
 

・ ｐ２ 担任からのメッセージ「私の高校時代の想い出」 

・ ｐ３  「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 

・ ｐ４   科目追加登録について／３月講演会＆勉強会 

・ ｐ５   高等学校等就学支援金について／新任職員紹介 

・ ｐ６ アメリカの高校卒業資格取得可能な新コースのご紹介 

・ ｐ７ ＮＨＫ高校講座／３月通学スクーリング案内 

・ ｐ８ ３月行事予定表 

  

 

 

 

 
２月スクーリング『帰ってきた八洲んピック２０１２』を開催しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２５年２月２８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 番場 晴美 

今回は各担任から『私の高校時代の想い出』をお聞きしました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

サッカーと書道をしていた記憶しかありません・・・。今振りかえ

ると、周りに支えられていることを自覚し、一つのことに打ち込む

姿勢を学びました。「今振りかえると・・・」なので、当時は何も考

えず前だけ見て進んでいましたが・・・(笑) 高校生の間は、自分が

信じる道を全力で真っ直ぐ進んだ方が良いと思いますよ!! 

２ 

たくさんある思い出の中で特に今でも覚えているのが、高校 3 年生のときにサ

ッカー部が全国大会に出場したことです。全校生徒で応援に行ったり、サッカー

部ひとりひとりに大団幕を作成したりととにかく学校中で団結して応援したこ

とを覚えています。それだけではなく、何十年も前の卒業生の方たちも応援に足

を運んでくれていました。その時、こんなに母校を思ってくれている卒業生がた

くさんいる学校に入ったんだなと嬉しくなったのを覚えています。本来なら受験

前でピリピリしている時期ですが、一生懸命戦っている友人の姿を見て私も頑張

ろうと元気をもらいました。皆さんにとって八洲学園がまた帰ってきたいなと思

ってもらえるような学校になって欲しいと思います。 

『自分が成長するとき』 

とにかく部活に明け暮れる毎日でした(*^_^*)遊ぶよりも部活…そん

な毎日が私の選んだ道!!どんな行動も自分自身が一つ一つ選択して

進んでいるからこそ、意味があるのだと感じています。 

今歩んでいる道が未来へ繋がる大切な時間だから、みなさんも一つ

一つの選択に心を込めていく事ができたらいいですね(*^_^*) 

高校時代、ガソリンスタンドでのアルバイトが楽しくて「高校卒業後はガソリンス
タンドに就職する‼」という私に親が言いました。「お前はそれしかやったことが
ないのにそれが一番自分に合っていると思うのは視野が狭すぎる。もう少し自
分のことを考えてみろ。」その後、自分の内面と向き合って出した結論が体育
大学に進学して体育の先生になりたいという夢でした。 
それからというもの、体育大学受験に向けて毎朝１０ｋｍ走ってから学校に行
き、お風呂の後には必ずストレッチをし、毎日壁倒立を 30 秒欠かさず頑張っ
て現役で憧れの日本体育大学に進学できました。そして、今、ここにいます。 
今となっては、あの時の親の一言があったからこそ、今の自分がここにいるの
だと感謝しています。皆さんも、悔いのない人生を歩んでくださいね。 

私の高校生時代の思い出と言えば、授業が終わったらほぼ毎日友達

とカラオケに行ってたのが一番の思い出かな。毎日毎日同じ歌を歌

うんですが、これが飽きないんです！ 

今でもカラオケは大好きです❤ 

ちなみに私の学生時代の自慢は授業中は 

絶対寝なかった事です((⊂(^ω^)⊃)) 

 

 

 

  



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」41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」40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。 

2012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。 

2012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、2013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。 

2013年度よりご利用を希望の方は、「学習の手帳」40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。 

2012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。 

2012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 

３ 

文部科学省認可通信教育 



 

教務部 島袋 瑠美 
 

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 3/18（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 18日（月） ～  3月 31日（日）  当日必着 4月 15日（月） 

