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☆平成２４年度後期がスタートしました☆ 

 
 

平成２４年１０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。 

文部科学省認可通信教育 



校長 岩井 貴生 

 

八洲学園大学国際高等学校へようこそ 
10月から入学した皆さん、ご入学おめでとうございます。教職員一同、みな

さんのご入学をこころより歓迎いたします。 

これから皆さんの目標である「高校卒業」というゴールに向かって、一歩ず

つ確実に前に向かって進んで行きましょう。これから学習を進めていくと、わ

からないことや不安なことが出てくるかと思いますが、皆さんの「高校卒業」

という目標実現のために、我々教職員が全力でサポートします。是非
ぜ ひ

安心して

学習に励んでください。 

本学は、通信制だからこそコミュニケーションを大切にしています。ですから、学習が思うように進

まない時、もしくはスクーリング参加が不安な時などは、遠慮せずに担任の先生に相談してください。

担任の先生は皆さんからの質問や相談を待っています。距離が離れていても常に皆さんの精神的支えに

なりたいと願い、皆さんと触れ合う機会があることを嬉しく思う、やさしい先生たちばかりです。 

みなさんにとって一年に一度のスクーリングはとても有意義で思い出に残る貴重な時間になるはず

です。スクーリングに参加する前は誰もが不安です。しかし、不安な心を抱えるのは自分だけではあり

ませんので、安心して参加してください。年代や性別そして住んでいる場所を越えて様々な人たちと出

会えて、友達の輪が広がるのもスクーリングの醍醐味
だ い ご み

の一つです。 

皆さんは、「高校卒業」という目標を持って本学に入学されました。その初心を忘れずに、これから

学習に励んでください。ただ卒業に至るスピードや科目のとり方などは人それぞれ違います。ですから、

他人の目を気にしたり、他人のペースに合わせたりする必要もありません。自分のペースで学習を進め

て、自分の都合の良い時にスクーリングに年一度参加してください。 

努力は嘘をつきません。サボったらサボったなりの結果しか出ませんし、努力すれば努力しただけの

結果がついてきます。高校卒業までの道のりも同じです。今まで本学は開講してから 2,200人以上の卒

業生を送り出してきました。これだけ多くの人たちが卒業できたのですから、みなさんも努力をすれば

高校を卒業することができるはずです。 

本学の卒業式は、どの学校にも負けない、いや、むしろ日本一素晴らしい感動的な卒業式です。それ

は、努力を重ねて様々な困難を乗り越え、「高校卒業」を手にしたという達成感、生徒さんをサポート

してきた保護者や関係者の方々の安堵感
あんどかん

、日夜問わず生徒さんのことを第一に考えた教育に邁進
まいしん

した教

職員の満足感などが、一気に集結するからです。この 10 月にご入学された皆さんが一人も欠けること

なく、感動する人生に一度だけの高校卒業式に臨
のぞ

むことができることを心より願っています。皆さんと

沖縄でお会いすることを心より楽しみにしています。 

学校長あいさつ 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 板谷 幸恵 

八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえ

るように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。宜しくお願いします！！！ 

 

 

 

   

校長 岩井 貴生 

（東京） 

教頭 中村 成希 

（福岡/地歴） 

1・2番クラス担任/国語・書道 

玉城 健一（沖縄） 
3・4番クラス担任/保健体育 

島袋 瑠美（埼玉） 

 

 

 

   

5・6番クラス担任/情報 

 島袋 友美（沖縄） 

7・8番クラス担任/保健体育 

平安山 智子（神奈川） 

9・10番クラス担任/保健体育 

 横田 裕美（福島） 
7・8番クラス副担任/理科 

 岸本 久律（沖縄） 

 

 

 

   

1・2番クラス副担任/英語 

佐藤 愛利(沖縄) 

5・6番クラス副担任/国語 

赤塚 修平(東京) 

理科・数学 

島袋 正良（沖縄） 

国語・美術 

原田 みき子（秋田） 

 

 

 

   

地歴・公民 

玉城 優香（沖縄） 

家庭 

与古田 初子（沖縄） 

理科 

長﨑 佑（長野） 

3・4番クラス 9・0番クラス

副担任/事務長/理科 

鈴木 啓之（愛知） 

 

