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☆平成２５年度がはじまりました！！☆ 
 

平成２５年４月３０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。 



校長 岩井 貴生 

 

八洲学園大学国際高等学校へようこそ 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから皆さんの目標

である「高校卒業」のゴールに向かって、一歩一歩確実に前に進んで行き

ましょう。我々教職員が全力でサポートしていきます。是非安心して学習

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、皆さんの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は、遠慮せず

に担任の先生に相談してください。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

さんと話すことをいつも楽しみにしている、やさしい先生たちばかりです。 

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、計画的に

自宅学習に励み、スクーリングに参加してください。そして在学中に自分の将来の夢を見つけ、その夢

に向かって前進して下さい。自分の希望する進路が決まれば、希望する進路のために早くから準備をす

ることができます。 

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、日夜問わず生徒さんのことを第一に考えた教育に邁進した教職員

の満足感などが、一気に集結するからです。 

この４月に入学した皆さんが一人も欠けることなく、この感動する人生に一度だけの高校卒業式に臨

むことができることを心より願っています。他人の評価や目を気にすることなく、自分のペースを保ち

ながら、身心に負担がないように一歩一歩確実に高校卒業に向かって前進してください。年に一度の沖

縄集中スクーリングで皆さんとお会いすることを今より楽しみにしています。 

校長あいさつ 

文部科学省認可通信教育 

２ 



事務部 番場 晴美 

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/英語  

佐藤 愛利(沖縄)  

 

 

 

   

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） 
産休中 

島袋 瑠美（埼玉） 

 

 

 

   

5・6番クラス 7・8番クラス
副担任/国語 

赤塚 修平(東京)  

3・4番クラス副担任/理科 

 岸本 久律（沖縄） 

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） 

5・6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 

親川 瞳（沖縄） 

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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（カッコ）：（出身地） 



 

 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス担任あいさつ 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

昨年度に引き続き、生徒番号末尾１・２番クラスの担任になりまし

た。本校へ入学した時の気持ちを忘れず、日々前進して必ず高校卒

業しましょう!! わからないことはいつでも質問して下さい。 

１年間宜しくお願いします。 (副担任は後日発表、お楽しみに♪) 

４ 

3・4 番クラスの皆さんへ(*^_^*) 

みなさん、こんにちは！今年度３・４番クラスの担任をさせて頂く

ことになりました佐藤愛利(さとう あいり)です。みなさんと、スク

ーリングでお話しできることを楽しみにしています♪学校以外でも

分からないことや疑問点は気軽に聞いて下さいね。どうぞよろしく

お願い致します。 

平成２５年度の幕開け(*^_^*) 

 新年度の始まり!!どんな事も、経験した分だけ自分の力になるから 

そんな事へも心を込めて、『自分には出来る』そう想って進んでいく 

事ができたらいいですね。 

この１年もどんな事が起こるか楽しみ♪♪ 

みなさんにお逢いできる日を楽しみにしています(*^_^*) 

ひまわりクラス(9.0番)担任 横田裕美 

生徒番号末尾が７・８番の生徒さんの担任をすることになりました
平安山智子（へんざんともこ）です。神奈川県出身で、担当科目は
保健体育です。現在は、1歳と 2歳の子育て真っ最中です。 
卒業の目指し方や卒業後の進路など、10人 10色で色々な道がありま
す。私は皆さんが高校卒業することと、卒業後の進路を全力でサポ
ートさせていただきます。些細なことでも構いませんので何か困っ
たことや不安なこと、わからないことがあればお気軽にご相談くだ
さい。1年間、宜しくお願い致します。 

生徒番号末尾が５・６番の生徒さんのクラス担任をさせていただく

ことになりました！昨年度に引き続きの担任ですが、さらにパワー

アップして皆さんをサポートしていきたいと思います★ 

また嬉しい事や時には辛いこともあるかもしれませ 

んが、一緒に共有できたらなと思います。 

１年間どうぞよろしくお願いします( ﾟ▽ﾟ)/ 

 



