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２月スクーリング「大運動会ｉｎ八洲～卒業を迎えました～」を開催しました！ 

 

 

平成２４年２月２９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 
 
今回は担任の先生が『好きな曲♪元気になる曲』を紹介します。皆さんはどんな曲が好きですか? 
スクーリングの特別活動や体育では、バックで流すPOPな音楽の力を借りて、心も体も軽く元気な 
活動としています。スクーリングのテーマやリーダーの先生のマイブームで選曲も変わります。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任から皆さんへメッセージ 

私の好きな曲は、テンションがあがる曲です。 

まさにそれは…ＡＫＢ４８！！ 
ＡＫＢさんの曲はほんとに元気が出るんです！ 

特に「ヘビーローテーション」って曲が一番 

大好きです❤あとは定番でいくと、「会いたかった」 

ですかね～( ﾟ▽ﾟ)/ＡＫＢの曲でこの曲は 

テンションあがりますよ～って曲が他にもあり 

ましたら、私まで教えてくださいね((⊂(^ω^)⊃)) 
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色々聞くので、特に好きなジャンルは決まっていません。わりとド

ンシャリ感のある曲が好みです。ディープパープルのハイウェイス

ターとか聞きながら運転すると、とてもテンション上がりますよ 
！！最近は「家政婦の三田」のエンディングテーマ・「やさしくなり

たい」が好きです。気がつくと頭の中で流れ出します。頭の中で勝

手に流れ出す歌が好きな歌かも知れませんね（＾＾） 
 

 

 

AI の「story」です。誰が歌っているのか、何という曲名なのかもわ

からないまま八洲の体育のストレッチ＆マッサージで使われていた

曲。この曲を聴くたびにストレッチ＆マッサージの風景を思い出し、

テンションがあがる私。横田先生が作成してくれた私の結婚式の思

い出アルバムのバックミュージックとしても活躍してくれた曲。私

にとってはとても大切な 1 曲です。是非皆さんも聴いて見て下さい！ 
 

☆共感できるもの☆ 
 
その時によって、聴く曲がかわるなぁ…その時の心の動きによって、

聴きたいと思う曲がかわってきます。やっぱり、共感できる歌詞がある

と元気もでるから、歌詞にも注目してみましょう♪♪♪ 
私の好きな曲、元気がでる曲は『歩いて帰ろう』!!なんだかワクワク

してしまうような曲です。他にも、私の好きな曲はあるけれど、その話

はスクーリングで♪♪♪ 

 好きな曲・・・特別指定はありませんが、音楽は落ち着いて

ゆっくり聴くことが好きです。また、同じ曲でも時と場所によ

って聞こえ方が違いますよね。賑やかな職員室で聞くのと、一

人でのんびり車を運転しながら聴くのは大違い(笑)  皆さんの

自宅学習をする環境も同じようなイメージですかね？  時と場

所を考えて自分にベストな環境で進めてみて下さい(^_^) 



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。 
前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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 3/19（月）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         ～ 3月 31 日（土） 4 月 16日（月） 

第２期 4 月 01日（日） ～ 4月 30 日（月）必着 5 月 17日（月） 

 

※ 今年度後期のリポート・視聴報告書提出〆切 … 

   
この日を過ぎて届いたリポートは、平成24年度前期のものとして受付されますので、今期での

単位修得はできなくなってしまいます。特に期限切れの科目・試験のない科目は気をつけてくだ

さい。不明な点がありましたら、必ず担任まで問い合わせてください。 
 

事務部 鈴木啓之 

 

八洲学園大学国際高等学校は八洲学園大学と高大連携を進めています。当校からの進学に当たっては、

入学金の返還や指定校推薦制度が利用できます。また、在校生は八洲学園大学の講義の一部をオンデマ

ンド受講することができます。平成 23年度即戦力育成講座「米 Googleで働く人々と経営」のオンデマ

ンド視聴は 3月末日までですので、視聴ご希望の生徒さんはお早めにご利用ください！！ 

■大学の紹介ページ 

 http://blog.study.jp/ygugp/2012/01/google.html#more 

■プログラム 

 「Google の仕事観」（90分）／「Google 対 モノづくり」 講師：齋藤ただし 氏 

■受講方法 

インターネットからのオンデマンド配信（収録の再配信）  

在校生、保護者に限り無料(登録制 横浜分室 担当：鈴木[0120-917-840]までお申込みください。) 

