
 

・ ｐ２ １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３ 担任からのメッセージ 

 「最近私の身におこった出来事」 

・ ｐ４ 全国にある学習拠点（学習提携校）のご紹介／ 

 『ＳＥアカデミー 勝田台キャンパス』のご紹介 

・ ｐ５ 『代々木アニメーション学院』のご紹介／ 

 １２月講演会＆勉強会「沖縄県のイジメ対策の現状」 

・ ｐ６ 高等学校等就学支援金の支給について／記事の訂正とお詫び 

・ ｐ７ ＮＨＫ高校講座／１２月通学スクーリング案内 

・ ｐ８ １２月行事予定表 

                   

 

 

 

 

11月☆ゲームスクーリング☆を開催しました！ 

 
 

平成２４年１１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 



                                              事務部 鈴木 啓之 

 

 

 

 

 

 

１１月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

♪ みんな優しくて楽しくて、こんなに笑った一週間は初めてでした。 

♪ 自分でもびっくりするくらい最後まで頑張れた。友達が増えてめっちゃ嬉しい！ 

♪ 勉強は大変だったけど、達成感がありました。 

♪ 新しい友達ができたし、先生も優しくて学校じゃないみたいでした。 

 夜遅くまでの授業は大変でしたが、とても楽しかったです。 

♪ 非日常的体験をさせて頂きました。学ぶ楽しみを感じる事が出来ました。 

 

新聞ジグソー
パズル 完成！ 
イエィ！！ 「総合」の授業

でお出かけ 
イエィ！！ 

全員で並べた 
ドミノで 
記録挑戦 

巨大ジュンガ 
 

ふぅっ抜けた！ 

オプションは 
「森のガラス館」 



 

 

事務部 板谷 幸恵 

今回お届けするのは「最近私の身におこった出来事」。どんな出来事があったのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

車庫に書道用の大きな下敷きを置いていたら、猫２匹の住み家になって

いる。エサをあげたわけではないが、退かせるのも可哀想なのでどうし

よう・・・。  

 

３ 

「最近私の身におこった出来事」ということですが、ずっと行きたかっ

たハンバーガー屋さんに行ってきました！！看板を見るたびに「おいし

そうだな～」「行きたいな～」と思っていましたがなかなか行けず・・・。

そしてつい最近、念願叶ってハンバーガー屋さんに行ってきたんで

す！！ 

何もかもが美味しくて幸せなひと時でした(*^。^*) 

おいしいものを食べるとやっぱり幸せな気持ちに 

なりますね♪ 

【肌寒さ！？】 

沖縄県は１０月中旬まで半袖で過ごす事が出来る陽気でしたが、 

１０月下旬から一気に『肌寒い』!!と感じました。 

まさに、これが最近“私の身におこった出来事”(*^_^*) 

沖縄にいると、温かい時期の方が長いので、この『肌寒い』という 

感覚も新鮮です♪♪♪ 

最近嬉しかったこと。 

それは、人見知りをする我が子が私の父に初めて会った時に人見知りを

しなかったことです。1 歳半の長女は手をつないで散歩をし、6 ヶ月の

我が子は泣きもせず抱っこをさせてくれました。そんな何気ない事に、

私の父が感動して涙を流して喜んでいたんです。あんなに小さい子ども

達にも、私の父が自分達の家族であるということが本能で伝わっていた

のだと思いました。家族の絆ってすごいな、と改めて実感できた出来事

でした。 

最近、夜中トイレに行く回数が増えました。この現象はなんでしょ

う(-＿-)今までずっと一度寝たら朝までトイレで起きることはなか

った私なので、トイレに行きたくて起きるって結構つらいなって痛

感しています。最近身に起こった出来事はこのくらいです(･∀･｀*)

大した話題がなくてすいません(笑)私、平凡な毎日を送っているみた

いです。でも普段皆さんと関わっていられるのでとても幸せです❤ 

 

 