 

 

   

事務 

平良 亮（沖縄） 

事務 

松本 美代子（東京） 

事務 

玉城 郁江（沖縄） 

校務 

具志堅 慎一（沖縄） 

 

 

 

   

横浜分室 事務 

番場 晴美（神奈川） 

横浜分室 事務 

板谷 幸恵（千葉） 

やしまのアイドル犬 

モモ（沖縄） 

 

教員紹介  

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 
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教務部 島袋 瑠美 

 

 

 

 

 

 

科目 担当教員 リポート作成のポイント 

国語表現Ⅰ 

原田みき子 

各リポートの問題には答えが載っている教科書のページが示されています。そ

の部分を読めば解答できます。№3は国語辞典や漢和辞典を活用しましょう。 

現代文 
該当する教科書のページが示されています。その部分をよく読めば解答できま

す。国語辞典や漢和辞典で調べましょう。 

国語総合 

赤塚修平 

まず、教科書の本文を読みましょう。その後で学習課題ノートも参考にしてく

ださい。 

古典 
本文はさらっと読んで古典作品の雰囲気をつかみましょう。内容理解は学習課

題ノートを利用するとよいでしょう。 

国語表現Ⅱ 

リポート NO1～NO5は、答えは指定された教科書のページにあります。見つける

まで何回も読むしか方法はありません。本文にラインを引きながら読んでくだ

さい。リポート NO6は国語辞典や漢和辞典で調べましょう。 

日本語基礎 玉城健一 
リポートの問題は全て教科書の中から出題しています。教科書の説明を良く読 

んで理解して、リポート作成を行いましょう。 

世界史Ａ 

與那嶺優香 

たくさんの国が登場するため、どの国の出来事なのかを把握することがポイン

トです。目次から同じタイトルの章を探し、範囲を絞りましょう。重要な語句

は太字で強調されていますが、本文全体に目を通してください。教科書の後ろ

に載っている「索引」や「年表」を利用してもよいでしょう。 

地理Ｂ 

教科書の本文だけでなく、図やグラフ、脚注など教科書のすみずみに目を通し

ましょう。また、重要な語句は太字で強調されています。教科書の後ろに載っ

ている「索引」を利用してページを割り出すと範囲が絞られます。 

日本史Ｂ 

教科書は年代どおりに進んでいきます。いつ、その事柄が起こったのか把握し

ましょう。どうしても見つからない場合は、教科書の後ろに載っている「索引」

から関連する語句を探してみましょう。重要な語句は太字で強調されています。 

現代社会 

與那嶺優香 

各リポートに書かれているページ数が出題範囲とずれています。下記のページ

数を参考にして下さい(リポート表紙にも載っています)。また、本文だけでな

く注釈などにも目を通して下さい。【NO.1】P.54～79、【NO.2】P.80～97、【NO.3】

P.98～121、【NO.4】P.122～135、【NO.5】P.136～159、【NO.6】P.160～195 

倫理 

教科書の本文だけでなく、図やグラフ・注釈など、教科書のすみずみに目を通

しましょう。教科書の最後に載っている「索引」を利用すると範囲が絞られま

す。 

政治経済 

各リポートの出題範囲はリポートの表紙に載っているページ数を参考にして下

さい。また、本文だけでなく注釈にも目を通して下さい。【NO.1】P.6～45、【NO.2】

P.46～69、【NO.3】P.70～98、【NO.4】P.100～131、【NO.5】P.132～153、【NO.6】

P.154～213 

数学基礎 

島袋正良 
リポートに参考となる教科書のページと例題が載っているので、その解法を見

て解いていきましょう。索引も利用しましょう。 
数学Ⅰ 

数学Ａ 

リポート作成のポイント 

文部科学省認可通信教育 
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生物Ⅰ 長﨑佑 

問題には教科書のページが示されています。その部分を読んで、内容を把握し

てください。文章だけでなく、図、表もよく見てください。COLUMNの中にも参

考になることが書いてあります。また、教科書の巻末の「生物１に関する生物

学の歩み」や索引も参考にしてください。 

 

