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１２月スクーリング『八洲ライブ２０１１』を開催しました！ 
 

平成２３年１２月２６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。 

 



２ 

 

校長 岩井 貴生 

みんながもらえるクリスマスプレゼントとお年玉 

この原稿はクリスマス前に書いていますが、皆さんが読んでいる頃は、お正月前後になっているかと

思います。クリスマスもお正月も、生徒さんにとってはプレゼントやお年玉がもらえる楽しい時期です

ね。一方、保護者の皆様は、色々と出費がかさむシーズンで、何かと大変な時期かと思います。 

さて、日本のクリスマスは商業的なイベントの要素が強く、とても派手で華やかですが、西洋のクリ

スマスは宗教祭事の日として、家族で厳かな時間をうやうやしく過ごします。西洋では２４日のイブの

日は教会に行き祈りをささげ、２５日は家族と一緒に食事をしながら過ごすのが一般的です。日本にお

けるクリスマスの過ごし方は、それはそれですばらしいと思います。宗教的、非宗教的を問わず、誰も

が楽しめるのは日本のクリスマスの良いところです。 

また、お正月は家族全員でゆっくりと過ごす、憩
いこ

いのひとときです。私の子どもの頃はどこのお店も

７日ぐらいまでは閉まっていましたから、家族でゆっくりゲームやテレビなどを見て過ごしていたもの

です。お正月といえば、まさしく「家族の時間」だったのですが、今では元日から多くのお店が営業し

ていますし、家より外のほうが楽しいということもあってか、家族もそれぞれ自分の友だちや知人と過

ごすことも多く、家族でゆっくり時間を過ごすことも、以前に比べて少なくなったことも否めません。 

ところで、クリスマスと言えば「プレゼント」、お正月といえば「お年玉」で

すね。私も子どものころ、クリスマスの晩には、サンタクロースからのプレゼ

ント、お正月には親や親戚からのお年玉をとても楽しみにしていました。サン

タクロースの起源は、カトリック司教の聖ニコラウスが（４世紀ごろ）生活難

で苦しむ人々に「施し」をして救ったという行為がはじまりだといわれていま

す。これがクリスマスプレゼントの由来のようです。お年玉の由来は多々ある

ようですが、備えたお餅をお下がりとして子どもに食べさせ、それを「御歳魂」

（おとしだま）とした説や、年初にお餅が配られる習慣が「年のはじめの賜物
たまもの

」

なので、「年賜」（としだま）という説が有力のようです。 

クリスマスプレゼントもお年玉の「施し」であることには変わりありませんね。「施し」とは「財施」

（お金を寄付したり、物をあげたり）するだけではありません。誰でも簡単に出来る「施し」がありま

す。下記に七つほど例を挙げてみました。 

・ 自分のできる範囲で人に尽くす（捨身施） 

・ 他者の悲しみ喜びを自分のものとして感じる（心慮施）   

・ やさしい顔、微笑で接する（和顔施） 

・ いつくしみの眼でみつめる（慈眼施） 

・ 優しく心あたたかい言葉で呼びかける（愛語施） 

・ 休む場を提供して、心にゆとりを与える（房舎施） 

・ 座席をゆずる（床座施） 

以上の七つはお金が無くても、心がけひとつで誰にも簡単にできます。これであれば大人や子どもに

関係なく、見知らぬ人に何か一つプレゼント（お年玉）をあげることができそうですね。 

皆さん、一年間お疲れ様でした。良いお年をお迎えください。 

校長コラム  
文部科学省認可通信教育 



 

 

事務部 鈴木 啓之 
年明け１回目の担任ページは『今年の抱負』をテーマにお届けします。 
みなさん、今年もよろしくお願いします♪ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の抱負 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

本年もどうぞよろしくおねがいします。 

昨年で予定通り自宅学習終わりましたか？ まだの方は年始早々スター

トダッシュ、気持ちを切り替えましょう!! 