タコ焼きパーティにハマっています♪  

料理が下手な私ですが、回数を重ねるごとに上手に

なっています♪♪♪（副担任：佐藤） 



                                 教頭 中村 成希 

●八洲学園大学国際高等学校の学習提携校が全国各地にあります。自宅学習だけでなく、日々の通

学もご希望の方は、各担任にご相談ください。（別途費用がかかります。） 

教頭 中村 成希 

１０月より千葉県八千代市に、学習提携校

『ＳＥアカデミー 勝田台キャンパス』が誕生

しました。勝田台駅から徒歩圏内の立地です。 

２パターンの通学スタイルがあり、オプシ

ョンコースとして「オレゴンホームステイコ

ース」「ナース進学コース」もあります。また、

キャンパス内には「Kevin Clark Gallery 

JAPAN」も併設されており、芸術の香りがす

る教室です♪ 

 近隣の在校生の方で興味がある場合、各担

任にご相談下さい。（別途費用がかかります。） 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

『ＳＥアカデミー 勝田台キャンパス』のご紹介 

４ 



教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

●日時：１２月１５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：無料 

『代々木アニメーション学院』のご紹介 

１２月講演会＆勉強会「沖縄県のイジメ対策の現状」 

文部科学省認可通信教育 

≪講演会の内容≫ 

全国各地での「イジメ自殺の報道」が絶えない今日。沖縄県内の小・中学校での『いじめ対策』は 

どうなっているんだろう！？今回は、沖縄県教育庁から指導主事の先生を御招きします。 

沖縄県の現状、そして対策等を知る機会にしませんか？ 

５ 



事務長 鈴木 啓之 
 

●２４年度前期入学（４月生～９月生）／２４年度前期追加科目登録した在校生のみなさん 

 高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）のお届の口座への振込時期のお知らせ

をさせていただきます。 

お届けの銀行口座への振込みは１１月３０（金）を予定しています。みなさの銀行口座への

反映は、翌～翌々営業日中が見込まれます。 

お手数をおかけいたしますが、お届けの口座へのご入金をご確認ください。また、今後個別に郵

送いたします「高等学校等就学支援金交付決定通知」記載の交付決定額と対照をお願いします。 

なお、今回の支給は、２４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加算支給分（対

象者のみ）となります。 

※）お届けの銀行口座について、名義変更や銀行支店の統廃合などの事由で指定日に口座振込

みが出来ない場合、後日の振込み再手配となる場合があります。 

※）次の事例に該当する方は、今回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 

 「高等学校等就学支援金受給資格申請書」を提出後に「高等学校等就学支援金

受給資格不認定通知書」を受け取った方 

 私立高等学校在籍期間が支給期間上限に達した方 

 ７４単位を越えて単位登録をされた方 （※期限切れ科目や前籍校修得単位を含む） 

 ２４年度前期に履修登録をされなかった方 

 

●２４年度後期入学／２４年度後期追加科目登録のみなさん 

２４年度後期授業料への就学支援金支給について、交付時期のお知らせをさせていただきます。

お届けの銀行口座への振込みは、平成２５年５月中が見込まれます。沖縄県から学校への代理支給

の見通しがたちましたら、本誌「ゆんたく」上にて、改めて期日をご案内させていただきます。 

 

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 平良・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） 
 

事務部 板谷 幸恵 

10月 26日号 P3「教員紹介」の中で、７･８番クラス担任、平安山智子を"産休中"と記載しました

が、"保健体育"の誤植でした。お詫びして訂正いたします。 

 

7・8番クラス担任/保健体育 

平安山 智子（神奈川） 

 

高等学校等就学支援金の支給について 

記事の訂正とお詫び 

文部科学省認可通信教育 

６ 



文部科学省認可通信教育

事務部　番場　晴美

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/3 水素イオンで語る化学 12/4 微生物の利用 12/4 Lesson 3:Great Journeys (2)

12/17 電子で語る化学 12/18 食品の科学 12/11 Lesson 3:Great Journeys (3)

12/18 Lesson 4:The Genbaku Dome(1)

12/25 Lesson 4:The Genbaku Dome(2)

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

12/5 惑星の素顔 12/5 化学反応式 12/6 世界の「水」を旅しよう

12/12 もうひとつの太陽系を求めて 12/12 化学変化の量的関係 12/13 農業地帯を旅しよう

12/19 地球の大きさと凹凸 12/19 反応熱と熱化学方程式 12/20 林業・水産業地帯を旅しよう 

12/26 地球の深部 12/26 酸と塩基 12/27 鉱・工業地帯を旅しよう

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/6 “親になる”ってどういうこと？～家庭での子育て～ 12/6 いろいろな生殖 12/6 院政

12/13 子どもの笑顔を守れるか 12/13 生殖細胞のでき方～遺伝子のバトンタッチ～ 12/13 鎌倉幕府の成立

12/20 もう一つの人生を生きる～新しい高齢者像～ 12/20 植物の生殖と発生～花ってなに？種ってなに？
～

12/20 承久の乱と執権政治

12/27 ケアの極意は○○にあり！～高齢者介護～ 12/27 発生の過程 (1)～タマゴからヒヨコになるまで～ 12/27 モンゴル襲来

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/7 不等式とその性質 12/7 情報検索の達人になろう

