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１１月『漫画』スクーリングを開催しました！ 

 

平成２３年１１月２５日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

「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 
 

 
 
 
 
 

１１月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 

２ 

♪ 友達ができ、楽しかった。 

♪ 思っていたより楽しいことがたくさんあったので嬉しかった。 

♪ 1週間ホンマ楽しかったです。卒業も決まって嬉しかった!! 

♪ 卒業キター!やったー! 

♪ 私は人付き合いが苦手なので不安でした。でも、行ってみたらみんな優しく先生達は

気を遣ってくれて本当にいい先生達だと思いました。 

 



 

 

11月Ｓリーダー 岸本 久律 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月漫画スクーリング特別活動 生徒作品の紹介 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

３ 

11 月 9 日 3・4 限 特別活動 

「漫画を描こう！」での生徒さ

んの創作作品の一部を紹介

します。 

授業では、４コマ漫画の創作

活動、４コマ漫画の吹き出し

を空白にしてネームをつける

活動、パラパラ漫画の創作

活動を行ないました。 

このほかの特別活動でも、 
さまざまな創作活動を行な 
いました。 
・オリジナルペンネーム作り。 
・キャラクターの表情を描く 
練習やストーリー作り。 

・「自分へのイラスト郵便」作

り。スクーリング後に学校か

ら生徒さん宅へ郵送しまし

た。 
 

【ゆんたく編集部より】 
「ゆんたく」では、生徒のみなさ

んの作品投稿を募集していま

す。イラスト・マンガ・スケッチ・

キャラクターデザイン、作詞な

ど、分野を問わず、編集部まで

どしどし投稿ください。 
（匿名可。印刷の都合で白黒掲

載となります。） 



 

 

事務部 鈴木 啓之 
今回は『私の健康法と風邪をひかないコツ』をテーマにお届けします。担任の先生は、いつも元気

です┗(｀∀´)┛ みなさん、ぜひ参考にして下さいね♪ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

スポーツをして体を動かすことが一番!! 私は時間があればサッカーと

ゴルフをしています。 

あとは、暴飲暴食を控えることくらいですかね。 

あっ、そういえば前回「ゆんたく」でも紹介がありましたが、インフル

エンザ流行しているようです(＠_＠;) 

可能な方は予防接種していた方が良いですよ～(^_^) 
 

４ 

私の健康法は、外から帰った時にまず石鹸で手洗いをします！ 
次にうがい。うがいはひとくち目は口の中のばい菌を外に出すため

に「クチュクチュ、ペッ！」ふたくち目、みくち目は喉のばい菌を

外に出すために「ゴロゴロ、ペッ！」とします！これをしないと落

ち着かない私はほとんど風邪をひかず 1 年中元気で過ごしています。

皆さんも是非実践してみてくださいね。 
 

 

私の健康法は毎日しっかり寝ること！とにかく睡眠大事です！しっかり

寝れなかった朝、起きた時の気持ちはいまいちですね（Ｔ。Ｔ）夜はな

るべく決まった時間にバリッと寝て、朝は決まった時間にバリッと起き

る！！天気がいい日は最高ですよ~~~ヾ (＾∇＾ )ー♪そして毎日適

度な運動を心がける。基礎体力がしっかりしていれば、ちょっ

とした環境の変化にも対応できます。皆さん睡眠不足で運動不

足は避けましょう！！毎日適度な睡眠と運動で風邪の季節を吹

っ飛ばせ d(@^∇ﾟ)/ﾌｧｲﾄｯ♪  
 

 

★★★食べる・寝る・遊ぶ★★★ 
  

私の健康法はこれっ『食べる・寝る・遊ぶ』!! これをバランス良く保

つことが出来れば風邪もひかない健康な体に!! どれか一つだけに偏っ

てしまうと、健康のバランスを保つことが出来なくなってしまうので、

自分なりに楽しみながら『食べて』『寝て』『遊ぶ』を実行♪♪♪  
この冬を健康な体で乗り切るために、自分なりの健康法を見つけ出す事

ができたらいいですね★★★ 

私はいつも元気で、何で私には病原菌が寄りつかないの？って思うくらいほとん

ど風邪などは引きません。なので、たまーに体調が悪く 

なってしまったら、大変です（＞＿＜）薬など飲んで 

予防すればよいのですが、薬は苦いので嫌いです！ 

たいていは薬を飲まず気合いで治します。「この風邪 

は、骨折よりも痛くないからすぐ治る！」とか、「こ 

の風邪が治れば遊びに行ける♪」とかポジティブに考 

えるように心がけてます。これは私流。みなさんは普 

段からしっかりと風邪、インフルエンザ対策をしよう！ 
 



『スタディルーム高等部』のご紹介 
 
 

