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１２月スクーリング『八洲ライブ２０１２』を開催しました！ 

 
 

平成２４年１２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 

 

今年も残すところあと少しになりました。年末にいつも思うことですが、

一年経つのは早いですね。皆さんにとって今年はどんな一年だったでしょう

か。良い一年だったと思えない人は、「最後良ければ全て良し」と言うように、

残り数日を楽しく過ごしてみてください。今年いろいろとあった嫌なことを

全て忘れて、新鮮な気持ちで新年を迎えてください。そして新年には「始め

良ければ全て良し」の意気込みで、新しい一年をスタートさせましょう。 

さて、今回の『ゆんたく』は１２月末頃に皆さんに届くということですので、年始を迎えるにあた

って「めでたいお話」を一つ紹介したいと思います。福岡博多にある聖
しょう

福寺
ふ く じ

の住職だった仙厓
せんがい

禅師
ぜ ん じ

（江

戸時代後期）は、正月参拝者から「和尚
おしょう

さん、何かおめでたい字を書いて下さい」と頼まれました。

そこで、仙厓和尚が書いた言葉は、なんと「親死ぬ、子死ぬ、孫死ぬ」でした。 

参拝者は「お正月だからめでたい言葉をお願いしたのに、なんて縁起の悪い言葉だ」と腹を立てま

した。しかし「親が死んで、子が死んで、孫が死ぬ。年齢順に逝くことが一番の幸せだ」という仙厓

禅師の解説に参拝者も納得し、最後には仙厓和尚の書を喜んで持って帰ったそうです。 

禅僧
ぜんそう

の言い回しは独特で、在家
ざ い け

の方々から誤解されることもしばしばですが、仙厓和尚の云わんと

していることは、「めでたいことやありがたいことは、特別に何かにとってつけるようなものではなく、

我々が毎日平凡に過ごす生活空間のあらゆるところに、当たり前のように存在している」ということ

ではないでしょうか。平穏
へいおん

無事に毎日が過ぎることこそが、実は最もめでたいことであり、ありがた

いことなのです。 

また、仙厓禅師は「死＝縁起が悪い」という先入観や二元論に対して、警鐘
けいしょう

を鳴らしてくれている

ようにも思います。二元論とは、「よい・悪い」「正・誤」といった相対的な視点で物事をみることで

す。もし「よい」（正）でなければ、「悪い」（誤）しかありません。こうした極端な分別心に人の苦し

みが生まれるわけですが、二元論を打破するには仙厓和尚のようなこれまでとは違った全く新しい発

想が必要なのかもしれません。 

自分の身の回りを見渡してみてください。きっと今まで気が付かなかっためでたいことやありがた

いことが見えてくるはずです。みなさんにとって２０１３年が笑顔のあふれる素晴らしい年になるよ

う、心から願っています。よいお年をお迎えください。 

新年を迎えるにあたって 

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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事務部 番場 晴美 

年明け第1回目の担任ページは「今年の抱負」をテーマにお届けします。 

みなさん今年もよろしくお願いします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●担任：玉城→ 

個人的なことですが・・・、昨年は「これ義務(強制)なの？」と思う
ことが色々あり、綺麗事やただ流されて終わっていたことが多かっ
た気がします。今年は「本当に正しいこと？」まで考える人になれ
るといいなぁ～。 

●副担任：佐藤→ 

今年の抱負は、健康で笑顔の絶やさない年にしていきたいと思って
います。 

３ 

皆さん、明けましておめでとうございます。今年も皆さんにとっ

て素晴らしい年でありますように・・・。 

今年の抱負は「継続は力なり」 
忙しくなってしまうと、今日はいいやとか明日やればいいかとい

うように自分に負けてしまうことがあるので、そんな自分を変え

るため今年はこれを抱負にします！！ 

ミニひまわり栽培 (#^.^#) 
 

観葉植物は育てているけれど、花がないため、 

今年は『ミニひまわり栽培』に挑戦(*^_^*) 

 

花で心ほっと癒される空間作りを目指していきたいと思います♪ 

最近は保育園でも英語の時間があるというので、2歳になる長女と一

緒に英語の通信教育を始めることにしました！英語の歌とダンスで

全身を使って自然に英語が身につけばと思っています。英語は得意

はないのですが、生徒さんとも英語のリポートを楽しく作成出来る

くらいになれればいいなと思っています。 

皆さんも、今年は○○をやってみよう！という目標を立ててそれに

向けて顔晴って（がんばって）下さい！ 

皆さん、明けましておめでとうございます！！ 

担任・副担任の今年の抱負です( ﾟ▽ﾟ)/ 

【島袋友美】今年こそ、結婚したいです( ^ω^ )！いい人に 

巡り合えますように…❤ 

【赤塚修平】いろいろなジャンルの本を読む、読書の一年 

にしようと思います。目指せ、年間100冊！(^o^)／ 

 

 

 

＼今年もよろしく！／ 

 

