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５月「楽しい実験」、６月「映画」 

スクーリングを開催しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合写真の背景にある見慣れないバスは・・・そう！  新しいスクールバスです！！ 

 

 

平成２４年６月２５日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

・ ｐ２    ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３    ６月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４    担任からのメッセージ 

・ ｐ５    ７月講演会＆勉強会/新スクールバス 

・ ｐ６    八洲学園大学2012年秋学期生の募集開始 

      /７・８番クラスのお知らせ 

・ ｐ７    ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

・ ｐ８    ７月予定表 

ゆんたくでは大切な

お知らせをお伝えし

ています。必ず読ん

でね♪ 



                                              事務部 鈴木 啓之 
今年度最初のスクーリング。シャボン玉の中に入ったことありますか！ 

 
 
 
 
 
 

     ☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 初めてのスクーリングでしたが、とても楽
しく新しい発見の多い１週間でした。 
次回は通学スクーリングにもチャレンジし

てみたいです。ありがとうございました。

（１・２番クラス女子生徒さん） 
☺ 友達ができてうれしかった。（５・６番クラ
ス女子生徒さん） 
☺ 久しぶりに健康的な生活が送れた。（３・４
番クラス男子生徒さん） 
☺ まったりできたから良かった。（７・８番ク
ラス男子生徒さん） 

５月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 
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55月月 2211日日  本本部部町町はは部部分分日日食食  
三三日日月月みみたたいいででししたた。。  

洗洗濯濯ののりりかかららププララススチチッッククをを  
取取りりだだすす・・・・・・・・ああれれっっ！！？？  

大大
成成
功功
！！  

ククララスス写写真真ととるるささーー    ははいいチチーーズズ！！  

梅梅雨雨のの真真っったただだ中中ののははずずだだけけどど、、よよいい天天気気でですす。。  



                                              事務部 松島 恵子 
今年度２回目のスクーリングは、初企画！ 岸本先生渾身の 

 
 
 
 
 

      ☆生徒さんのコメント☆ 

 初めてだったけど、後半が楽しく感じた。 
（１・２番クラス男子生徒さん） 

 最初はどんな人たちがいるのか分からなくて、不安だったけど
新しい友達もできてとても楽しかった。 

（３・４番クラス女子生徒さん） 

 初めてのスクーリングで心配でドキドキだったけど、みんな壁
がなくてとてもよかった。単位も半分とれてよかったです。

（５・６番クラス女子生徒さん） 

 授業もわかりやすく教えていただき、教員の皆さんもやさしく
対応してくださり助かりました。ありがとうございました。

（３・４番クラス男子生徒さん） 

 ちょう楽しかった！（７・８番クラス男子生徒さん） 

 今回授業少なかったけど楽しかった。 

 次のスクーリングも楽しみ。（０・９番クラス女子生徒さん） 

６月スクーリングダイジェスト 
文部科学省認可通信教育 
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コー 
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写写真真CCDD買買ううささーー  

アアイイデデアア  アアイイデデアア  

校校長長先先生生もも  

ウウォォーーキキンンググ参参加加！！  

イイエエィィ！！  

声声優優デデビビュューー？？？？  おお土土産産  ききーーめめたた！！  

おお趣趣味味ははララブブロロママンンスス派派？？  

そそれれとともも・・・・・・  



 

 

 事務部 松島 恵子  
各担任から皆さんへ、リポート・視聴報告書の進め方のコツについてお教えします！！ 
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「質問票(学習の手帳３９ページ)」の活用がベスト♪ 
簡単な問題は１人で出来ると思いますが、どうしても出来ない問題

は「質問票」で質問して下さい(^_^) 各科目担当の先生が直接質問に
お答えします(^_^) ちなみに何枚送って頂いてもＯＫなので「わから
ないことは質問!!」、どんどん質問しましょう♪ 