教頭 中村 成希 
 

 
１１月より鹿児島県鹿屋市に、学習サポート校『スタディルーム高等部』誕生しました。

ＲＥＢＴ心理士の小杉雅彦先生が代表です。 
 
個室の学習ブースになっており、イ

ンターネットカフェのような学習環境

です。「１カ月／１２６００円」の学費

設定。週２回の学習指導で本学の学習

をサポートしていく形式です。それ以

外の日も、自由にスタディルームを利

用して自習が可能♪ 
 
近隣の在校生の方で興味がある場合、

各担任に相談して下さい。 
 
≪スタディルーム高等部…住所：鹿児島県鹿屋市大手町１１－３≫ 
 
 
 
 

 
                                教頭 中村 成希 

 
 
 
 
 
 
 

 
●日時：１２月１０日（土）１４～１６時（受付１３：３０～） 
●会場：八洲学園大学国際高等学校（０９８０－５１－７７１１ 窓口：中村成希） 
●参加費：５００円 
●講師：山内暢子（やまのうちのぶこ）・・・株式会社フラックス．代表取締役、ＮＰＯ法

人ＣＯＣＯＮＥＴ理事長、カラー＆アートセラピスト、勇気づけファシリテーター 

≪講演会＆勉強会の内容≫「誰も私の気持ちをわかってくれない！」多くの不適切

な行動をとる児童・生徒さん達から聞こえてくる声です。 
色彩を手がかりにして、言葉にしにくい感情を掘り起こす事で心のＳＯＳをキャッ

チする分析心理学（投影法）の『カラーセラピーの技法』を学びましょう★ 

文部科学省認可通信教育 

 

１２月講演会＆勉強会「子どもの心のＳＯＳを色でキャッチ」 

５ 



                                     総合推進部 鈴木 啓之 
 

NHK は、E テレ（NHK 教育テレビ）で放送している

NHK 高校講座（テレビ）と NHK ラジオ第２放送で放送

している NHK 高校講座（ラジオ）を、NHK の Web サイ

トから無料でオンデマンド再配信をしており、家庭の PC
のブラウザ上で番組を視聴できます。従来のテレビ・ラジ

オでの視聴に比べて、格段に利便性が向上していますので、

視聴報告書の作成、スクーリングの予習復習に活用くださ

い。 
 

 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★視聴についての準備 
・ インターネットに接続できる PC が必要です。（マッキントッシュ社の PC での利用については、 

NHK Web サイトで利用条件をご確認してください） 
・ 視聴にはマイクロソフト Media Player, Adobe Flush, PDF ビューアが必要です。 
・ ブラウザで Java Script や CSS が利用できることが必要です。 

 

NHK高校講座 オンデマンド配信 

 
テレビ録画・ラジオ録音の手間

がかかりません。２４時間、い

つでも、何度でも、どこからで

も視聴できます。 

 
各科目・各番組ごとに、「理解度

チェック」機能を利用して、ち

ゃんと学習が進んだかどうか自

分で判定することができます。 

 
年度内に放送済のすべての番組

を視聴することができます。テ

レビ・ラジオ視聴の際のような

録り忘れや聴き逃しはありませ

ん。 

文部科学省認可通信教育 

６ 

 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 

 
「ベーシック数学」というタイ

トルで、分数、負の計算、因数

分解、連立方程式などの中学数

学を基礎から学びなおせます。 

 
英語、国語、数学で、高校の勉

強についていけないときに、基

礎から学びなおすショート番組

です。ドリルと一体で学習を進

めます。 

 
各科目・各番組ごとに、「学習メ

モ」pdf ファイルが利用できま

す。英語や国語の例文、数学で

は例題など掲載し、紙面右側を

ノート代わりに利用できます。 
 

 

・ E テレ（NHK 教育テレビ）で放送している NHK 高校講座（テレビ）は「テレビ

用」、NHK ラジオ第２放送で放送している NHK 高校講座（ラジオ）は「ラジオ

用」の視聴報告書に記入します。 

・ 提出用封筒（青色）の「リポート No」欄は「視聴報告」と記入します。 

・ 番組「ベーシック数学」「ベーシック１０」は視聴報告の対象科目ではありません。 
自習教材として個人でご利用ください。 



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

12/8 武士の登場 12/15 水素イオンで語る化学 12/16 情報検索の達人になろう
12/15 院政
12/22 鎌倉幕府の成立

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/6 根号を含む式の計算 12/6 物質量 12/9 密着２４時！コドモの世界～子どもの発達と生活～
12/13 不等式 12/13 化学反応式 12/16 “親になる”ってどういうこと？～家庭での子育て～
12/20 不等式の解き方 12/20 化学変化の量的関係

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/8 太陽 12/9 冷帯・寒帯を旅しよう～シベリア・極地のくらし～
12/15 惑星の素顔 12/16 世界の「水」を旅しよう
12/22 もうひとつの太陽系を求めて 12/23 農業地帯を旅しよう