 



                                              事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

●とにかく楽しかった！！大切な友達も増えて、先生方も本当に最高！！ 

 また来るのが楽しみで仕方ないです！ありがとうございました！！ 

●不安ばっかりやったけど最高の友達、最高の先生に囲まれて幸せでした。 

 楽しすぎる！帰りたくない！！ 

●今までで一番にぎやかで、良い意味で騒げました。３年間ありがとうございました！！ 

 自分を変えてくれたのは八洲です。 

●知らない人、仲間、特別な時間をスクーリングを通して学ぶ事が出来ました。 

ただ楽しかったです。次も頑張ります。 

●こんなに笑っていられたの久々です。この今のすべての人に逢えて幸せです♡ 

ハハンンドドベベルル！！  

ココンンササーートト本本番番！！  キキンンチチョョーー  

余余裕裕のの  練練習習入入りり！！  



教務部 島袋 瑠美 

 

本学の集合場所は「那覇空港国内線ターミナル」となります。上記の２社をご利用の方は出発・到着

共に「那覇空港ＬＣＣターミナル」となり建物が別になります。那覇空港国内線ターミナルと那覇空港

ＬＣＣターミナル間は専用シャトルバスで繋がっていますが、１０分間隔のバス運行（片道５分程度）

となりますので、混雑した場合は最大４０分程度かかる見込みです。集合時間に十分余裕をもって航空

券を手配して下さい。 

また、集合時間に間に合わなかった場合は、学校バスの利用が出来ませんので、ご注意ください。 

 

 スクーリング最終日は学校バスの那覇空港国内線ターミナル到着は１１時頃になる予定です。しかし

交通状況によって遅れる場合があります。帰りの航空券手配の際は１３時以降の便をお取りください。

ＬＣＣはチェックインの締切時間がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

   

 

 

ＬＣＣ（ピーチエアライン、エアアジア・ジャパン）航空会社をご利用の方へ 

航空会社 自動チェックイン機 カウンターチェックイン 

ピーチエアライン 出発時刻 90～30分前 基本なし※事前予約で 1時間前 

エアアジアジャパン 出発時刻 2～１時間前 出発時刻 2時間～45分前（有料） 

ジェットスター 出発時刻 2時間～30分前 出発時刻 2時間～30分前 

 

 
集合場所：郵便局 

集合時間：１４時 

那覇空港ＬＣＣターミナルから 

５ 

文部科学省認可通信教育 



                                      教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時：１月２６日（土）１４～１６時（受付１３：３０～） 

●講師：大城勝太（エフエム沖縄 アナウンサー・記者） 

●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 

 

事務部 板谷 幸恵 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 

■ 仕事納め １２／２７（木）１７：３０まで  

■ 休業   １２／２８（金）～１／３（木） 

■ 仕事始め １／４（金）８：３０から 

 

緊急の時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 

１・２番 玉城クラス 090-6869-8550 ktamashiro@yashima.jp 

３・４番 島袋（瑠）クラス 090-6869-8551 rumis@yashima.jp 

５・６番 島袋（友）クラス 090-6869-8552 shimabukuro@yashima.jp 

７・８番 平安山クラス 090-6869-8553 thenzan@yashima.jp 

９・10番 横田クラス 090-6869-8554 yokota@yashima.jp  

年末年始のお知らせ 

１月講演会＆勉強会「報道の立場から見るシューカツ事情」 

文部科学省認可通信教育 

６ 

≪講演会の内容≫ 

「就職活動（シューカツ）」とは、自分のこれまでとこれからを束ねる要で、自己実

現に向けた基礎を作る輝かしい時間だと考えています。しかし、就職活動経験者の 7

人に一人が「うつ状態」に陥り、例え就職できても、3年以内に離職してしまう若年

層が多いという現実があります。 

≪沖縄では、大卒者 50％・高卒者で 60％が３年以内に離職≫ 

そういう現状を前に「だからゆとり世代は」という声が聞こえます。しかしそれは

大人の責任転嫁で、それが「生き辛さ」を招いています。取材や若年層のキャリア形

成支援の現場から考えた、人生における就職活動のとらえ方をお話したいと思います。 

 



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

1/7 便利に使える化学を知ろう 1/8 衣料の科学 1/8 Lesson 4 The Genbaku Dome (3) willのいろいろ

1/21 身近な化学製品を知ろう 1/22 プラスチックの科学 1/15 Communication (2) What's your plan?

