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１月『学校満喫』スクーリングを開催しました！ 
 

平成２４年１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。 

 



                                              事務部 鈴木 啓之 
 

 
 
 

１月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 

・ とっても楽しかったです。また来たいです!! 

・ 初めて参加して、最初は友達もいなくて嫌だったけど、友達や同じ部屋の子と仲良くなってマジ楽しかった♪ 

・ やっぱり八洲やばい!!最高過ぎる!! 

・ ほんまに八洲に来て良かった!!卒業したくないけど、ここで学んだこと、八洲で生活した時間を忘れずに大切

にしながら頑張っていきます！ 

・ 八洲より良い学校なんか他にはないよ!!生徒のことをほんまに見てくれてるし、ちゃんと接してくれるところ

が好きやねん。 

・ なんかあったらここに戻って来たいと思える場所♪八洲最高ー!! 

・ 沖縄の文化に触れることが出来て良かったです。 

２  



 

 

事務部 鈴木 啓之 
今回は各担任から『２３年度３月卒業を目指す皆さんへ』伝えたいことを紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●２月スクーリングで卒業確定予定の生徒さんへ⇒スクーリング最

終日には卒業式がありますので、校長先生から卒業証書を受け取れ

るように学習＆体調管理をしっかり行いましょう!!  

●卒業確定済みの生徒さんへ⇒卒業式に参加出来そうな生徒さん

は、是非参加して下さい!! また、卒業した後でも進路相談は可能で

すので、気軽に本校へ連絡下さい!! 

３ 

いよいよ、卒業に向けてラストスパートの時期ですね。八洲での高

校生活に悔いのないよう、瞬間瞬間を大事に過ごしましょう。人間

には誰でも平等にあるのが 1 日 24 時間という時間。この時間をどう

過ごすかで自分の人生は大きく変わります。卒業後の進路が未定で

不安な生徒さんはいつでも相談にのりますので連絡下さいね。もち

ろん、卒業後でものりますよ！  

卒業と入学の季節がもうすぐやってきますね、出会いも別れも両方

ドキドキすること、切ないです。卒業する人は今までの居場所が心

地良くても、勇気を出して振り切ってください。早く卒業したかっ

た人はたまには思い出してね。その時までもう少し！元気に行きま

しょう！！ 

 

 
  
卒業は新たな未来への一歩!!卒業を目指す今は、『やりたいことに 
全力投球』で進んでいくことが出来たらいいですね。自分自身が納得 
いくまで行ったことは、どんな経験でも必ず力になります。 
 卒業を迎えると同時に、高校生という今を手放すことに不安を感じる 
方もいるかもしれません。でもね、素敵な未来が必ず待っているから、 
自分らしく一歩一歩進んで下さいね。 

卒業は終わりではなく、これから新たな出発です。本校で培ったものは決して無

駄なものではなく、皆さんにとってとても素敵な財産になると 

私は信じています。たくさんの思い出を皆さん 

と一緒に共有できるよう、またみんなで一緒に 

卒業式を迎えられるよう前進していきましょう！ 

そのためにはまずはリポート・視聴報告書の作成 

が必要不可欠！２月スクーリング参加予定の方で 

終わっていない人は全力で進めてくだいね( ﾟ▽ﾟ)/ 

分からないことがあればいつでも連絡してね♪ 

 

  



教務部 横田 裕美 
 

 先月、卒業確定者・予定者及び保護者の方々には別途郵送で平成23年度後期卒業証書授与式について

ご案内しました。この『ゆんたく』1月号でも重ねてお知らせいたします。 

卒業確定者・予定者の皆様にとっては、努力を重ねた結果たどり着いた卒業式です。本校での最後

の行事となる卒業式で、生涯の大切な思い出を作って次の人生のステップに進んでいただければ幸い

です。 

なお、仕事の都合や遠方にお住まい等の理由により、卒業証書授与式を欠席する生徒さんには、ご

自宅に卒業証書を発送いたします。卒業式に関する質問は各担任までお問い合わせください。 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 
平成23年度後期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。

今まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言

葉やエールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、

「やってみようかな」とお考えの方は担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表

者を選出させて頂きます。 

 

 

八洲学園大学国際高等学校「制服」のご紹介 

教頭 中村 成希 
 
平成２４年度より、八洲学園大学国際高等学校は生徒・保護者様のご要望にお応えし『学校オリ

ジナル制服（三越伊勢丹）』を取り入れます。希望購入ですので、必要と思われる方は、同封させ

て頂きました制服申込書をご送付下さい。 

 

≪●主な着用用途（例）●≫ 

①進学や就職、アルバイトな

どの面接試験 

②学習塾やサポート校への

通学服 

③冠婚葬祭のフォーマルな

場 

平成２３年度後期卒業証書授与式のご案内 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

１．期日・場所  平成 24年 2月 19 日（日） 八洲学園大学国際高等学校 食堂兼講堂 

※バス送迎有（19日 14：00那覇空港出発⇒学校、20日 8：30学校出発⇒那覇空港） 

２．日  程   卒業生  16：00（イルカ教室・クジラ教室）※時間厳守 

保護者  受付を済ませてから 16：25までにご入場ください。 

         卒業証書授与式 16：30～18：00  花道入場・写真撮影 18：15～ 

３．そ の 他   生徒証明書（必ず持参してください）服装は自由、上履きは必要ありません。                 

 

４ 



教頭 中村 成希 
 
 
 
 
 
 
 

●日時：２月２５日（土）１４～１６時３０分（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（※水族館の入館料が別途必要） 

●対象：どなたでも参加可能 

●解説：長﨑佑（八洲学園大学国際高等学校 生物担当教員）・・・東海区水産研究所、鴨川シーワー

ルド（開館に参画。日本初のシャチ飼育調教を担当）、沖縄海洋生物飼育技術センター（国営沖縄記念

公園水族館の飼育担当）、海洋博覧会記念公園管理財団（沖縄美ら海水族館の開館準備及び開館に参画）、

新屋島水族館を経て現職。 

事務長 鈴木 啓之 
  

年度末に伴い『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致します。 

■ 単位修得証明書･･･２０１１年度後期で修得した科目は、４月１日以降の発行 

■ 卒業証明書  ･･２０１１年度後期卒業予定の方は、３月１日以降に発送 
 （卒業にかかる学籍システム処理の都合で、卒業証書授与式から数日の作業を見込むため） 

なお、２０１１年度後期卒業の方は、２月１９日卒業証書授与式の翌日以降に到着の証明書発行申込

については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、お早めにお申込下さい。 

事務長 鈴木 啓之 

 

学校によっては 3月下旬まで願書を受け付けている場合もあります。悩んでいる方はお気軽に各担任

までご相談ください。 

 調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、本校事務宛てに申し込みくださ

い。申込用紙が学校に到着後約、発行までに 1 週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日

などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

２月講演会＆勉強会「動物との触れ合いから「きっかけ」作り」 

証明書の発行時期について 

調査書・推薦書について 

５ 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

「動物との触れ合い」には不思議な力があります！！ 

ひきこもりの方と一緒に外に出る『きっかけ作り』として、沖縄美ら海水族館を「違う角度」

から勉強しませんか？豆知識を得て、支援スキルアップに活かしましょう♪ 

文部科学省認可通信教育 



事務長 鈴木 啓之 

 
 高等学校等就学支援金の「受給資格の認定の通知」ならびに「高等学校等就学支援金支給額

決定（交付決定）通知書」の配布を受けた生徒さん・保護者様に、支給時期見込みの遅延のお知ら

せとお詫びをいたします。 
高等学校等就学支援金の支給時期につきまして、先月発行のゆんたくにて「1 月中お振込予定」

との案内をしておりましたが、支給時期が大幅に遅延する見通しとなりました。支給をご予定され

ていたみなさまには、大変申し訳なく、深くお詫びいたします。 
１月１７日現在、沖縄県担当課より「県から学校への代理支給は 2 月下旬頃」との見通しが示さ

れています。学校では、高等学校等就学支援金を一括代理受領してからできる限り早くお届けの口

座へ振り込めるよう、事前の手配を進めています。沖縄県より代理受給後、速やかにご返金させて

頂きます。 
  
高等学校等就学支援金の支給につきまして不明な点がありましたら、事務部 上間・玉城（たま

き）までお問い合わせください。（フリーコール ０１２０－９１７－８４０） 

 
 