事務部 板谷 幸恵 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務部 島袋 瑠美 

今年度より芸術科目（「書道Ⅰ」「美術Ⅰ」）の視聴報告書が始まります。３泊４日、６泊７日、７泊８

日のスクーリングに参加する生徒さんは視聴報告書の作成が必要となります。ご不明な点がありました

ら各担任の先生へお問い合わせください。 

事務部 番場 晴美 

 

 

２５年度前期スクーリング案内 

文部科学省認可通信教育 

５ 

 
７月沖縄マリンスポーツスクーリング♪ 

「沖縄の海を思いっきり満喫＆エンジョイしたい方大募集‼」 

※泳ぎに自信がなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、海水につかるのは難しい方はご遠慮ください。 

 

 
球技で友情を深め、 

感動の卒業式を迎えましょう♪ 

５月通学スクーリング 

・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♪ 

     ５月通学スクーリング ５月２９日[水] 
・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。 

 
夏をenjoyできたらいいなぁ(*^_^*) 

屋台、キャンプファイヤーなど 

素敵な心の記憶を！！ 

 

 誰でもできる！ 

手作りうちなー料理を皆で堪能しちゃおう♪ 

 
 

芸術科目(「書道Ⅰ」「美術Ⅰ」)の視聴報告書について 



リポート作成のポイント 

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 

（科目コード：0143）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。 

（科目コード：0152）No.1～8 は教科書・学習課題ノートをしっかり読んで解いてみま

しょう。No.9～12は、本文の雰囲気をさらっとつかみましょう。学習課題ノートが解答

の参考になるので有効に使いましょう。 

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 

玉城優香 

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 

玉城優香 

教科書の本文をよく読んで答えましょう。それ以外にも、表や図、注釈などにも目を通

してください。 

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 

数学Ｂ 

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！ 

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。 

文部科学省認可通信教育 

６ 



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。 

生物基礎 長﨑佑 

設問の多くが教科書の文章に近い形で出題されています。教科書をよく読むことと、図、

表、探究の中にも回答の鍵があります。設問の中の代表的な単語あるいは「語群」の単

語を教科書巻末の索引で調べ、回答を見つけ出す方法もあります。 

 

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 平安山智子 

保健 平安山智子 
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。 

コミュニケーシ

ョン英語基礎 
早川知里 

まずは教科書の本文を声に出して読んでみましょう。発音や意味のわからない単語は辞

書で調べましょう。次にワークブックの「文のきまりを身につけよう」を参考にしなが

らワークブックの練習問題をやってみましょう。リポートの大半はワークブックから出

題されています。 

 

  

島袋正良 
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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」「やさしい比喩表

現」、スクーリングの感想文 400字程度 

国語表現Ⅱ 
リポート：№1「調べる」、№3「報告する」、№5「小論文を書く」、№6「漢字の広場」、小論文

を書いてみよう 

国語総合(0143) リポート：№4「二十億光年の孤独」、№9「児のそら寝」、№12「学問」、各作品を読んだ感想 

国語総合(0142) リポート：№4「二十億光年の孤独」、№9「児のそら寝」、№12「論語」、各作品を読んだ感想 

現代文 リポート：№6 設問と語句の問題、№9 語句の問題、詩か作文を書く～テーマ「心のつぶやき」 

古典 リポート：№2、№9、№12、作品を読んだ感想 

日本語基礎 リポート：№1【一】【二】、授業内容 

世界史 A 

（0241/0251） 
リポート：№2、教科書、授業内容、配布資料 

日本史 B リポート：№5、教科書、授業内容、配布資料 

地理 B リポート：№6、教科書、授業内容、配布資料 

現代社会(0341) リポート：№4、教科書、授業内容、配布資料 

現代社会(0351) リポート：№2、教科書、授業内容、配布資料 

倫理 リポート：№6、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【2】【3】【4】【5】【6】、№