第２期 4月 01日（月） ～  4月 30日（火）   消印有効 5月 15日（水） 

 

※ 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25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。 
 

                                      教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時：３月９日（土）１４～１６時（受付１３：３０～） 

●講師：岩井貴生（臨済宗妙心寺派僧侶・駒澤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） 

●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 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

≪講演会の内容≫ 

 ひきこもりの状態を改善するためには、「ひきこもり」という固定概念を崩し、既存の考

え方を改善する必要があります。ひきこもりは決して悪い行為ではありません。 

 しかし、多くの親は「なぜひきこもるのか」ということを子どもに迫ります。「なぜ」とい

う言葉は、原因を追求すること、つまり子どもを責める言葉です。親は「なぜ」という視点で

はなく、「何のために」ひきこもっているのかと考え方を変えて子どもの心情を汲み取ること

が大切です。親の意識を少し変えるだけで、ひきこもりに対する理解と改善策が見えてきます。 

 そのためには「子ども」「未来」「目的」の３つの視点からの同時改善が重要です。今回の講

演では「子どもの立場」「未来思考」「ひきこもる目的」を具体的に示して、ひきこもる子ども

のこころの理解を深めます。そして過去を捨て、未来に向かって動き出すシンプルでミラクル

な改善方法を考えていきます。 

４ 

３月講演会＆勉強会「ひきこもりを改善する『意識改革』とその方法」 



事務部 鈴木 啓之 
  

国の高等学校等就学支援金の支給については、平成２２年より２４年までは、授業料をお納めいただ

いた上で、県から学校への就学支援金代理支給を受けて、みなさまご登録の銀行口座に就学支援金を支

給していました。授業料の納付から支給まで半年程度の期間となることから生徒さん・保護者のみなさ

まにはご負担となっていました。 

そこで、みなさまのご負担を軽減するため、平成２５年度より、科目追加登録の際の授業料につきま

しては、学校が一時的に負担して、就学支援金見込み額をあらかじめ相殺してご請求させていただきま

す。 

校納金の総額は変わりませんが、相殺により、用立てていただく金額が大幅に減額となり、科目追加

登録のご負担が軽減されます。 

 

・科目追加登録の際は、高等学校等就学支援金の支給見込額と相殺した授業料にて校納金をご案内い

たします。 

・生徒さん・保護者様側では、新たなる手続きは発生しません。 

・就学支援金は授業料と事前相殺されますので、お届けの銀行口座への振込みはなくなります。 

（「加算支給」が県に認定された方は、後日、県からの代理支給を得て、お届けの銀行口座に加算

支給分を振り込みます。） 

・科目追加登録の校納金請求の際、明細書に就学支援金相殺額を明記させていただきます。 

・就学支援金の支給期間内に退学・転出を希望する場合は、実際の就学支援金支給額と学校が立て替

えた額との差額をご納付ください。ご納付が遅れますと、退学・転出等の手続きが滞ることになり

ますのでご注意ください。 

 

※）次の場合は、法令により、就学支援金支給額が 4812 円×科目追加登録単位数を下回ることになり

ますので、ご注意ください。 

１）前籍校と通算して（再履修を含め）７４単位の支給上限単位数を超えて科目追加登録をした単

位数分は支給されません。 

２）年間の支給上限単位３０単位を越えて追加登録をした単位数分は支給されません。 
 

※）次の方は、法令により就学支援金の受給資格はありません。 

１）入学時に「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」を提出しなかった場合 

２）住所が日本にない場合 

３）前籍校と通算して（再履修を含め）７４単位以上履修されている場合 

４）当校に４８ヶ月以上在籍している場合 

（転編入生の場合は、前籍高等学校での在籍期間応じて支給月数が変わります。） 

事務部 鈴木 啓之 

２月から本校事務員として親川 瞳（おやかわ ひとみ）さんが着任しました。 

よろしくお願いします。 

科目追加登録の授業料納付のご負担が大幅軽減されます 
「高等学校等就学支援金の支給見込額を相殺した授業料にてご案内します。」 

文部科学省認可通信教育 

５ 

新任職員紹介 



                                      教頭 中村 成希 

学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校は『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ 