また、私は１つ新しいことに挑戦する年にしようと決心しています。 

１・２番クラス生徒の皆さんも、１つでも新しいことに挑戦する年にし

てお互い前進しましょう!! 

 

３ 

年頭にあたってご挨拶もうしあげます！ 

私の今年の目標は多くの生徒さんと会話をし、子どもにとって良い

母親とは？を自分なりに考えて行動することです。スクーリングに

参加して是非、このテーマについて私と話しましょう！ 

皆さんの意見は大変参考になります。 

2012 年も皆さんにとってステキな 1 年となりますように･･･  

今年もよろしくお願いいたします。 

皆さん昨年はどんな年でしたか？ 私はレンガを一つずつ積み上げていくような年

でした（ -^＾） 

ですので、今年は一つ、どーんと新しいことを始めてみようかと思います。 

新しいことを始めるには、ちょっと勇気がいりますが、皆さんも一緒にどうですか？ 

今年は辰年です！今年も宜しくお願いします。 

 

A Start of a New Year 
 2012 年の幕開けは笑顔と希望と夢を胸に出発!! 

『やりたい事は迷わず挑戦★食べたいものは迷わず食べる★』 

これが 2012 年のモットー!! 

八洲人のみなさんが、ひまわりクラスのみなさんが 2012 年も 

笑顔輝くことを願っています★★★ 

2012 年、私の目標は引き続きダイエットでいきたいと思います！！ 

あの皆から言われる「痩せたねー」は最高にテンションが上がります↑

プラス、自分の体が健康になっている… 

素晴らしいじゃないですか( ﾟ▽ﾟ)/ 

痩せた島袋を 2012 年もぜひ！ 

よろしくお願いします((^∀^*))  

Happy 

New Year! 



                                              事務部 鈴木 啓之 
 

 
 
 

１２月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 

４ 

・初めてバンドを組んでとっても不安で眠れなかったけど、メンバーも先生方もみんな優しくて 

最後のライブは大成功でした。 

・普通の学校から来たけどこの学校にはとても素敵な人たちがいました。 

・八洲に来て本当に僕は幸せでした。 

・音楽というテーマがすごく自分に合っていて楽しかった。 

・最初はめっちゃおもろなかったけど、最後らへん楽しかった～！ 

・みんな楽しい人達ばっかりで最高に良かった。 

・朝から夜まで授業つめつめで大変だったけど今は達成感でいっぱい。 

・皆で協力して一つの事やり遂げるっていいね！ 

・卒業したいって思ってたけど、今は卒業したくないって思う。八洲人のみんな大好き！ 
 



 

 

12 月Ｓサブリーダー 横田 裕美 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月音楽スクーリング特別活動の紹介 

５ 

【栄光の架橋 ～2011 八洲バージョン～】 

作詞 ゴスペルファミリー 

(ゴスペル部門) 

誰にも見せない 泪
なみだ

があった 

人知れず流した泪があった 

決して平らな道ではなかった 

けれど確かに歩んで来た道だ 

 あの時想い描いた夢の途中に今も 

何度も何度もあきらめかけた夢の途中 

いくつもの日々を越えて 辿
たど

り着いた今がある 

だからもう迷わずに進めばいい 

 栄光の架橋
かけはし

へと… 

 

八洲で過ごした １週間の日々 

不安でつぶれそうな 夜もあった 

もう未来を投げ出しかけていた 

そんな自分がいても 

振り返れば 全てが 大切な 

今につながっていたんだよと 

たくさんの 出逢いの中で 感じていた 感謝の心 

ありがとう 出逢った みんなに伝えたい 

心から ありがとう 

 

