校と大学を兼任する  
鈴木啓之先生によるインターネット配信スクーリング科目(2 単位）を受講
していただきます。 
	 

また、以下のサービスがあります。	 

・	 面倒に感じてしまう入学書類の取り寄せ・作成等のサービス	 

・	 授業では共に学ぶ、「バーチャルお姉さん」がメール等で毎時間フォロー	 

そして何より、「大学生」という身分が保証されます。	 

半年間の学習を終えれば、「大学生スマートパスポート」のサービスは終了となります

が、「八洲学園大学」に正科生として入学している立場をそのまま利用して、大学を卒業

することも可能です。	 	 

この夏、八洲学園大学国際高校を卒業した後、「この先どうしよう？」と思っている方は、	 

ぜひ、以下のサイトをご覧になり、検討してみられてはいかがでしょうか。	 

【大学生スマートパスポート】	 

http://www.ar-ltd.co.jp/daigakupass/index.html	 

第 2 回出願期間は、9 月 2 日～9 月 15 日です。 

９ 

文部科学省認可通信教育 



事務部	 槌林	 恵子 
２０１１年度前期末に伴い『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いたし

ます。 
 
■	 単位修得証明書･･･２０１１年度前期で修得した科目は、１０月１日以降の発行 
■	 卒業証明書	 	 ･･･２０１１年度前期で卒業予定の方は、卒業式（９月１１日）終了後 

からの発行 
 
証明書が必要な方はお早めにお申し込みください。 
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	 鈴木	 啓之	 

【新任教員】	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 ●	 天野葉月（英語Ⅱ）●	 

みなさんこんにちは！英語Ⅱを担当することになりました天野葉月です。沖縄県の出身で

すが、福岡県北九州市に約 10 年間住んでいました。好きなことはサッカー観戦と映画鑑賞

です。みなさんとお会いできることを楽しみにしています。沖縄の青空の下でともに楽し

く過ごしましょう！	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【退任教員】	 

新城さやか先生（国語）は一身上の都合により退職されました。	 

今までどうもありがとうございました。 

	 証明書の発行時期について 

	 新任教員の紹介と退職教員のお知らせ 

 

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

9/7 戦争の時代 9/8 健康に役立つ化学 9/9 メディアを学ぼう(2)
9/14 敗戦と占領・戦後改革 9/22 光合成と地球環境 9/23 情報で生活を豊かにするには？
9/21 講和から高度経済成長の時代へ
9/28 高度成長から低成長の時代～現代から現在へ～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
9/6 余弦定理 （2） 9/6 芳香族炭化水素 9/9 消費者の自立
9/13 空間図形と三角比 9/13 フェノール類 9/16 消費生活と環境
9/20 三角比の応用問題 9/20 アニリンと染料 9/23 新たな生活文化の創造
9/27 数学Ⅰのまとめ 9/27 化学と人間生活 9/30 新しいライフスタイル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
9/8 春から初夏の天気 9/7 開花と発芽の調節 9/8 高齢者福祉と子育て支援～北ヨーロッパの取り組み～

9/15 梅雨から夏の天気 9/14 光合成と環境条件 9/15 移民と難民～国境を越えた人々～
9/22 夏から秋の天気 9/21 ヒトと植物 9/22 宗教対立～イスラーム世界と西洋～
9/29 大気と海洋の結びつき 9/28 生物を学んだ目で見てみると 9/29 異文化との共生

※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。

9/7 Lesson 10 Life on Mars (2) est と most ※ 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、
9/14 Lesson 10 Life on Mars (3) 比較級・最上級あれこれ      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。
9/21 まとめ Try again! (5) ～Lesson 9,10の復習～ 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。
9/28 Reading (3) Ａlone

※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

休止 休止 休止

■　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

休止 休止 休止

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

９月通学スクーリング

９月通学スクーリング　９月４日　[日]

古  典 

１１

９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

英語Ⅱ

13・１４限

1・２限

3・４限

OCⅠ

地学Ⅰ

ＯＣⅠ

化学Ⅰ

地学Ⅰ

学習会 生物Ⅰ

英語Ⅰ 英語Ⅱ

学習会

地学Ⅰ

学習会

英語Ⅰ

14：20～15：50

学習会

17：40～18：50

現代文

20：40～22：10

16：10～17：40

19：00～20：30

理総Ａ

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：105・６限

7・８限

9・１０限

11・１２限

夕食



 
 
 
                                  
        

文部科学省認可通信教育

                           
                                 

1 木  16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日 ☆通学スクーリング 19 月  

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金 秋分の日 

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日 ２３年度前期卒業証書授与式 26 月  

12 月  27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金  

   31 土 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（３日～１２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） 
 

（携帯ＱＲコード）

編集後記 

２３年度前期も残りひと月となりました。 
後期の科目追加登録を希望の生徒さんは
期日までに申込用紙を提出しましょう。 
また、各種証明書をご希望の生徒さんは余
裕を持って申請して下さいね。 
わからない事、困ったことがあれば担任の
先生に相談しましょう。 ｡ﾟ(ﾟ＾∀＾ﾟ)ﾟ｡ 
 

横浜分室 槌林恵子 

１２

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