1/22 まとめ Try again! (2) ～Lesson 3, 4 の復習～

1/29 Reading (1) Dream-makers of the 20th Century <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

1/9 「固さ」からみた地球 1/9 水素イオン濃度とｐH 1/10 世界を結ぶ流通と情報化

1/16 プレートテクトニクス 1/16 中和反応 1/17 余暇と観光産業

1/23 地震と断層 1/23 中和滴定 1/24 地図で世界の問題を読み解く

1/30 地震と災害 1/30 酸化と還元 1/31 地図を持って旅しよう ～自然地形を歩く～ (1)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/10 支えあう社会を目指して ～福祉システム～ 1/10 発生の過程 (2) ～体づくりの秘密～ 1/10 南北朝の内乱

1/17 ともに暮らすという幸せ ～地域社会と福祉～ 1/17 発生のしくみ (1) ～タンパク質が運命を決める～ 1/17 足利将軍と守護大名

1/24 「食べる」とは？ ～食生活を考える～ 1/24 発生のしくみ (2) ～再生 失われた一部を取り戻す～ 1/24 室町時代の東国

1/31 １０年後の健康をつくる ～栄養と食事～ 1/31 遺伝の法則 ～組み合わせが決め手～ 1/31 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

1/11 ２次方程式とその解き方 (2) 1/11 情報発信してみよう！

1/18 関数 1/25 ネットワークでコミュニケーション

1/25 ２次関数とそのグラフ （1）

2/1 ２次関数とそのグラフ （2）

※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

1/11 おカネでは買えぬもの (2)（岩井克人） 1/7 空虚なコミュニケーション(2)（野口恵子） 1/7 Lesson 4 The Most Mysterious Smile(3)

1/12 ガリヴァーとアリス (1)（外山滋比古） 1/8 短歌と俳句 (1)はじめに 1/8 Lesson 4 The Most Mysterious Smile(4)

1/18 ガリヴァーとアリス (2)（外山滋比古） 1/14 短歌と俳句 (2)「犬」 1/14 Lesson 4 The Most Mysterious Smile(5)

1/19 通知と案内 (1) 1/15 短歌と俳句 (3)「猫」 1/15 Lesson 4 Let's Try!｢同意する表現・同意しない表現｣

1/25 通知と案内 (2) 1/21 短歌と俳句 (4)「蝶」 1/21 Lesson 5 Bear's Pie (1)

1/26 徒然草 (1)亀山殿の水車（兼好法師） 1/22 短歌と俳句 (5)「走る・歩く」 1/22 Lesson 5 Bear's Pie (2)

2/1 徒然草 (2)仁和寺にある法師（兼好法師） 1/28 短歌と俳句 (6)「飲む・食う」 1/28 Lesson 5 Bear's Pie (3)

2/2 徒然草 (3)奥山に、猫またといふものありて（兼好法師） 1/29 孤独を友とせよ (1)（新野哲也） 1/29 Lesson 5 Bear's Pie (4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/9 意志決定と行動選択 (1) 1/11 古今和歌集 1/13 More Speaking Power 1

1/10 意志決定と行動選択 (2) 1/12 新古今和歌集 1/20 What Are You Crazy About? (1)

1/16 脳の働きと欲求 1/18 枕草子（1）～春は、あけぼの～ 1/27 What Are You Crazy About? (2)

1/17 欲求不満と適応機制 1/19 枕草子（2）～うつくしきもの～ 2/3 What Are You Crazy About? (3)

1/23 心身の相関とストレス 1/25 枕草子（3）～中納言参り給ひて～

1/24 ストレスへの対処 (1) 1/26 枕草子（4）～御方々、君たち～

1/30 ストレスへの対処 (2) 2/1 枕草子（5）～鳥は(1)～

1/31 自己実現 2/2 枕草子（6）～鳥は(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♪

　　　１月通学スクーリング　１月４日　[金]

・　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。

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

■　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

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

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

１月通学スクーリング

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。 

※ 体育は運動できる服装（ジャージ等）、運動靴で参加してください。 

１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）

体育α 英語Ⅱ 化学Ⅰ

学習会

1年次
(α)

2年次
(β)

3年次
(γ)

各クラスの集合場所（教室）は

英語Ⅰ 情報Ａ 日本史Ｂ

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



 

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） 

フェイスブック http://www.facebook.com/yashima.kokusai  

 

                                 
 

 

 

 

 

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（８日～１４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 祝 元日、学校休業日 16 水  

2 水 学校休業日 17 木 2月スクーリング詳細文書発送 

3 木 学校休業日 18 金 成績発送 

4 金 
☆通学スクーリング（自由参加） 

1月スクーリング返送書類必着 
19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水 2月スクーリング申込〆切（消印） 24 木  

10 木  25 金 
2月スクーリング残りのリポート・視聴報告書

の提出〆切 

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 祝 成人の日 29 火  

15 火 2月スクーリング申込〆切（必着） 30 水  

   31 木 
ゆんたく発送 
2月スクーリング返送書類必着 

編集後記 

今年もはや一年の締めくくりの月を迎
えました。この一年は皆さんにとってどん
な年でしたか？  

年末年始お出かけされる際は事故のない
ように気をつけて、また体調を崩さないよ
うにお過ごし下さい。 

皆さん一年間お疲れさまでした。 
どうぞお元気でよい年をお迎えください。 

横浜分室 番場 晴美 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