誰にも見せない泪があった 

人知れず流した泪があった 

いくつもの日々を越えて 辿り着いた今がある 

だからもう迷わずに進めばいい 

 栄光の架橋へと… 

終わらないその旅へと 

君の心へ続く架橋へと… 

 12 月スクーリングのテーマ

は『音楽』♪今回のゴスペル

部門では、替え歌を披露!! 
一人一人が八洲へきた想い、

そして、大切な人へ伝えたい

気持ちを込めて作りました。 
 2 番の歌詞にご注目下さい。

ゴスペルファミリーの心のメ

ッセージです♪ 
 

文部科学省認可通信教育 

毎日練習して 12月 9日の 

『八洲ライブ２０１１』に 

結実させました。 

------- 演目 ------- 

【ゴスペル】部門 

・八洲人ぬ宝 
・栄光の架橋 

～2011 八洲バージョン～ 

【ハンドベル】部門 

・赤鼻のトナカイ 

・ミッキーマウスマーチ 

【三線（沖縄三味線）】部門 

・童神 

・島人ぬ宝 

【バンド】部門 

・君の好きなうた(UVER world) 

・嘘(シド) 



 

 

教頭 中村 成希 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

●日時：１月２１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：森広樹・・・沖縄ダルク責任者 

事務部 槌林 恵子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 槌林 恵子 

年末年始の沖縄本校及び横浜分室の業務時間は、以下の通りとなります。 

緊急の時は各担任のＰＨＳ／メールまで連絡してください。 

■ 仕事納め １２／２７（火）１７：３０まで  

■ 休業   １２／２８（水）～１／３（火） 

■ 仕事始め １／４（水）８：３０から 

玉城クラス 090-6869-8550 ktamashiro@okinawa.yashima.ac.jp 

平安山クラス 090-6869-8551 henzan@okinawa.yashima.ac.jp 

島袋クラス 090-6869-8552 shimabukuro@okinawa.yashima.ac.jp 

岸本クラス 090-6869-8553 hkishimoto@yashima.ac.jp 

横田クラス 090-6869-8554 yokota@okinawa.yashima.ac.jp 

１月講演会＆勉強会「薬物依存からの回復と支援」 

卒業生投稿作品 

年末年始のお知らせ 

６ 

原画はレインボーカラーです。 学校Ｗｅｂサイ

トの「在校生はこちら」上で「ゆんたく 12 月号」

をカラー掲載しますので、P2 「スクーリングダ

イジェスト」ともどもご鑑賞ください。 （「ゆんた

く」バックナンバーも掲載しています。） 

http://study.jp/hs/yashima/student.html 

・22年度卒業生(匿名) 作品 

・23年 12月 4日 制作・投稿 

描画は Windows アクセサリの「ペイント」

を利用してタッチパッドで仕上げる。 

文部科学省認可通信教育 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

覚せい剤、シンナー、精神安定剤、睡眠薬、その他の薬物からの解放を目指している薬

物依存症リハビリ施設『沖縄ダルク』。支援現場での現状を聞き、支援方法の一つを考え

ていく。 

「グループセラピーを中心としたプログラム」により依存症からの身体的精神的社会的

回復への支援を行っている。スタッフ全員が薬物依存経験者でもある。 



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

1/12 承久の乱と執権政治 1/12 電子で語る化学 1/13 ネットワークのしくみ
1/19 モンゴル襲来

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
1/10 不等式の応用 1/10 反応熱と熱化学方程式 1/13 もう一つの人生を生きる～新しい高齢者像～
1/17 ２次方程式とその解き方 1/17 酸と塩基 1/20 ケアの極意は○○にあり！～高齢者介護～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
1/12 地球の大きさと凹凸 1/13 植物の生殖と発生～花ってなに？種ってなに？～ 1/13 林業・水産業地帯を旅しよう
1/19 地球の深部 1/20 発生の過程 (1)～タマゴからヒヨコになるまで～ 1/20 鉱・工業地帯を旅しよう