（事前に、ご利用のＰＣに電子ホワイトボードツールの組み込みが必要なため。） 

 

 
事務部 鈴木啓之 

職員の仲村奈々子は、家族の転勤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。 

科目追加登録・23年度後期リポートについて 

教職員異動のおしらせ 

 

高大連携講座のご案内 

 

３ 
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総合推進部 島袋 友美 

携帯電話や自宅のＰＣからインターネット経由で「ＣＷ(コミュニティウェブ)」を利用して、直近の

成績、履修中の科目のリポートや視聴報告書の提出状況、スクーリングや特別活動への出席状況を確認す

ることができます（「学習の手帳」43 ページに表示例をご案内しています。）。ご活用の生徒さんは、スク

ーリング参加が決まると、リポートや視聴報告書の受付状況、不備や不合格がないか毎日確認するなど、

有効に利用されています。新規の申込は随時受付ております。ご希望の方は「学習の手帳」42ページの 

「ＣＷ（コミュニティウェブ）利用申込書」をコピーし、必要事項を記入して当校までお送りください。 
インターネットのご利用が困難な方は、「ＣＷ(コミュニティウェブ)」の代わりに、あるいは併

用して「成績発送」サービスを有償利用することができます。 

「成績発送」は紙面に打ち出した中間成績票を、２ヶ月に１度、ご自宅に郵送するサ

ービスです。直近の成績やリポートの評価を確認することができます。 

なお、「成績発送」は、申込から１年間有効です。１年間を超えて利用する場合、継続利

用申込が必要です。また、「成績発送」利用の際には、半期毎に300円(隔月3通×100円)の

手数料を申し受けます。デポジットより手数料引き落としが完了すると利用申込の登録の

完了となります。 

2011年度前期より「成績発送」サービスをご利用の生徒さんにご案内します。 

2011年度卒業以外の「成績発送」サービス利用の生徒さんを対象に、３月の「成績発送」時に「成績発送

継続利用申込書」を同封いたします。継続してご利用を希望の生徒さんは、必要事項を記入して当校まで

お送りください。 

なお、2012年度から、「成績発送」の利用をとりやめる場合は、「継続利用申込書」の返送は不要です。 

 

 

総合推進部 島袋 友美 

 高等学校の通信制課程では、スクーリング必要時間の１０分の６までを上限に自宅

学習に振り替えることができます。当校では、スクーリングの各教科の先生が電子ホワ

イトボードを使って行う授業を収録し、インターネットで２４時間配信する当校独自

の「イーラーニング」を有償提供しています。 
「イーラーニング」だけの利用でも１０分の６までを、テレビ・ラジオ視聴報

告と組み合わせると、スクーリング必要時間の１０分の８までを上限に自宅学習

に振り替えることができます。 
2012年度よりご利用を希望の方は、「学習の手帳」42ページの「イーラーニング」利用申込書

をコピーし、必要事項を記して当校までお送りください。なお、利用には年額24,000円の学籍管理料を

申し受けます。 

2011年度前期より「イーラーニング」をご利用の生徒さんにご案内します。 
2011年度卒業以外の生徒さんを対象に、３月中に「イーラーニング継続利用申込書」を郵送します。継

続してご利用を希望の生徒さんは、必要事項を記入して当校までお送りください。なお、継続には年額

24,000円の学籍管理料を申し受けます。継続を取りやめた方は、４月より「イーラーニング」視聴がで

きなくなります。あらかじめご了承ください。 

「CW」「成績発送」の新規／継続利用のご案内 

「イーラーニング」 新規／継続利用のご案内 

４ 
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事務長 鈴木 啓之 

 
●２３年度４月生として入学したかた／２３年度前期追加科目登録したかた 

高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の「受給資格の認定の通知」の交付を受

けた生徒さん・保護者様に、就学支援金の振込時期のお知らせをさせていただきます注）。 
沖縄県から学校への就学支援金一括代理支給は、２月２４日（金）が予定されています。入金を