リポート視聴報告書のすすめ方のコツですが、まずはリポートの表

紙にある「リポート学習支援情報」へアクセスしてみよう！それで

もわからない場合は学校へＴＥＬ＆メールをください。全部を完璧

に解こうと考えず、作成⇒提出⇒添削⇒復習までが一つの流れにな

りますのでわからないところは返却されたら復習して理解しましょ

う(^o^)丿 

リポート学習、ものすごく大変ですよね( ﾉД`)でも大丈夫！ 

皆さんのよく見てみると教科書の文章を穴埋めするだけだったり、

ワークブックに似たような問題があったり♪案外スイスイ解けちゃ

うんです((^∀^*))それでも分からない問題があればいつでも連絡く

ださい！ 

電話でもメールでも一緒に解決できるはず。 

迷わずまずは連絡くださいね(っ´∀｀)っ 

 

リポートを全くやっていない人は体育のリポートからやってみまし

ょう！教科書さえあればすぐに出来ます。体育が終わったら提出し

てみましょう。提出して帰ってきたら「こんなものか」と自信がつ

いて他の科目もやりたくなるはず。せっかくやる気になったのに難

しくて出来ない場合はメールか電話でいつでも相談して下さいね。

皆様からのご連絡お待ちしています♪ 

興味のある科目、教材をみて進めやすそうだと思う 
科目から挑戦してみましょう(*^_^*) 
視聴報告書を行う際は、“学習の手帳”を参考に!! 
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担任からのメッセージ 



                                 教頭 中村 成希 
 
 
 
 
 
 
 
 
●日時：７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） 
●対象：どなたでも参加可能 
●参加費：５００円  
●講師：玉元 悦子（地域若者サポートステーションなご 統括コーディネーター） 

 

バス運行担当 具志堅 慎一 
 

八洲学園大学国際高等学校では、集中スク

ーリングや通学スクーリングの送迎、特別活

動や体育での移動など、大型スクールバスを

利用しています。５月集中スクーリングまで

は通称「白バス」が生徒のみなさんを運んで

きましたが、経年により更新することとなり、

６月集中スクーリングから、車体塗装も新し

く、新スクールバスの供用を始めました。 
連続窓とハイデッカ―で、眺望も一段と向

上しました。スクーリング参加の際は、新ス

クールバスのアメニティをお楽しみください。 
 

事務部 鈴木 啓之 

  

６月１日より、担任の平安山智子先生が育児休暇から復帰しました。岸本久律先生は、引き続きク

ラス副担任として７・８番クラスのみなさんをサポートしてゆきます。 

7 月講演会＆勉強会「就労支援サポステを知ろう」 

新スクールバス！！ 

７・８番クラスへのお知らせ 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 
若年者完全失業率が１５．０％で、全国ワーストの沖縄県。 

ニート、フリーターや引きこもり状態にある若者（１５～３９歳）や、保護者のた

めの個別相談を軸とした就労支援施設「地域若者サポートステーション」について知

ろう！！（厚生労働省から委託を受けた団体が実施） 
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高大連携推進委員長  鈴木 啓之 

 