7【1】、№9【1】【2】 

数学 A(0445) リポート：№1【2】【3】【5】【6】、№2【3】【4】、№3【1】【2】【4】【6】 

数学 A(0454) 
リポート：№1【1】【3】【4】【5】、№2【1】【3】【4】、№3【2】【3】【5】【6】、№4【1】【5】、№6

【6】 

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

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、№3、授業内容 

生物Ⅰ リポート：№1①、№2①、教科書、授業内容 

生物基礎 リポート：№1①、③、④、№2③、№6④、教科書、授業内容 

化学Ⅰ リポート：№1、№2、№4、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(0645) リポート：№2、№3【3】、№4、№5、授業内容、配布資料 

保健(0654) リポート：№2、№3、№4、№5【4】、授業内容、配布資料 

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（リポート:№1～№4 

の内容） 

英語Ⅱ 
Lesson1 Sharing One World、Lesson3 Modern Monsters（比較級・最上級）、Lesson8  

A City in the Sky、Reading1（P46～49） 

ＯＣⅠ リポート：№1、№2、№3、№4、授業内容 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

英語基礎 

リポート：№1【4】【5】【6】、№3【5】、№4 Lesson4【4】Lesson5【3】、№5 Lesson7 

【1】～【4】 

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２５年度前期 試験出題ポイント 

８ 

文部科学省認可通信教育 



平成 24 年 12 月文部科学省の調査結果「小中学校の普通教室で『学習面または行動面に著しい

困難』のある児童生徒が全在籍児の 6.5%（うち、小１では 9.8%）と推定される」「そのうちの

約 8 割の子どもが、校内委員会からは特別な教育的支援が必要と判断されていない。」との報道は、

教育関係者に衝撃を与えました。 

日本では、憲法／教育基本法により、子どもなら誰でも、あまねく教育サービス（一定の水準以

上の学習到達）を受けられる権利を有するはずですが、普通教室の中でディバイド（サービスから

排除される者）があまりにも多数、存在しているのです。そこで、特別な教育ニーズのある子ども

の学びや学校生活をどのように支え、保障してゆくかについて、制度、行政施策、ユニバーサルデ

ザインの見地からの工夫について紹介します。 

                                      教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合推進部 島袋 友美 ・ 教務部 横田 裕美 
 

「学習の手帳」ｐ４６に掲載しました成績表（ＣＷ）のＰＣ版ＣＷサイトのurlに誤りがありましたので

訂正し、お詫びします。なお、学校ＷＥＢサイトの「在校生」ページにリンクを掲載しています。 

誤）http://www.yashima.ed.jp/community/pc/Main.aspx 

正）http://www.yashima.ed.jp/c/pc/ 

リポート「世界史Ａ（科目コード：０２５１）No.３」問題文に一部訂正があります。 

科目をご登録されている方は、ご確認下さい。 

【誤】（１）産業革命の進行ぶりについて述べた次の文の空欄に漢字２字で答えよ。 

【正】（１）産業革命の進行ぶりについて述べた次の文の空欄にあてはまる適語を答えよ。 

事務部 鈴木 啓之 

５月より島袋瑠美先生が産休となります。 

「学習の手帳」「リポート(世界史Ａ)」の訂正について 

教職員異動のお知らせ 

５月講演会＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

９ 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：５月２５日（土）１４～１６時（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ） 

◆講 師：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学准教授 博士（医学） ） 

   

 

 

 

 

 

【職歴】岡崎国立共同研究機構 生理学研究所、ドイツ国ハンブルグ大学

生理学研究所、茨城大学、茨城県教育庁を経て現職。 

  

  



                                      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、リポート作成の「学習のフォロー」や、日々の通学などをご希望の方は、 

各担任に相談ください。（※高校の学費とは別に費用がかかります。） 

 

