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５月『摩訶不思議体験・手品』、 

６月『ＯＫＩＮＡＷＡ料理』スクーリングを開催しました！ 
 

平成２５年６月２５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。 



事務部 番場 晴美 

今年度最初のスクーリングは梅雨真っ只中でした～。 

 

 

 

 

 

 

     ☆生徒さんのコメント☆ 

 いろいろ話して、ともだちができて楽しかった。 

 ２回目です、勉強がキライな私でしたが先生方にサポートしてもらい前向きになれました、一歩前進した私ですガン

バリマス。 

 海が見れた時はとてもきれいだと思った。イエジマの山の形が夕日と重なり幻想的で美しかった。新鮮な体験だった。 

 はじめてのスクーリングで緊張していたけど友達ができたり同じ部屋の人達、先生もとても優しくて楽しかったです。 

 すごく楽しかったです。次に学校に来るときは、もっといっぱいの人と話して友達になりたいです。 

  

５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 

飛んだ～！ 
ふしぎ！！ 

←靴が浮きあ
がって見え･・・ 
ふしぎ！！ 

比嘉先生デビュー！ マシュマロ焼いてま～す♪ 

浮んだ～！ 
ふしぎ！！ 



事務部 板谷 幸恵 

今年度２回目のスクーリングは 

 

 

 

 

 

      ☆生徒さんのコメント☆ 

 沖縄の土地、人の良さに感激♡ みんなや先生としばらくお別れはさみしいけど、また来年お世話になります。 

 最初は緊張したけど徐々に慣れた！いろんな友達や先生と話せたのが思い出♪ 

 今回で卒業確定できて良かったです。本当はもうちょっとスクーリングしたいけど、、、 

八洲に来られて本当に良かった。卒業できたことを誇りに思います。 

 授業忙しくて大変でした。でも楽しかったです！！一週間ありがとうございました。 

 とにかくみんな仲良くて、めっちゃ楽しかった★ 

６月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

３ 

６月Ｓで仲良く
なりました☺ 

自分で作ったゴーヤーチャン

プルーはサイコー！！ ★★★パパパンンン作作作りりり★★★   

上上上手手手ににに焼焼焼けけけままましししたたた♪♪♪   

コンビニでお買い物♪ 

青空ウォーキング！ 

休休休みみみ時時時間間間～～～☆☆☆   

男男男料料料理理理！！！！！！   
将将将来来来はははイイイクククメメメンンン目目目指指指しししままますすす   

黒黒黒糖糖糖プププリリリンンンははは簡簡簡単単単ににに作作作れれれたたたよよよ！！！   

アアアセセセロロローーーラララドドドリリリンンンクククででで   
気気気分分分をををリリリフフフレレレッッッシシシュュュ！！！   



 

 

事務部 板谷 幸恵 

各担任から皆さんへ、「自宅学習の進め方」についてお教えします！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

自宅学習課題のリポートが進まない原因に「わからない(難しい)から

進まない」という生徒さんもいると思います。その時には「質問票」

を活用して下さい!! 担当の先生から直接問題を解くコツやヒント

をもらえます。 また、意外と活用されていないのが「ＱＲコード」!! 

各リポートの表紙にＱＲコードが付いていますが、携帯・スマート

フォンで読み取ると「ヒント集」が出てきます♪ 

４ 

皆さん、こんにちは。自宅学習は順調ですか？新しい教材が届いて

何から始めていいか分からない生徒さんもいると思いますが、保健

体育や書道、得意科目から進めてみて下さい。また、リポート表紙

の QR コードを読み取るとヒントを見ることができますので活用し

てみて下さいね。分からない点は、質問表やメールを使って科目担

当の先生に直接聞くこともできますので、いつでもご連絡下さい♪

皆さんのこと応援しています(*^_^*) 

 

まずはリポートの表紙をめくってみましょう!! 

中身をみて、「出来そう」「簡単そう」「やってみようかな」そう感じ

るリポートを探してみる事をお勧めします。最初から難しそうなも

のを進めると、気持ちがダウン。“やる気”っていうのも大切だから、

自分のインスピレーションを感じ取って進めてみましょう。リポー

ト表紙についているＱＲコードもリポートのお助けアイテムです

(*^_^*) 

自宅学習に対して、苦手意識があってなかなか進まない方は、まずは保

健体育のリポートから取り組んでみてください。教科書の該当ページを

開いたらきっと安心感を持って勉強できるはず。その後、徐々に他の科

目も進めてみましょう。理科や数学、英語など、教科書を見るだけでは

理解できない問題はＮＨＫ高校講座で視聴学習するのもオススメです！

それでも、わからなくて嫌になってしまいそうな時は連絡してください。

皆さんに合ったアドバイスをさせていただきます。皆さんとスクーリン

グでお会いできることを心から楽しみにしています。 

新年度が始まって早２ヶ月。教材がすでに届いている方も多いかと

思いますが、自宅学習進んでいますか？まずはできそうな科目から

進める、いつまでに終わらせるか決める。そうやって計画的に進め

ることはかどるはず♪分からない問題が 

あれば即電話、メール！皆さんからの連絡 

いつでも待っています((⊂(^ω^)⊃)) 