放送日 タ　イ　ト　ル ※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 。
1/11 Lesson 4 The Genbaku Dome (1) Yes, we can. ※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。
1/18 Lesson 4 The Genbaku Dome (2) must と have to ※ 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）11：40～00：00
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
1/13 おカネでは買えぬもの (2)（岩井克人） 1/9 空虚なコミュニケーション(2)（野口恵子） 1/9 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (3)
1/20 ガリヴァーとアリス (2)（外山滋比古） 1/16 短歌と俳句 (2)「犬」 1/16 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (5)
1/27 通知と案内 (2) 1/23 短歌と俳句 (4)「蝶」 1/23 Lesson 5 Bear's Pie (1)
2/3 徒然草 (2)仁和寺にある法師（兼好法師） 1/30 短歌と俳句 (6)「飲む・食う」 1/30 Lesson 5 Bear's Pie (3)

■　火曜日（月曜深夜）11：40～00：00
1/14 ガリヴァーとアリス (1)（外山滋比古） 1/10 短歌と俳句 (1)はじめに 1/10 Lesson 4 The Most Mysterious Smile (4)
1/21 通知と案内 (1) 1/17 短歌と俳句 (3)「猫」 1/17 Lesson 4 Let's Try! ｢同意する表現・同意しない表現｣
1/28 徒然草 (1)亀山殿の水車（兼好法師） 1/24 短歌と俳句 (5) 「走る・歩く」 1/24 Lesson 5 Bear's Pie (2)
2/4 徒然草 (3)奥山に、猫またといふものありて（兼好法師） 1/31 孤独を友とせよ (1)（新野哲也） 1/31 Lesson 5 Bear's Pie (4)

■　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
1/11 意志決定と行動選択 (1) 1/13 古今和歌集 1/15 More Speaking Power 1

1/18 脳の働きと欲求 1/20 枕草子（1）～春は、あけぼの～ 1/22 What Are You Crazy About? (1)

1/25 心身の相関とストレス 1/27 枕草子（3）～中納言参り給ひて～ 1/29 What Are You Crazy About? (2)

2/1 ストレスへの対処 (2) 2/3 枕草子（5）～鳥は(1)～ 2/5 What Are You Crazy About? (3)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：00
1/12 意志決定と行動選択 (2) 1/14 新古今和歌集
1/19 欲求不満と適応機制 1/21 枕草子（2）～うつくしきもの～
1/26 ストレスへの対処 (1) 1/28 枕草子（4）～御方々、君たち～
2/2 自己実現 2/4 枕草子（6）～鳥は(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。

■　木曜日(水曜深夜)11：40～0：00

■　火曜日（月曜深夜）00：20～00：40

１月通学スクーリング

１月通学スクーリング　１月１７日　[火]

・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。

■　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

英  語  Ⅱ国 語 総 合 現   代   文

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

■　土曜日(金曜深夜)　0：20～0：40

毎週　金曜日(木曜深夜)2：15～2：35

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)2：05～2：35

英  語  Ⅰ

古  典 体育α・β・γ

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

毎週　火曜日(月曜深夜)2：05～2：35

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。

地  理  Ｂ

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

化　学Ⅰ

毎週　木曜日（水曜日深夜）　1:05～1:35

７ 

１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 生物Ⅰ 古典

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

理総Ａ 英語Ⅱ 日本史Ｂ

合同体育



 
 
 
                                  
                                  

                                 
1 日 元旦、学校休業日 16 月 ２月スクーリング詳細文書発送 

2 月 振替休日、学校休業日 17 火 ☆通学スクーリング 

3 火 学校休業日 18 水 成績発送 

4 水  19 木  

5 木 １月スクーリング返送書類必着 20 金  

6 金 ２月スクーリング申込〆切（消印） 21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 
２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 成人の日 24 火  

10 火  25 水  

11 水  26 木 
２月スクーリング返送書類必着 

学校通信ゆんたく発送 

12 木  27 金  

13 金 ２月スクーリング申込〆切（必着） 28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

   31 火  

☆ 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（８日～１４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 

2011 年も残すところあとわずか。今年
は絆の大切さを改めて実感した年でした。
皆さんにとってこの１年はどんな年でし
たか？ 年末年始、お出かけされる方も多
いと思いますが、事故の無いように気をつ
けて下さい。また、体調を崩さないように
お過ごし下さい。 
それでは、皆さん良いお年を・・・ 

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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