「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 

  【学習提携校名】 【住 所】 

北海道 
●札幌中央義塾高等学院 北海道札幌市西区 

●札幌キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 北海道札幌市中央区 

宮城県 ●仙台キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 宮城県仙台市青葉区 

埼玉県 ●大宮キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 埼玉県さいたま市大宮区 

千葉県 ●勝田台キャンパス（ＯＳＥアカデミー） 千葉県八千代市勝田台 

東京都 
●代々木キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 東京都渋谷区 

●フリースクール英明塾 東京都江戸川区 

愛知県 
●中京ドリーム高等学院 愛知県名古屋市千種区 

●名古屋キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 愛知県名古屋市中村区 

京都府 ●ライセンススクールコーポレーション 京都市下京区  

石川県 
●金沢キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 石川県金沢市 

●学びの森 七尾高等学院 石川県七尾市 

大阪府 ●大阪キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 大阪府大阪市北区 

兵庫県 ●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院 兵庫県姫路市 

広島県 ●広島キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 広島県広島市中区 

高知県 ●陽気塾 高知県高知市 

福岡県 ●福岡キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 福岡県福岡市博多区 

鹿児島県 ●スタディルーム高等部 鹿児島県鹿屋市 

沖縄県 

●那覇高等美容学校 高等部 沖縄県那覇市牧志 

●三愛高等学院 沖縄県那覇市牧志 

●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所） 沖縄県本島１１ヶ所 

●未来学習サポートセンター 沖縄県石垣市 
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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

5/6 エネルギーは不滅です 5/7 熱って何だろう 5/7 ５点アップ作戦(5)〈前置詞〉

5/20 エネルギーは変幻自在 5/21 エネルギーの利用 5/14 Ｅかんじ～！〈動詞と形容詞〉

 5/21 花よりホットドッグ〈比較級〉

5/28 マイ　ベスト〈最上級〉

毎週　水曜日　14:00～14:30 毎週　水曜日　14:30～15:00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

5/7 まとめ Try again! (3) ～Lesson 5, 6の復習～ 5/8 地殻変動 5/8 アルカリ金属

5/14 Lesson 7 Tetsuwan Atom, a Super Robot (1) 5/15 生まれ変わる岩石 5/15 ２族元素

5/21 Lesson 7 Tetsuwan Atom, a Super Robot (2) 5/22 山脈のでき方 5/22 アルミニウムと亜鉛

5/28 Lesson 7 Tetsuwan Atom, a Super Robot (3) 5/29 生命の誕生から上陸まで 5/29 鉄と銅

毎週　木曜日　14:00～14:20 毎週　木曜日　14:40～15:00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

5/9 ヨーロッパへようこそ(2) ～地域格差と多民族社会～ 5/9 自分らしく着こなそう ～衣生活の創造～ 5/9 動物の行動を探る(1)～遺伝子によって作られる行動～

5/16 アフリカへようこそ 5/16 “洗濯の達人”への道 ～衣服の手入れ～ 5/16 動物の行動を探る(2)～学習によって作られる行動～

5/23 中東へようこそ ～イスラーム世界～ 5/23 エコファッションが地球を救う ～衣生活と環境問題～ 5/23 生物の体内にある時計 ～時計はどこにある？～

5/30 オーストラリアへようこそ 5/30 風土と文化と様式 ～人と住まい～ 5/30 恒常性 ～体温がほぼ一定なわけ～

隔週　金曜日　15:00～15:30

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

5/9 開国 5/10 タンジェント（正接） 5/10 ディジタルで伝えよう

5/16 明治維新 5/17 サイン（正弦）とコサイン（余弦） 5/24 ディジタルが生み出す世界

5/23 自由民権運動 5/24 三角比の利用

5/30 大日本帝国憲法 5/31 三角比の相互関係

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
5/10 立体的にとらえよう(1) ～形作る～ 5/17 行書と草書 ～多様な書～
5/24 立体的にとらえよう(2) ～インスタレーション～ 5/31 隷書 ～書の歴史～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

5/10 新古今和歌集 5/6 みどりのゆび(1)（よしもと ばなな） 5/6 Lesson 8 A City in the Sky (5)