12/23 生殖細胞のでき方～遺伝子のバトンタッチ～

※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。
12/7 Lesson 3 Great Journeys (1) It is …ing ※ 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、
12/14 Lesson 3 Great Journeys (2) It was …ing      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）11：40～00：00
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/9 訓点 (1) 12/5 永訣の朝 (1)（宮沢賢治） 12/5 Lesson3 Modern Monsters (3)
12/16 故事 (1)守株 12/12 この世（中江俊夫） 12/12 Lesson3 Modern Monsters (5)
12/23 故事 (3)蛇足 12/19 情けは人の……(2)（俵　万智） 12/19 Lesson4 The Most Mysterious Smile (1)

■　火曜日（月曜深夜）11：40～00：00
12/10 訓点 (2) 12/6 永訣の朝 (2)（宮沢賢治） 12/6 Lesson3 Modern Monsters (4)
12/17 故事 (2)五十歩百歩 12/13 情けは人の……(1)（俵　万智） 12/13 Lesson3 Let's Try! 「助言・忠告の表現」
12/24 おカネでは買えぬもの (1)（岩井克人） 12/20 空虚なコミュニケーション (1)（野口恵子） 12/20 Lesson4 The Most Mysterious Smile (2)

■　金曜日(木曜深夜)11：40～0：00 ■　日曜日（土曜深夜）11:40～0：00
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/7 スポーツと国際理解 (1) 12/9 中国の詩絶句・峨眉山月歌 12/11 Lesson2 My Favorite Things (2)

12/14 スポーツの歴史 12/16 方丈記（1）～ゆく川の流れ～ 12/18 Lesson2 My Favorite Things (3)

12/21 エイズとその予防 (1) 12/23 万葉集（1） 12/25 Lesson2 My Favorite Things (4)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：00
12/8 スポーツと国際理解 (2) 12/10 日本の詩送夏目漱石之伊予
12/15 感染症の予防 12/17 方丈記（2）～安元の大火～

12/22 エイズとその予防 (2) 12/24 万葉集（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。

化　学Ⅰ

毎週　木曜日（水曜日深夜）　1:05～1:35

毎週　水曜日(火曜深夜)1：35～2：05

・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

■　土曜日(金曜深夜)　0：20～0：40 ■　火曜日（月曜深夜）00：20～00：40

■　木曜日(水曜深夜)11：40～0：00

毎週　火曜日(月曜深夜)2：05～2：35

日 本 史 

地  学  Ⅰ

12/21
Lesson 3 Great Journeys (3) 5W1H～質問のしかた
あれこれ～

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)　1:05～1:35

植物の体の成り立ち～小さくても大きくても基本は
同じ～

毎週　金曜日(木曜深夜)2：15～2：35

12/16

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　金曜日(木曜深夜)1：35～1：55

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)1：55～2：15

生  物 Ⅰ

１２月通学スクーリング

１２月通学スクーリング　１２月２日　[金]

古  典 

毎週　木曜日(水曜深夜)2：05～2：35

英  語  Ⅰ

※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

12/9

いろいろな生殖～性殖ではなく生きる殖なのはな
ぜ？～

12/23
子どもの笑顔を守れるか～子育ての社会的サポート
～

国 語 総 合
■　金曜日(木曜深夜)　0：20～0：40 ■　月曜日（日曜深夜）00：20～00：40

■　水曜日(火曜深夜)11：40～0：00

オーラルコミュニケーションⅠ

７ 

12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

現代文

13・１４限

3・４限

古典

地理B

地学Ⅰ

化学Ⅰ

地学Ⅰ

学習会 生物Ⅰ

家総理総Ａ

14：20～15：50

学習会

17：40～18：50

20：40～22：10

16：10～17：40

19：00～20：30 学習会

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：105・６限

1・２限

11・１２限

夕食

学習会

数学Ⅰ

学習会 英語Ⅱ

7・８限

9・１０限

英語Ⅰ



 
 
 
                                  
                                  

                                 
1 木  16 金  

2 金 
☆ 通学スクーリング 

１月スクーリング申込〆切（消印） 
17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火 
１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木 １月スクーリング申込〆切（必着） 23 金 天皇誕生日 

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 学校通信ゆんたく発送 

12 月 １月スクーリング詳細文書発送 27 火  

13 火  28 水 学校休業日 

14 水  29 木 学校休業日 

15 木  30 金 学校休業日 

   31 土 
学校休業日 
（１／４より通常業務となります） 

☆ 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 

日も短くなり、ずいぶん寒くなりました
ね。担任の先生の健康法を参考にこの冬を
元気に乗り切りましょう LΩ（・∀・）Ω」 
先日、後期最初のスクーリングが無事終了
しました。今年度、まだスクーリングに参
加していない生徒さんは積極的に参加し
て下さいね♪ 

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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