事務長 鈴木 啓之 

 
高等学校等就学支援金にかかる書類未提出の方にご案内します。 
平成２３年度の就学支援金は、年度内に県による高等学校等就学支援金交付決定がされないと、

受給できなくなります。次の書類が未提出の方は、２月１5 日１７時までに、必要書類を提出して

ください。提出がなく受給資格が認定されない場合、就学支援金は支給されません。 
 
 対象： 平成２２年４月１日以降に私立高等学校に在籍し、 

 平成２３年度、本校に転入学あるいは編入学された生徒さん 
 必要書類：「高等学校等就学支援金の受給資格の消滅について（文部科学省様式 12）」 

  （前籍高等学校が転学・退学した生徒さんに通知する書類です。） 
 
 

 

高等学校等就学支援金の支給時期の 

遅延見込みのお知らせとお詫び 

高等学校等就学支援金 書類未提出の方へ 

文部科学省認可通信教育 

６ 

支給時期遅延の理由：就学支援金の一括申請電算処理のために文部科学省から配布された「文

部科学省高等学校等就学支援金事務処理支援システム」が、当校の単位制二期制の履修

体系と適合せず、申請の処理および県の審査が手作業で進むことになったため。 
 



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

2/9 南北朝の内乱 2/9 便利に使える化学を知ろう 2/10 情報発信してみよう！
2/16 足利将軍と守護大名 2/23 身近な化学製品を知ろう 2/24 ネットワークでコミュニケーション
2/23 室町時代の東国
3/1 戦国大名～城と合戦と民衆と～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
2/7 ２次方程式の解の公式 2/7 水素イオン濃度とｐH 2/10 支えあう社会を目指して ～福祉システム～
2/14 ２次方程式の応用 2/14 中和反応 2/17 ともに暮らすという幸せ ～地域社会と福祉～
2/21 関数 2/21 中和滴定 2/24 食べるとは？ ～食生活を考える～
2/28 ２次関数とそのグラフ （1） 2/28 酸化と還元 3/2 １０年後の健康をつくる ～栄養と食事～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
2/9 「固さ」からみた地球 2/10 発生の過程 (2) ～体作りの秘密～ 2/10 世界を結ぶ流通と情報化
2/16 プレートテクトニクス 2/17 発生のしくみ (1) ～タンパク質が運命を決める～ 2/17 余暇と観光産業
2/23 地震と断層 2/24 発生のしくみ (2) ～再生失われた一部を取り戻す～ 2/24 地図で世界の問題を読み解く
3/1 地震と災害 3/2 遺伝の法則 ～組み合わせが決め手～ 3/2 地図を持って旅しよう(1) ～自然地形を歩く～

※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。

2/8 Lesson 4 The Genbaku Dome (3) will のいろいろ ※ 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、
2/15 Communication (2) What's your plan?      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。
2/22 まとめ Try again! (2) ～Lesson 3, 4 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。
2/29 Reading (1) Dream-makers of the 20th Century (1)

※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
2/10 方丈記 (1) ゆく河の流れ（鴨長明） 2/6 孤独を友とせよ (2) （新野哲也） 2/6 Lesson 5 Bear's Pie(5)
2/17 二十億光年の孤独（谷川俊太郎） 2/13 ブータンの時間 (2) （今枝由郎） 2/13 Communication 1 ｢電車の乗り換え｣
2/24 羅生門 (1) （芥川龍之介） 2/20 鼻 (1) （芥川龍之介） 2/20 Lesson 6 Mottainai ! (1)
3/2 羅生門 (3) （芥川龍之介） 2/27 鼻 (3) （芥川龍之介） 2/27 Lesson 6 Mottainai ! (3)