5/11 梁塵秘抄・閑吟集 5/7 みどりのゆび(2)（よしもと ばなな） 5/7 Lesson 8 Let's Try!「感動を表す表現」

5/17 近世俳句 5/13 みどりのゆび(3)（よしもと ばなな） 5/13 Lesson 9 A Young Katsubenshi(1)

5/18 その子二十「短歌」(1) 5/14 みどりのゆび(4)（よしもと ばなな） 5/14 Lesson 9 A Young Katsubenshi(2)

5/24 その子二十「短歌」(2) 5/20 食事 （高階 杞一）、こころ（萩原 朔太郎） 5/20 Lesson 9 A Young Katsubenshi(3)

5/25 夏嵐「俳句」(1) 5/21 日本海 （草野 心平） 5/21 Lesson 9 A Young Katsubenshi(4)

5/31 夏嵐「俳句」(2) 5/27 山月記 (1)（中島 敦） 5/27 Lesson 9 A Young Katsubenshi(5)

6/1 沖縄の手記から(1)（田宮虎彦） 5/28 山月記 (2)（中島 敦） 5/28 Lesson 9 Let's Try「夢を語る表現」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

5/8 運動の計画的な学び方 (2) 5/10 大鏡（1）～道隆と福足君(1)～ 5/12 Lesson 6 Talking about Our Town (2)

5/9 加齢と健康 5/11 大鏡（2）～道隆と福足君(2)～ 5/19 Lesson 6 Talking about Our Town (3)

5/15 高齢者のためのとりくみ 5/17 大鏡（3）～三舟の才～ 5/26 Lesson 6 Talking about Our Town (4)

5/16 保健制度と保健サービス 5/18 大鏡（4）～鶯宿梅～ 6/2 Lesson 7 Where Are You Now? (1)

5/22 医療制度と医療費 (1) 5/24 源氏物語（1）～光る君(1)～

5/23 医療制度と医療費 (2) 5/25 源氏物語（2）～光る君(2)～

5/29 医療機関と医療サービス (1) 5/31 源氏物語（3）～光る君(3)～

5/30 医療機関と医療サービス (2) 6/1 源氏物語（4）～夕顔(1)～

毎週　木曜日　14:20～14:40

地  学

地  理 生  物

毎週　火曜日　14:30～15:00

英  語  Ⅰ 化　学

毎週　火曜日　14:20～14:30隔週　月曜日　14:00～14:30

■　日曜日　23:40～0：00

■　月・火曜日　0：20～0：40（2夜連続放送）

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

隔週　火曜日　14:00～14:20

科学と人間生活 ベーシック英語理科総合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 

体育α・β・γ

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送）

英  語  Ⅱ

毎週　木曜日　15:00～15:30

美　術

※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。

オーラルコミュニケーションⅠ古  典 

毎週　金曜日　14:40～15:00

現   代   文

■　月・火曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

数  学  Ⅰ

国 語 総 合

書　道
隔週　金曜日　14:20～14:40 隔週　金曜日　14:20～14:40

情  報  Ａ
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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（１９日～２５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 水  16 木  

2 木  17 金 ６月Ｓ詳細発送 

3 金 憲法記念日 18 土  

4 土 みどりの日 19 日  

5 日 こどもの日 20 月  

6 月 振替休日 21 火  

7 火 ５月Ｓ：ＲＨ提出〆切 22 水  

8 水  23 木  

9 木  24 金 ６月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

10 金 ６月Ｓ申込〆切（消印） 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火 
ゆんたく発送・成績発送 

６月Ｓキャンセル返金可能〆切(17:30) 

14 火 
５月Ｓ返送書類必着・６月Ｓ申込〆切（必着）

５月Ｓキャンセル返金可能〆切(17:30) 
29 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 

15 水  30 木 ６月Ｓ返送書類必着 

   31 金  

編集後記 

 この春たくさんの新入生が八洲国際に
仲間入りしました！5 月から始まるスク
ーリングでは新しい出会いがありそうな
予感♪楽しみですね☆ 
わからないこと、悩み事などあればどん

なことでも担任の先生に相談しましょう。 
 

横浜分室 番場 晴美 
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