地学Ⅰ  

リポートは教科書にそって作成されているので、全体的に調べやすくなってい

ます。本文だけではなく、図から読み取る問題もあるので注意して調べましょ

う。教科書の巻末の索引を利用すると、はやく調べることができます。教科書

から見つけ難いときは、インターネットや他の参考書があればそれを利用して

もかまいません。 

理科総合 A 

岸本久律 

リポートは教科書に沿った内容となっていますので教科書を隅々（本文だけで

なく、図や図の中の説明）まで読んでみると答えがわかります。索引も利用し

ましょう。 

科学と人間生

活 

まずはリポートに載っている学習範囲の教科書ページを読んでから問題に取り

掛かりましょう。文章をしっかり読んでいけば解ける問題になっています。 

化学Ⅰ 
全体的に調べやすくなっています。約 10％は応用問題ですが教科書をゆっくり

と進めていくとほとんど書き込むことができます。 

体育α 
横田裕美 教科書の該当ページをしっかり読んで解いていきましょう。難しい用語は教科

書の巻末の「さくいん」から調べると分かりやすいです。 
体育β 

体育γ 島袋瑠美 

保健 島袋瑠美 
リポートは教科書を読めば解ける問題になっているので、まずはしっかり教科

書を読むことから始めましょう。 

書道Ⅰ 玉城健一 
①№2～№6はリポートと一緒に作品提出も必要です。 

②「書く」だけではなく、「鑑賞」にも趣きを置く様に心掛けましょう。 

美術Ⅰ 原田みき子 

№１展覧会や美術館に行けない人は、NHKの「日曜美術館」などテレビ番組を見

て書いてください。№2・3・4・6は実作です。別の紙に描いて解答欄に貼って

もいいです。№5は教科書を読みましょう（40～41ページ「色の世界を探る」参

照）。 

英語Ⅰ 佐藤愛利 

まずは教科書とワークブックの本文内容が書かれている箇所をよく読んでくだ

さい。意味の分からない単語は、教科書 100～107 ページの WORDLIST（単語リ

スト）や辞書で調べてください。内容を理解したらリポート作成開始です！教

科書の各レッスンの“Target”やワークブックの練習問題（リポートとほぼ同

じような問題になっている）は非常に参考になるので必ず目を通してください。 

英語Ⅱ 天野葉月 

最初にテキストを読んで内容を理解します。その際に、わからない単語にチェ

ックを入れ、辞書で調べます。それからリポートにとりかかるとよいでしょう。 

ワークブックやテキストにのっている各章ごとの基本文型もリポート成作の参

考になりますので、ぜひ活用することをおすすめします。 

ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 
佐藤愛利 

テキストを読んで、“表現”（テキストの章の初めの左にあります）が文中のど

こに使われているかを理解します。わからない単語にはチェックを入れ、辞書

で調べましょう。リポートには、テキストの参照ページが書かれていますので、

該当するところを探していけば答えもしくはヒントにたどり着けます。教科書

93～97ページの「表現のまとめ」も参考になります。テキストを声に出して読

むことが大切です。 

家庭総合 与古田初子 
まず教科書を読みましょう。本文だけでなく、コラムや表・細字の部分にも解

答になる重要なヒントが書いてあります。 

情報A 島袋友美 

教科書をよく読んだら必ず解ける問題ばかりです。教科書の中の太字に注目し

たり、教科書の後ろにある用語集や索引を利用したりしてリポート作成がんば

ってください！ 

  

島袋正良 

５ 



教務部 島袋 瑠美 

 