Ａｃａｄｅｍｙ 日本支部』と教育提携を結びました。よって、平成２５年度より、「日本の高

校卒業資格」と同時に、「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能なコースが出来ます。 

 

●アメリカ合衆国フロリダ州私立高校 フロリダ州教育省 区番号：１３ 

 学校登録番号：４２８３ 

●別途、アメリカンハイスクールアカデミーでの学費がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪５つの学習ポイント≫ 

①英語による主要５教科の課題提出（必履修：Ｅｎｇｌｉｓｈ・Ｓｃｉｅｎｃｅ・ 

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ） 

②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。 

③Ｅラーニングによる英語訓練 

④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月） 

⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。 

⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする。 

 

※興味のある方は、八洲学園大学国際高等学校（0120-917-840）までお問い合わせ下さい。 

アメリカの高校卒業資格取得可能な新コースのご紹介 

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　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

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

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

※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

3/8 羅生門 (3) （芥川龍之介） 3/4 鼻 (3) （芥川龍之介） 3/4 Lesson 6 Mottainai ! (3)

3/9 羅生門 (4) （芥川龍之介） 3/5 鼻 (4) （芥川龍之介） 3/5 Lesson 6 Mottainai ! (4)

3/15 ディベート (1) 3/11 鼻 (5) （芥川龍之介） 3/11 Lesson 6 Mottainai ! (5)

3/16 ディベート (2) 3/12 鼻 (6) （芥川龍之介） 3/12 Let's Try ! ｢主張する表現｣

3/22 春暁 （孟浩然） 3/18 こころ (1) （夏目漱石） 3/18 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (1)

3/23 竹里館 （王維） 3/19 こころ (2) （夏目漱石） 3/19 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (2)

3/29 送元二使安西 （王維） 3/25 こころ (3) （夏目漱石） 3/25 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (3)

3/30 黄鶴楼 送孟浩然之広陵 （李白） 3/26 こころ (4) （夏目漱石） 3/26 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom(4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/6 日常的な応急手当 3/8 更級日記（3） ～源氏の五十余巻(1)～ 3/10 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (2)

3/7 ライフステージとスポーツ 3/9 更級日記（4） ～源氏の五十余巻(2)～ 3/17 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (3)

3/13 文化としてのスポーツ 3/15 建礼門院 右京大夫集(1) ～大原まうで(1)～ 3/24 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (4)

3/14 地域におけるスポーツライフ 3/16 建礼門院 右京大夫集(2) ～大原まうで(2)～ 3/31 Lesson 5 Are You All Right? (1)

3/20 ライフスタイルとスポーツ 3/22 平家物語（1） ～忠度の都落ち(1)～

3/21 世界のスポーツライフ 3/23 平家物語（2） ～忠度の都落ち(2)～

3/27 思春期と健康 3/29 平家物語（3） ～能登殿の最期(1)～

3/28 性意識と性行動の選択 3/30 平家物語（4） ～能登殿の最期(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♪

　　　３月通学スクーリング　３月１１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。

　　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

３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。 

3月11日（月）

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 ）

学校バスでコンビニまで

送迎します

合同体育

各クラスの集合場所（教室）は

校内放送でお知らせします

英語Ⅰ 現代文 地学Ⅰ

国総 生物Ⅰ ＯＣⅠ



 

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（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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日 ●３月スクーリング● 18 月 科目追加登録のお知らせ発送 

4 月  19 火  

5 火  20 水 春分の日 

6 水  21 木 成績発送 

7 木  22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 ☆通学スクーリング（自由参加） 26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木  

14 木  29 金 ゆんたく発送 

15 金  30 土  

   31 日  

編集後記 

 平成 24 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 18 日には前期の科目追加登録の申
請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 番場 晴美 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