八洲学園大学の2012年度秋学期学生の願書受付が６月より始まりましたのでご案内します。 

大学の学習の特色：八洲学園大学は、インターネット大学です。イン

ターネットに接続できる環境ならば、国内、海外を問わずどこからで

も講義をうけることができます。試験や提出物、出願もすべてネット

で行ないます。大学に通う必要はありません。当校との高大連携のも

と、当校の岩井校長、鈴木も八洲学園大学での講義や公開講座講師を

担当しております。 

大学で学ぶ内容：日本で唯一の生涯学習学部を擁しています。社会人

に求められる能力やビジネスに役立つ知識・スキル、生涯学習につい

ての知識・スキルを身につけるための科目を中心に、150科目以上を

開設しています。社会教育主事、図書館司書、博物館学芸員の国家資

格が卒業要件の中で取得可能です。また、税理士、販売士、社会保険労務士などのビジネス系の資

格取得に役立つ科目が学べるほか、学校図書館司書教諭資格（※要教員免許）も取得できます。 

入学試験：入学選抜試験(筆記試験)は実施しませんが、簡単な作文、自己活動歴とともに、証明書類

を提出、入学資格の有無を確認するための書類選考を行います。選考料は無料です。 

当校在校生の特典：八洲学園大学国際高等学校は八洲学園大学の附属高校の位置づけです。当校から

正科生入学すれば、入学料が返還免除されます。 

大学講義の体験：大学講義の一部は、「ミニ授業」として八洲学園大学ホームページにて無料で公開

していますので、大学での学びを在学中に体験することも可能

です。また、公開講座におきましては八洲学園大学専任教員も

講座を担当しておりますので、こちらを受講いただくことで入

学前に八洲学園大学を知ることも可能です（※有償です）。 

大学案内の入手先：学校案内パンフレットは、本校の自習室に

用意しています。また、八洲学園大学のホームページよりダウ

ンロードまたは郵送手配することもできます。 

 

 

 

事務長 鈴木  啓之 

職員の異動がありましたので報告いたします。 
平良 亮（たいら りょう） が事務員として、６月１１日付で着任しました。 
 

八洲学園大学 2012 年秋学期生の募集開始 

職員の異動について 

文部科学省認可通信教育 

６ 

資料請求先：「やしま学園大学」で検索 
http://www.yashima.ac.jp/univ/entrance/brochure.php 
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事務部　松島　恵子

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/6 第一次世界大戦 7/9  進歩し続ける科学 7/14 メディアを学ぼう(1)
7/13  大正・昭和初期の経済と対外関係 7/23 休止 7/28 近未来のロボット
7/20 休止
7/27 休止
8/3 休止

毎週　月曜日（火曜日深夜）　2：30～3：00 毎週　木曜日（水曜日深夜）　2：30～3：00 毎週　金曜日（木曜日深夜）　2：20～2：40
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/3 正弦定理 （1） 7/5 アルデヒドとケトン 7/6 悪徳商法を見破れるか！？
7/10 正弦定理 （2） 7/12 カルボン酸とエステル 7/13 “Ｒ”のことを考えよう！
7/17 休止 7/19 休止 7/20 休止
7/24 休止 7/26 休止 7/27 休止
7/31 休止 8/2 休止 8/3 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 放送日 タ　イ　ト　ル
7/7 大気の大循環 7/6 植物をとりまく環境 7/6 エネルギーをめぐる旅
7/14 天気予報と天気図 7/13 循環型社会を旅する 7/13 中国へようこそ(2)～経済発展と問題～
7/21 休止 7/20 休止 7/20 朝鮮半島へようこそ
7/28 休止 7/27 休止 7/27 ロシア・中央アジアへようこそ
8/4 休止 8/3 休止 8/3

※学習の手帳（44～90ページ）の番組表には現在の番組が掲載されています。
放送日 タ　イ　ト　ル ※学習の手帳（21ページ）も合わせて必要番組数を確認しましょう。

7/5 Lesson 9　Grandma Moses (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、必ず確認して下さい。

7/12 Lesson 9　Grandma Moses (3) ※ 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、

7/19 休止      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

7/26 休止 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

8/2 休止

※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。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/6 政治 7/2 折々のうた (3) 7/2 Lesson 11 The Power of Music (1)
7/7 爆弾のような問い (1) （鷲田清一） 7/3 折々のうた (4) 7/3 Lesson 11 The Power of Music (2)
7/13 爆弾のような問い (2) （鷲田清一） 7/9 ユーモアと笑い (1) （阿刀田高） 7/9 Lesson 11 The Power of Music (3)
7/14 爆弾のような問い (3) （鷲田清一） 7/10 ユーモアと笑い (2) （阿刀田高） 7/10 Lesson 11 The Power of Music (4)
7/20 自己基準と他者基準 (1) （鈴木孝夫） 7/16 メディアに軽重はあるか (1) （杉本　卓） 7/16 Lesson 11 The Power of Music (5)
7/21 自己基準と他者基準 (2) （鈴木孝夫） 7/17 メディアに軽重はあるか (2) （杉本　卓） 7/17 Let's Try!「願望を言う表現」
7/27 自己基準と他者基準 (3) （鈴木孝夫） 7/24 夏の花 (1) （原　民喜） 7/24 Communication 3
7/28 意見文 (1) 7/25 夏の花 (2) （原　民喜） 7/25 Communication 4