科目 出題ポイント    ※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します 

国語表現Ⅰ 
リポート：№1【一】空欄に適語を選んで埋める、授業内容「敬語の使い方」

「比喩表現」、スクーリングの感想文 400字程度 

国語表現Ⅱ 
リポート：№2【一】、№5【二】、№6【三】【五】、小論文を書いてみよう、 

授業内容 

国語総合 
リポート：№4【五】～【十一】、リポート：№10【一】～【三】、【七】、 

リポート：№12【一】～【三】、授業内容 

現代文 
リポート：№6 設問と語句の問題、№9 語句の問題、エッセイか詩を書く～テ

ーマ「心のつぶやき」 

古典 
リポート：№2【一】～【十】、№9【一】～【四】、№12【一】～【五】、 

授業内容 

日本語基礎 リポート：№1【一】【二】、授業内容 

世界史 A リポート：№2、教科書 P.47～92、授業内容、配布資料 

日本史 B リポート：№5、教科書 P.82～102、授業内容、配布資料 

地理 B リポート：№6、教科書 P.162～197、授業内容、配布資料 

現代社会 リポート：№4、教科書 P.122～135、授業内容、配布資料 

倫理 リポート：№6、教科書 P.176～202、授業内容、配布資料 

政治・経済 リポート：№2、教科書 P.46～69、授業内容、配布資料 

数学Ⅰ(0442) リポート：№1【5】、№2【1】【5】、№4【1】【4】№5、№8【1】【2】 

数学Ⅰ(0451) リポート：№1【4】、№2【3】【4】、№3【3】【4】【5】、№4【4】、№6【4】【5】【6】、

№7【1】、№9【1】【2】 

数学 A リポート：№1【1】【3】【4】【5】、№2【1】【3】【4】、№3【2】【3】【5】【6】 

数学基礎 リポート：№1【1】【2】【3】【5】【7】、№4【1】【2】【3】【4】【5】、№5【1】【6】 

理科総合 A リポート：№1【1】【2】【3】【4】、№2【1】【4】、№6【1】【2】、授業内容 

科学と 

人間生活 
リポート：№2、リポート：№3、授業内容 

生物Ⅰ リポート：№1【1】【2】、№3【2】【4】、№6【2】、№7【4】、授業内容（ゴミ問題） 

化学Ⅰ リポート：№1、№2、授業内容 

地学Ⅰ リポート：№1【1】【2】【3】【4】、№2【1】【2】【3】【4】、№9【4】 

保健 リポート：№2【1】【3】【4】、№3【3】、№4【2】、教科書 P40～41、授業内容 

英語Ⅰ ｂe動詞、一般動詞の現在形、過去形・現在進行形・助動詞・授業内容 

英語Ⅱ 
Lesson3 本文、Lesson5 本文、Lesson7 本文、Reading2 本文と内容、 

ワークブック P16～17、P24～25、P38～39、リポート:NO.12 

ｵｰﾗﾙ・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 
リポート：№1、№3、№4、授業内容 

情報 A リポート：№2【1】、№3【2】、№4【1】【5】、授業内容 

 

※体育α ・β ・γ 、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α ・β ・γ に関して試験は実施せず、授業中の提出 

物やリポートなど総合的に評価します。体育は、授業に参加する際の服装も評価の対象となります。 

平成２４年度後期 試験出題ポイント 
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文部科学省認可通信教育 



 

 

事務部 番場 晴美 

今回は「スクーリングを楽しく過ごすコツ」をテーマにお届けします。是非、参考にして下さい♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

この学校の生徒さんは一人ひとり様々な状況で高校卒業を目指していま

すので、きっと「楽しい」という感情も一人ひとり異なると思います。

皆で海に飛び込みたい人、スポーツをしたい人、シーサーを作りたい人、

折り紙をしたい人、友達を作りたい人、恋愛をしたい人等々・・・。 

楽しみ方は人それぞれですので、自分の目的に合った「スクーリングテ

ーマ」を選んで参加することをお勧めします。(^_^) 

７ 

まずスクーリングへ参加してくれた生徒さんに思うことは、勇気を出し

て一歩踏み出してくれてありがとうということです。八洲へ入学して最

初のスクーリング参加は本当に勇気のいることだと思います。それでも

スクーリング最終日には「来てよかった、また来るね」という言葉を聞

くと私たち教職員は嬉しくてたまりません。これからスクーリングに参

加をする生徒さん、私たち教職員はいつでもお待ちしていますので、一

歩踏み出してみてください！！ちなみに私のスクーリング中の楽しみは

お菓子パーティーをしている皆さんからのおすそ分けです(*^。^*) 