確認後直ちに、対象の生徒さんへのお届の口座に振込手配を行うことにしております。 
お届けの口座へは２月中には入金となる見込みです。お手数をおかけいたしますが、就学支援金

の入金がありましたら、前後して発送いたします「高等学校等就学支援金支給額決定（交付決定）通

知書」記載の交付決定額と対照をお願いします。年度当初にご案内しました支給見込み時期から支

給予定時期が２カ月程度遅れまして、大変申しわけございませんでした。深くおわびいたします。 
なお、今回の支給は、２３年度前期授業料への高等学校等就学支援金全額ならびに４月～６月分

までの加算支給分（対象者のみ）となります。７月～９月分までの加算支給分については、６月期

に提出いただいた２３年度課税証明書等により改めて判定されますので、支給時期については追っ

てお知らせします。 
 

●２３年度６月以降に入学のかた／２３年度後期追加科目登録したかた 
「高等学校等就学支援金受給資格申請書」を提出した生徒さん・保護者様に、就学支援金の振込

時期のお知らせをさせていただきます注）。 
就学支援金支給額は、２４年度３月以降に確定します。県より学校への就学支援金一括代理支給

の時期が判明しましたら、「ゆんたく」紙上で生徒さん・保護者様にご案内します。（２２年度の事

例では、２３年５月の連休明けにお届の口座への振り込みができましたが、今年度については１月

１６日現在、見通しを得ていません。） 
 なお、２４年２月生の生徒さんで就学支援金の関係書類未提出の生徒さんは、大至急提出をお願

いします。提出が遅れると、２３年度分の支給がされない場合もあります。 
 

※注）次の事例に該当する方は、就学支援金の支給はありません。 
• 「高等学校等就学支援金受給資格申請書」を提出されなかった方 

• 「受給資格の認定の通知」が交付されなかった方 

• 「受給資格の認定の通知」の交付された方のうち 

 私立高等学校在籍期間が支給期間上限に達した方 

 合計７４単位以上の履修登録をされた方 

 ２３年度中に履修登録をされなかった方 

 

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） 

 

高等学校等就学支援金について 
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教頭 中村 成希 

今回は、八洲学園大学国際高等学校の学校長の岩井貴生が講師として講演します。 

ご興味のある方は、来校宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
●日 時：３月１０日（土）１４～１６時（１３：３０受付） 
●対 象：生徒、保護者、どなたでも参加可能 
●参加費：５００円 
●会 場：八洲学園大学国際高等学校（０９８０－５１－７７１１） 
●講 師：岩井 貴生（いわい よしなり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

３月講演会＆勉強会「十牛図から「ひきこもり」を考える」 
文部科学省認可通信教育 

－ 略歴 － 
○臨済宗妙心寺派僧侶 
○駒沢大学仏教経済研究所研究員 
○日本家庭教育学会正会員 
○八洲学園大学教授 
○八洲学園大学国際高等学校長  ほか 

≪◆講演会＆勉強会の内容◆≫ 
『十牛図』という禅のテキストがあります。最近一般の人々にも広く

愛読され、色々な分野で十牛図の教えが実践されています。 
十牛図に描かれている「十枚の絵図」を読み解きながら、子ども達

が心に抱く葛藤や親の悩みの解決方法を一緒に考えましょう。 
（ ※ 毎日の暮らしが前向きになる仏教の教えもいくつか紹介します。 ） 

６ 
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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

3/8 織田信長の「天下布武」～民衆､寺家､公家との戦い～ 3/8 衣食住に化学を求めて 3/9 情報をデザインする
3/15 豊臣秀吉の経済力 3/22 力がはたらくとなにが起こる？ 3/23 マルチメディア入門
3/22 江戸幕府の成立～支配のしくみ～
3/29 海外交流の実態～４つの窓口～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/6 ２次関数とそのグラフ （2） 3/6 金属のイオン化傾向 3/9 料理づくりのＡＢＣ～献立作成と簡単調理～
3/13 ２次関数とそのグラフ （3） 3/13 電池 3/16 “おいしい”の秘密は基本にあり！～食品の特質と調理～