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
7/4 環境衛生活動のしくみと働き 7/6 蜻蛉日記（1）～坏の水(1)～ 7/8 Lesson 8 My Way (1)

7/5 食品衛生活動のしくみと働き 7/7 蜻蛉日記（2）～坏の水(2)～ 7/15 Lesson 8 My Way (2)

7/11 食品と環境の保健(1) 7/13 紫式部日記（1）～日本紀の御局(1)～ 7/22 Lesson 8 My Way (3)

7/12 食品と環境の保健(2) 7/14 紫式部日記（2）～日本紀の御局(2)～ 7/29 Lesson 8 My Way (4)

7/18 体力トレーニングの目的 7/20 無名抄（1）～深草の里(1)～
7/19 トレーニングプログラム 7/21 無名抄（2）～深草の里(2)～
7/25 目的別トレーニング法(1) 7/27 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(1)

7/26 目的別トレーニング法(2) 6/28 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす(2)

事務部　松島　恵子

・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。

地  理  Ｂ生  物 Ⅰ

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　土曜日（金曜日深夜）　2:00～2:30毎週　金曜日（木曜日深夜）　3:00～3:30

化　学Ⅰ

■　日曜日　11:40～0：00

■　月・火曜日　0：20～0：40（2番組連続放送）

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　金曜日（木曜日深夜）　2：00～2：20

隔週　月曜日（火曜日深夜）　2:00～2:30

理科総合Ａ 情  報  Ａ日 本 史 

※ＮＨＫEテレ3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  学  Ⅰ
毎週　金曜日（木曜日深夜）　2：40～3：00

国 語 総 合

毎週　木曜日（水曜日深夜）　2：00～2：30

毎週　土曜日（金曜日深夜）　2：30～3：00

■　水・木曜日　11：40～0：00（2夜連続放送）

英  語  Ⅰ

体育α・β・γ

■　月・火曜日　11：40～0：00（2番組連続放送）

■　金・土曜日　11：40～0：00（2夜連続放送）

英  語  Ⅱ

オーラルコミュニケーションⅠ

7月通学スクーリング

７月通学スクーリング　７月２日　[月]

古  典 

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送）

現   代   文

・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。

７

７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

11・１２限

夕食

  8：30～10：00

10：10～11：40

12：40～14：105・６限

7・８限

9・１０限

14：20～15：50

17：40～18：50

情報A

20：40～22：10

16：10～17：40

19：00～20：30

学習会

地学Ⅰ

学習会

理総A

化学Ⅰ

OCⅠ

国総 生物Ⅰ

13・１４限

1・２限

3・４限

OCⅠ

古典

地学Ⅰ

科学と人

間生活

数学Ⅰ 数学Ⅰ

英語Ⅱ

英語Ⅱ 学習会
学習会



                               
                                  
                                  

                                 

1 日  16 月 海の日 

2 月 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 火  

3 火  18 水  

4 水  19 木  

5 木  20 金  

6 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 

８月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

成績発送 
9 月  24 火  

10 火  25 水  

11 水 ８月スクーリング申込〆切（必着） 26 木 ８月スクーリング返送書類必着 

12 木  27 金  

13 金 ８月スクーリング詳細文書発送 28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 学校通信ゆんたく発送 

   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（１日～10日）はスクーリング日程を表しています。 
 
ご兄弟や、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 

みなさま、いかがお過ごしですか。 
レポート・視聴報告書等で分からないこ
と、困っていることなどがありましたら、
担任の先生に何でも聞いてくださいね。 
八洲学園大学国際高等学校は、親身になっ
てくれる先生ばかりです！！一人で悩ま
ずに、一緒に解決をして、楽しい高校生活
にしましょうね♪ 横浜分室 松島恵子 

文部科学省認可通信教育 

８ 

（携帯ＱＲコード） 