～心から～ 

スクーリングに参加するまでは、ドキドキ緊張の毎日。でも、その気持

ちを乗り越えて参加しているスクーリングは、みなさんが一歩前進した

証です。だから、『自分には何だって出来る!!』そう思って、チャレンジ

しましょう(*^。^*)それが、他者と話す事であったり、授業を最後まで

しっかり受ける事だったり…一つ一つの事に『心から』の気持ちで過ご

す事ができたら、最終日は“楽しかった”という充実感を感じる事が出

来るような気がするな…☆ 

スクーリングは「はじめまして」の方が全員ひとりぼっちで参加します。

初めてで不安な方、他のみんなも不安なまま参加しています。ひとりぼ

っちで不安な方は周囲に気遣いができるからみんなが優しくなれるんで

す。誰かに優しくしたり、優しくされるのってとても心地よい瞬間です

よ。また、担任＆副担任が皆さんの最初の友達です。スクーリングに参

加する前に必ず平安山（へんざん）か岸本まで連絡下さいね。皆さんの

勇気ある連絡をお待ちしています。 

皆さんは「高校卒業」という目標を持ち、ヤシマに入学した来たかと思

います。その為にはスクーリング参加は必須です。授業や試験を受ける

のはもちろんですが、ここでしか出会えないかけがえのない仲間との交

流も大切にしてほしいなと思います。声をかけるのは勇気がいることで

すが、それを乗り越えればスクーリングもきっと思い出の残るものとな

ると私は信じています((^∀^*)) 

 

 



環境保健部  平安山 智子 

 

秋から冬にかけては、全国的にかぜやインフルエンザなどの感染症がはやります。日ごろより手

洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。 

集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共機関での移

動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。公共機関を

利用する時や、人ごみを通る時にはマスク装用をするなど、事前の十分な予防対策をお願いします。 

また、ここ最近 RSウイルス感染症の流行も警告されています。かぜをひいたと感じたら、早め

に受診するなどして万全を期しましょう。 

 

予防だより  

 
 

インフルエンザにかかった人が

せきやくしゃみをすることでウイ

ルスが空気中に広がり、それを吸

い込むことによって感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れた

ところを触ることによる接触感染

でも広がります。よく見られる症

状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、

筋肉痛などで、のどの痛み、鼻水

などがあります。 

 
 

① 予防接種がもっとも有効で
す。お近くの病院（内科／小児

科）で受けることができます。 

② 日頃から充分な栄養・休養が大

切です。 

③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗い

とうがいを心がけましょう。 

④ マスク装用、うがい薬や食塩水

でのうがいなどを心がけ、喉を

乾かさないようにしましょう。 

 
 

今年度の予防接種は、季節性イ

ンフルエンザ（Ｂ型）と新型イン

フルエンザともに効果がありま

す。なお、接種してから予防効果

を発揮するまでに約 2 週間程度か

かります。スクーリング参加の 2

週間以上前に接種することをお奨

めします。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染症です。生徒さんが感染すると、法令により解熱した後２日を

経過するまでまたは発熱後７日間、出席を停止させることと定められています。スクーリング中に体調不良などで学習が

滞らないよう万全の備えをお願いします。 

 

 

「RS ウイルス感染症」は飛まつ

や接触感染で感染します。かぜ

様症状（39℃の発熱、鼻水、咳）

が２～３日続き、軽快に向かい

ます。一般的なかぜに比べて肺

炎を併発しやすく、ウイルスの

感染力が強いとされています。 

 
 

 ワクチンはなく、有効な抗ウイ

ルス剤もありません。また、免

疫もできにくいので、日ごろの

予防が唯一の対策になります。 

 RSウイルスは石鹸や消毒で容

易に感染力を失うので、手洗
いが有効です。 

 
 
 手洗いは、石鹸や消毒液を用い
丁寧にこすって洗います。帰宅
時だけでなく、こまめに手洗
い・うがいの習慣をつけましょ
う。 

 人ごみの場に出るときは、飛ま
つ感染を防ぐため、マスク装用
をお奨めします。 

スクーリングの際

は、食堂利用前に生徒

さんに石鹸での手洗い

と消毒液での手の消毒

を課し、衛生と感染予

防に努めています。 

石鹸を使うと、ウイ

ルスや細菌が流れ落

ちやすくなります。 

文部科学省認可通信教育 

８ 



                                      教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時：１１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） 