3/20 ２次関数の最大値・最小値 （1） 3/20 電気分解 3/23 今日から役立つ食品選びの基礎知識～食品の選択～

3/27 ２次関数の最大値・最小値 （2） 3/27 元素の分類、水素と希ガス 3/30 今日から役立つ安全な食生活の基礎知識～食の安全性～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/8 火山とマグマ 3/9 遺伝子の独立と連鎖～子の多様性の秘密～ 3/9 地図を持って旅しよう(2)～町を歩く～
3/15 火山と災害 3/16 性と遺伝～性と形質の深～い関係～ 3/16 集落を旅する～村落と都市～
3/22 鉱物の世界 3/23 ＤＮＡとそのはたらき～命を未来につなぐもの～ 3/23 アメリカへようこそ(1)～自然と産業～
3/29 多様な火成岩 3/30 ＤＮＡが生む生物の共通性と多様性～生物はしたたか～ 3/30 アメリカへようこそ(2)～多文化共生社会へ～

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 。
3/7 Reading (2) Dream-makers of the 20th Century(2) ※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。
3/14 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (1) want 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、
3/21 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (2) be to      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。
3/28 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (3) have to 　　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
3/16 ディベート (1) 3/12 鼻 (5) （芥川龍之介） 3/12 Lesson 6 Mottainai ! (5)
3/23 春暁 （孟浩然） 3/19 こころ (1) （夏目漱石） 3/19 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (1)
3/30 送元二使安西 （王維） 3/26 こころ (3) （夏目漱石） 3/26 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (3)

■　火曜日（月曜深夜）11：40～00：00
3/17 ディベート (2) 3/13 鼻 (6) （芥川龍之介） 3/13 Let's Try ! ｢主張する表現｣
3/24 竹里館 （王維） 3/20 こころ (2) （夏目漱石） 3/20 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (2)
3/31 黄鶴楼 送孟浩然之広陵 （李白） 3/27 こころ (4) （夏目漱石） 3/27 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom(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
3/14 文化としてのスポーツ 3/16 平家物語（1）～忠度の都落ち(1)～ 3/18 Lesson 4  A Friendly Potluck Dinner (3)

3/21 ライフスタイルとスポーツ 3/23 平家物語（3）～能登殿の最期(1)～ 3/25 Lesson 4  A Friendly Potluck Dinner (3)

3/28 思春期と健康 3/30 義経記（1）～忠信、吉野山の合戦の事(1)～ 4/1 Lesson 5  Are You All Right? (1)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：00
3/15 地域におけるスポーツライフ 3/17 平家物語（2）～忠度の都落ち(2)～
3/22 世界のスポーツライフ 3/24 平家物語（4）～能登殿の最期(2)～
3/29 性意識と性行動の選択 3/31 義経記（2）～忠信、吉野山の合戦の事(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

３月通学スクーリング

３月通学スクーリング　３月１２日　[月]

・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古  典 

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

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 

３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

理総Ａ 現代文 ＯＣⅠ

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

体育α 英語Ⅱ 化学Ⅰ

合同体育



 
 
 
                                  
                                  

                                 
1 木  16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 科目追加登録のお知らせ発送 

5 月  20 火 春分の日 

6 火  21 水  

7 水  22 木 成績発送 

8 木  23 金  

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月 ☆通学スクーリング 27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 学校通信ゆんたく発送 

   31 土  

☆ 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～９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 
平成２３年度スクーリングも残すところ
あと１回となりました。  
３月１９日には前期の科目追加登録の申
込書を発送いたします。 
登録が必要な生徒さんは忘れないように
登録して、次のステップに進みましょう！ 
困ったことや不明な点があれば、担任の先
生に相談して下さいね。 

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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