12/14 不等式の解き方 12/21 ネットワークのしくみ

12/21 不等式の利用

12/28 ２次方程式とその解き方 (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。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/7 訓点 (1) 12/3 永訣の朝 (1)（宮沢賢治） 12/3 Lesson3:Modern Monsters(3)

12/8 訓点 (2) 12/4 永訣の朝 (2)（宮沢賢治） 12/4 Lesson3:Modern Monsters(4)

12/14 故事 (1)守株 12/10 この世（中江俊夫） 12/10 Lesson3:Modern Monsters(5)

12/15 故事 (2)五十歩百歩 12/11 情けは人の……(1)（俵　万智） 12/11 Lesson3:Let's Try!「助言・忠告の表現」

12/21 故事 (3)蛇足 12/17 情けは人の……(2)（俵　万智） 12/17 Lesson4:The MostMysterious Smile(1)

12/22 おカネでは買えぬもの (1)（岩井克人） 12/18 空虚なコミュニケーション (1)（野口恵子） 12/18 Lesson4:The MostMysterious Smile(2)

12/28 休止 12/24 休止 12/24 休止

12/29 休止 12/25 休止 12/25 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/5 スポーツと国際理解 (1) 12/7 中国の詩:峨眉山月歌・臨洞庭 12/9 Lesson2:My FavoriteThings (2)

12/6 スポーツと国際理解 (2) 12/8 日本の詩:送夏目漱石之伊予 12/16 Lesson2:My FavoriteThings (3)

12/12 スポーツの歴史 12/14 方丈記（1）～ゆく川の流れ～ 12/23 Lesson2:My FavoriteThings (4)

12/13 感染症の予防 12/15 方丈記（2）～安元の大火～ 12/30 休止

12/19 エイズとその予防 (1) 12/21 万葉集（1）

12/20 エイズとその予防 (2) 12/22 万葉集（2）

12/26 休止 12/28 休止

12/27 休止 12/29 休止

事務部　番場　晴美

・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♪

　　　１２月通学スクーリング　１２月２日　[日]

・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。

　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。

現   代   文

■　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

１２月通学スクーリング

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）

隔週　金曜日　15:00～15:30

毎週　木曜日　14:40～15:00

■　日曜日　23:40～0：00

■　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 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

７ 

•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。 

※色付きがバス送迎可能な授業です。 

曜日
群

起床 7:00
朝食 7:00～8:00
ＨＲ 8:05～8：20

昼食 11：40～12:35

休憩 20分間

夕食 17:40～18：50
休憩

理総Ａ
岸本

ＯＣⅠ
佐藤

ホームルーム
朝食

学習会

学習会

化学Ⅰ
岸本

生物Ⅰ
長﨑

化学Ⅰ
岸本

地学Ⅰ
島袋（正）

古典
赤塚

数学Ⅰ
島袋（正）

数学Ⅰ
島袋（正）

β γα

学習会

科学と
人間生
活
岸本

英語Ⅱ
天野

国総
赤塚

14:20～15:05

9:15～10:00

10:10～10：55

10:55～11:40

12月2日（日）

地学Ⅰ
島袋（正）

起床

学習会

学習会

英語Ⅱ
天野

1限 8:30～9:15

16：55～17:40

19:45～20：30

19：00～19:45

21:25～22:10

20：40～21：25

16:10～16:55

15:05～15:50

13:25～14:106限

5限

4限

2限

12：40～13：:25

3限

14限

12限

13限

10限

11限

7限

8限

9限



                                 
 

 

 

 

 

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（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） 

 
 

 

 

1 土  16 日  

2 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 月  

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水 1月スクーリング申込〆切（消印） 20 木  

6 木  21 金 
１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 金  22 土  

8 土  23 祝 天皇誕生日 

9 日  24 月 振替休日 

10 月  25 火  

11 火 1月スクーリング申込〆切（必着） 26 水 ゆんたく発送 

12 水  27 木  

13 木 1月スクーリング詳細発送 28 金 学校休業日 

14 金  29 土 学校休業日 

15 土  30 日 学校休業日 

   31 月 
学校休業日 
（１／４より通常業務となります） 

 

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 

秋から冬へと季節も移り変わろうとし
ています。みなさんはどんな秋を過ごしま
したか？読書の秋・スポーツの秋・食欲の
秋・・・。 

 スクーリングでは様々なテーマで活動
を行っています。寒さに負けず、興味のあ
るものにどんどん参加してみてください
ね♪ 

横浜分室 板谷 幸恵 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