●対象：どなたでも参加可能 

●参加費：５００円 

●講師：鈴木啓之（八洲学園大学准教授）・・・生理学研究所、ハンブルグ大学生理学研究

所、茨城大学情報センター、茨城県教育委員会事務局、茨城県教育情報ネットワーク管理セ

ンターを経て現職。博士（医学） 

事務部  鈴木 啓之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月講演会＆勉強会「厚生労働省「ひきこもり対策ガイドライン」と学校」 

文部科学省認可通信教育 

９ 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

文部科学省の見解では、「不登校」は「生徒指導上の問題」であり、しばしば DV と密接な関係を持つとしてい

ます。そして、この観点に立脚して都道府県教委を通じて各学校に不登校対策の対応をはかっています。 

他方、厚生労働省は「若年性ひきこもり」を「精神保健福祉上の問題」と位置づけ、医療や保健・福祉の対応を

求めています。 

この見解の相違を背景に、不登校児支援について、学校と地域関係機関の連携が進んでいないことが課題

となっています。そこで、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を紹介しながら、教育現

場に、医療や保健・福祉の対応を紹介し、改正学校教育法や児童福祉法が求める関係機関連携についての

理解を深めます。 

新任職員紹介 

はじめまして、こんにちは 

10 月から横浜分室に勤務している番場晴美（ばんば はるみ）です。「ゆんたく」の編集など裏方

のお仕事に携わっています。皆さんとお顔を合わせる機会はないかもしれませんが、スクーリング

写真などを見ていつも横浜からエールを贈ります！動物と植物が大好き❤ 愛犬ロックと庭の草花

に日々心癒されています♪金子みすゞさんの「…みんなちがってみんないい」という詩のフレーズ 

も大好きです。これからどうぞよろしくお願いします。 

みなさん、こんにちは！ 

10 月から横浜分室に勤務している板谷幸恵（いたや さちえ）です。まだお仕事に慣れず、一人

でわたわたしています。早く皆さんのお役に立てるようになりたいと思います。 

学生時代はオーケストラ部でビオラを弾いていました。部活の帰りに買い食いをしたりいつまでも

友達とおしゃべりをしていたのが良い思い出です。みなさんもスクーリングでお友達と楽しい時間

を過ごしてくださいね♪ 
 

 



事務部 平良 亮 

 

このところ、学校に届けなく転居するなどして学校からの郵送物や教材が宛先不明で返送されてく

るケースが増えています。生徒さん本人、保護者様の住所がかわる予定があれば、速やかに「住所氏名

変更届」を提出してください。申込み方法・発行願用紙は「学習の手帳」３３・３４ページまたは学校

Webサイト「在校生ページ」(http://study.jp/hs/yashima/student.html )をご覧ください。 

また、機種変更などにより携帯電話の番号やメールアドレスが変更となったら、速やかに担任まで

お知らせください。 

事務部 平良 亮 

 

2012年度後期卒業予定の生徒さんに『卒業証明書』の発行時期についてご案内します。 

卒業証明書申込みは在学中から可能ですが、発行は卒業式の翌日（2月 25日 月曜）以降となります。 

手数料は卒業式当日までに申込みをすれば 1 通 100 円です。卒業式の翌日以降は 1 通 200 円になりま

す。 

注）進学や就職の応募の際に「卒業見込証明書」を提出した場合、入学や採用手続きの中で「卒業証明書」

の提出が求められことを前提に、早めに発行申込みをしてください。 

事務部（横浜分室） 鈴木 啓之 

 

留学や海外の学校へ進学する場合など、英文での各種証明書が必要な生徒さんにご案内します。 

 「証明書発行願」の「●英文での作成を希望しますか？」欄の「はい」にまるをつけ、 

横浜分室へ申込んでください。 

 発行申込み前に、証明書書面に必要な記載事項について提出先の確認をとってください。 

 提出先独自のフォーマットがある場合は、証明書発行願に添えて申込んでください。また、発行

までに十分な日数を見ておいてください。 

 発行した英文証明書は厳封して郵送します。 

事務部 平良 亮 

 

 即日発行はできません。申込み（発行願到着時）から発行まで１週間を見込んでください。 

 お急ぎの際は、同封いただく返信用封筒に速達郵便分の切手を添付し、学校まで速達郵送してく

ださい。沖縄県内在住の方は本校事務へ、沖縄県外の方は横浜分室へお申込みいただくと、郵送

日数をかせげる場合があります。 

 