■　火曜日（月曜深夜）11：40～00：00
2/11 方丈記 (2) ゆく河の流れ（鴨長明） 2/7 ブータンの時間 (1) （今枝由郎） 2/7 Lesson 5 Let's Try! ｢予想する表現｣
2/18 冬が来た（高村光太郎） 2/14 ブータンの時間 (3) （今枝由郎） 2/14 Communication 2 ｢コンビニで買い物｣
2/25 羅生門 (2) （芥川龍之介） 2/21 鼻 (2) （芥川龍之介） 2/21 Lesson 6 Mottainai ! (2)
3/3 羅生門 (4) （芥川龍之介） 2/28 鼻 (4) （芥川龍之介） 2/28 Lesson 6 Mottainai ! (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

2/8 交通事故の現状と要因 2/10 論語 ～巳矣乎/三人行、必有我師焉～ 2/12 What Are You Crazy About? (4)

2/15 運転者の資質と責任 (2) 2/17 老子 ～柔弱～ 2/19 More Speaking Power 2

2/22 応急手当の意義とその基本 2/24 更級日記（1） ～門出(1)～ 2/26 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (1)

2/29 日常的な応急手当 3/2 更級日記（3） ～源氏の五十余巻(1)～ 3/4 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (2)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：00
2/9 運転者の資質と責任 (1) 2/11 孟子 ～仁人心也～
2/16 安全な交通社会づくり 2/18 荘子 ～蝴蝶之夢～

2/23 心肺蘇生法 2/25 更級日記（2） ～門出(2)～

3/1 ライフステージとスポーツ 3/3 更級日記（4） ～源氏の五十余巻(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。

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

２月通学スクーリング

２月通学スクーリング　２月１２日　[日]

古  典 

毎週　木曜日(水曜深夜)2：05～2：35

英  語  Ⅰ
毎週　水曜日(火曜深夜)1：35～2：05

日 本 史 

地  学  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

毎週　金曜日(木曜深夜)2：15～2：35

化　学Ⅰ

毎週　木曜日（水曜日深夜）　1:05～1:35

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

・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)1：35～2：05

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:05～1:35

７ 

2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

学習会

5・６限

1・２限

11・１２限

夕食

7・８限

9・１０限

学習会

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：10

英語Ⅰ

ＯＣⅠ学習会

14：20～15：50

学習会

17：40～18：50

20：40～22：10

16：10～17：40

19：00～20：30

化学Ⅰ

地学Ⅰ

英語Ⅰ 情報Ａ

理総Ａ 英語Ⅱ

13・１４限

3・４限

ＯＣⅠ

化学Ⅰ

地学Ⅰ

生物Ⅰ



 
 
 
                                  
                                  

                                 
1 水  15 水  

2 木  16 木  

3 金 ３月スクーリング申込〆切（消印） 17 金  

4 土  18 土  

5 日  19 日 ２３年度後期卒業証書授与式 

6 月  20 月 
３月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

7 火  21 火  

8 水  22 水  

9 木  23 木  

10 金 ３月スクーリング申込〆切（必着） 24 金  

11 土 建国記念の日 25 土  

12 日 ☆通学スクーリング 26 日  

13 月 ３月スクーリング詳細文書発送 27 月 ３月スクーリング返送書類必着 

14 火  28 火  

   29 水 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（11 日～２０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 

寒い日が続いていますが、風邪などひい
ていませんか？ 
１月スクーリングも無事に終わりまし
た。皆さん、リポートなど順調に進んで
いますか？困ったことがあれば何でも
担任の先生に相談しましょう。 
さあ、来月は卒業式です。参加される生
徒さんは万全の体調で！ 

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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