 

転居がきまったら「住所氏名変更届」を！ 

卒業証明書の発行時期について 

英文での証明書発行について 

証明書発行をお急ぎの方へ 

１０ 

文部科学省認可通信教育 



文部科学省認可通信教育

事務部　板谷　幸恵

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/5 いろいろな粒を調べよう
いろい

11/6 動物の行動と光 11/6 Lesson 2:My Favorite Things (2)

11/19 いろいろある！変化の理由 11/20 いろいろな微生物 11/13 まとめ:Try again! (1)

11/20 Communication (1)

11/27 Lesson 3:Great Journeys (1)

毎週　水曜日　14:00～14:30 毎週　水曜日　14:30～15:00 毎週　木曜日　14:00～14:20

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/7 恒星の進化 11/7 元素の周期表 11/8 熱帯を旅しよう～アマゾン川流域～

11/14 恒星の最期 11/14 イオンと分子 11/15 乾燥帯を旅しよう～中東にくらす人々～

11/21 太陽系の誕生 11/21 原子量・分子量 11/22 温帯を旅しよう～ヨーロッパの気候と農業～

11/28 太陽 11/28 物質量 11/29 冷帯・寒帯を旅しよう～シベリア・極地のくらし～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/8 結婚に法律は必要？～家族と法律～ 11/8 細胞膜による物質の出入り 11/8 奈良時代の都と地方

11/15 仕事と生活のハーモニー～労働と生活時間～ 11/15 単細胞生物と多細胞生物 11/15 平安京の時代

11/22 かけがえのない生命～胎児と母体～ 11/22 動物の体の成り立ち 11/22 摂関政治の展開と藤原氏

11/29 密着２４時！コドモの世界～子どもの発達と生活～ 11/29 植物の体の成り立ち 11/29 武士の登場

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/12 文字を使った式 10/12 情報Ａで学ぶこと

10/19 整式の加法・減法 10/26 コンピュータの得意技

10/26 整式の乗法

11/2 乗法公式

※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

11/9 児のそら寝 (1)　宇治拾遺物語 11/5 相棒 (3) （内海隆一郎） 11/5 Lesson2: Singaporean Teen Talk (1)

11/10 児のそら寝 (2)　宇治拾遺物語 11/6 相棒 (4) （内海隆一郎） 11/6 Lesson2: Singaporean Teen Talk (2)

11/16 季武が従者、主の矢先をはづすこと (1) 11/12 ナイン (1) （井上ひさし） 11/12 Lesson2: Singaporean Teen Talk (3)

11/17 季武が従者、主の矢先をはづすこと (2) 11/13 ナイン (2) （井上ひさし） 11/13 Lesson2: Singaporean Teen Talk (4)

11/23 とんかつ (1) （三浦哲郎） 11/19 ナイン (3) （井上ひさし） 11/19 Lesson2: Singaporean Teen Talk (5)

11/24 とんかつ (2) （三浦哲郎） 11/20 ナイン (4) （井上ひさし） 11/20 Lesson2: Let's Try!「気づかう表現」 (4)

11/30 とんかつ (3) （三浦哲郎） 11/26 ナイン (5) （井上ひさし） 11/26 Lesson3: Modern Monsters (1)

12/1 とんかつ (4) （三浦哲郎） 11/27 そこにひとつの席が （黒田三郎） 11/27 Lesson3: Modern Monsters (2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/7 運動と体力 (1) 11/9 徒然草（1）～相模守時頼の母は～
徒然草（3）～よろづのことは頼むべからず(1)～

11/11 Lesson1: Hello, Friends! (2)

11/8 運動と体力 (2) 11/10 徒然草（2）～吉田と申す馬乗り～ 11/18 Lesson1: Hello, Friends! (3)

11/14 喫煙と健康 (1) 11/16 徒然草（3）～よろづのことは頼むべからず(1)～ 11/25 Lesson1: Hello, Friends! (4)

11/15 喫煙と健康 (2) 11/17 徒然草（4）～よろづのことは頼むべからず(2)～ 12/2 Lesson2: My Favorite Things (1)

11/21 飲酒と健康 11/23 朝三暮四

11/22 薬物乱用と健康 (1) 11/24 推敲

11/28 薬物乱用と健康 (2) 11/30 管鮑之交 （1）

11/29 医薬品と健康 12/1 管鮑之交 （2）

事務部　板谷　幸恵

・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）
・昼食はなるべく持参するようお願い致します。

・時間割は変更(追加)される場合があります。

毎週　木曜日　14:40～15:00

日 本 史 生  物 Ⅰ

地  学  Ⅰ 地  理  Ｂ

毎週　火曜日　14:30～15:00隔週　月曜日　14:00～14:30

化　学Ⅰ

■　月・火曜日　0：20～0：40（2番組連続放送）

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

毎週　木曜日　15:00～15:30

隔週　火曜日　14:00～14:20

科学と人間生活 英  語  Ⅰ理科総合Ａ

※ＮＨＫEテレ3マルチ放送です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

家　庭　総　合

隔週　金曜日　15:00～15:30

１１月通学スクーリング　１１月１５日　[木]

古  典 

国 語 総 合

毎週　金曜日　14:40～15:00

毎週　木曜日　14:20～14:40

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

数  学  Ⅰ

体育α・β・γ

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送）

■　日曜日　23:40～0：00

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。

■　月・火曜日　23：40～0：00（2番組連続放送）

■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

情  報  Ａ

英  語  Ⅱ

オーラルコミュニケーションⅠ

１１月通学スクーリング

１１ 

•テレビは放送時間が１０月から昼

間に変更となりました。お気をつけ

ください。 

•「科学と人間生活」のライブラリー

放送が始まりました。 

１１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）

学校バスでコンビ二まで
送迎致します

英語Ⅱ

3年次(γ)

各クラスの集合場所（教室）は
校内放送でお知らせします。

2年次(β)

合同体育

1年次(α)

地理B

理総A 現代文 古典

国総

科学と
人間生活



                                 
 

 

 

 

 

〆切日にリポートなどの提出物を直接学校に持参する場合は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、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） 

 
 

 

 

1 木 12月 S申込〆切（消印） 16 金 12月 S：RH提出〆切 

2 金  17 土  

3 土 11月スクーリング 

文化の日 
18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水 12月 S申込〆切（必着） 22 木 成績発送 

8 木  23 金 勤労感謝の日 

9 金 12月 S詳細発送 24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 ゆんたく発送  12月 S返送書類必着 

12 月  27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 30 金  

 

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 

２４年度後期がスタートしました！そし
てスクーリングも始まります。後期も楽し
い特別活動や授業をたくさん計画してい
ます。自分にとって一番良いスクーリング
に参加してくださいね(^v^) 

「ゆんたく」では皆さまからのご意見や感
想を募集しています。ぜひ、お気軽にご連
絡下さい。お待ちしております♪ 

横浜分室 番場 晴美 

１２ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 



 

 

 

 

 

 

 

●いよいよ音楽好きの仲間が集まる１２月スクーリング【八洲ライブ２０１２】の時期が

やってきました！下記の音楽活動（４部門）の選択性です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ゲスト情報はブログでチェック→ 

               音楽好き八洲人ＷＥＬＣＯＭＥ♪ 

★ボーカル、エレキギター、ベース、

ドラム、ギター、キーボード etc. 

★学校にはドラムセット、ベース、

エレキギター、電子ピアノ、アンプ

がありますが、練習時に順番待ちに

なります。持参できる方は極力楽器

を持参してください。詳しくは担当

の中村まさき（ナカマサ）まで。 

★沖縄の弦楽器「三線
さんしん

」をみんな

で練習し、数曲発表する予定。初

心者の方も歓迎♪但し、楽器の数

に限りがあるので、沖縄の方で、

持っている方は持参お願いしま

す。 

★「ゴスペル」と聞くと難しそうで

すが、みんなで歌う「合唱」をリズ

ムにのって楽しく歌う♪といった

カンジかな？スタッフも兼ねてま

す。 

★両手にハンドベルを持ち、みん

なで力をあわせて曲の完成を目

指します♪クリスマスの時期な

ので、雰囲気がでてイイよぉ～。

人数限定。（少数） 

文部科学省認可通信教育 