 

 



                                      教頭 中村 成希 

 
 

 

 

 

 

 

● 日時：７月２７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：政岡 清和（淀川食品株式会社沖縄支店長：日本料理専門調理師） 

     辻本 宏子（沖縄支店管理部課長：管理栄養士、健康運動指導士、調理師） 

     稲福 和江（沖縄支店調理指導主任：給食用特殊料理専門調理師） 

事務部 番場 晴美 

 

 

  

 

 

 

● 比嘉彩香（国語）● 

出身地：沖縄県名護市（生まれてからずっと名護に住んでいます。） 

趣味：ショッピング、テレビ、ドライブ 

マイブーム：ボウリング、岩盤浴 

みなさん、初めまして！ 

５月から１、２番クラスの副担任と国語総合を担当させて頂くことになりました。 

基本的に、沖縄の方言で言うところの、「なんくるないさー（何とかなるさ）」精神でマイペースに生き

ていますが、みなさんと一緒に少しずつ成長していきたいです。 

大学を卒業してすぐに八洲に来たため、日々勉強の毎日ですが、精一杯みなさんのサポートができるよ

うに頑張っていきたいと思っています。宜しくお願いします。 

一日も早く皆さんのことを覚えていきたいので、これからたくさんお話を聞かせて下さい。 

スクーリングでみなさんに会えることを楽しみしています★ 

５ 

新任職員紹介 

７月講演会＆勉強会「『食物アレルギー』の正しい知識（仮題）」

（仮）」       」 

文部科学省認可通信教育 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

「食物アレルギー」の子ども達が多く、学校給食におけるアレルギーへの対応・対

策が急がれている。今回は、「基礎知識」「事故事例」「企業リスク」等の勉強をし

ましょう。 

 



                                      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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

６ 

７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♪ 
 

７月通学スクーリング ７月２日[火] 

・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） 

※バスに乗車する生徒さんは、接続する高速バス時刻の都合上、 

３～８限までしか出席できません。  

・昼食はなるべく持参するようお願い致します。 

（コンビニ送迎のバスはありません。） 

・時間割は変更（追加）される場合があります。 

「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 

７月 時間 １年次(α) ３年次(γ)

昼食 11：40～12：30

休憩 20分間

1・２限   8：30～10：00 国総 生物Ⅰ 化学Ⅰ

10：10～11：40 化学Ⅰ

5限 12：40～13：25 数学Ⅰ
OCⅠ

3・４限

7・８限 14：20～15：50 英語Ⅰ 美術Ⅰ英語Ⅱ

9・１０限 16：10～17：40 地学Ⅰ

夕食 17：40～18：50

学習会 英語Ⅱ

11・１２限 19：00～20：30 古典

13・１４限 20：40～22：10 化学Ⅰ

コミュニ
英語基礎

コミュニ
英語基礎

学習会

学習会

２年次(β)

生物基礎

英語Ⅰ 現代文

６限 13：25～14：10 学習会

数学Ⅰ

学習会

 
【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 

 



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

7/1 正しく理解し、正しく使おう放射線 7/2 太陽からのめぐみ 7/2 ﾍﾞｰE ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場(1) 〈when〉

7/15 （休止） 7/16 （休止） 7/9 ﾍﾞｰE ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場(2) 〈if〉

 7/16 （休止）

7/23 （休止）

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

7/2 Lesson 9 Grandma Moses(1) 受けて立つ by ～受け身(1)～ 7/3 太陽放射と熱収支 7/3 アルコールとエーテル

7/9 Lesson 9 Grandma Moses(2) by にバイバイ  ～受け身(2)～ 7/10 大気の大循環 7/10 アルデヒドとケトン 

7/16 （休止） 7/17 （休止） 7/17 （休止）

7/23 （休止） 7/24 （休止） 7/24 （休止）

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

7/4 ロシア・中央アジアへようこそ 7/4 めざせ！賢い消費者 ～消費者情報～ 7/4 ホルモンと自律神経(2) ～血糖値は上手に調節されている
～7/11 エネルギーをめぐる旅 ～石油・代替エネルギー～ 7/11 悪質商法を見破れるか!? ～消費者の権利と責任～ 7/11 植物をとりまく環境 ～動かない生き物の挑戦～

7/18 （休止） 7/18 （休止） 7/18 （休止）

7/25 （休止） 7/25 （休止） 7/25 （休止）

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

7/4 日露戦争 7/5 鈍角の三角比と計量 7/5 近未来のロボット

7/11 第一次世界大戦 7/12 集合 7/19 （休止）

7/18 （休止） 7/19 （休止）

7/25 （休止） 7/26 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/5 鑑賞スペシャル ～先生はキュレーター～ 7/12 仮名の書 (2) ～和の表現～

7/19 （休止） 7/26 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/5 政治 7/1 折々のうた(3)（大岡 信） 7/1 Lesson 11 The Power of Music (1)

7/6 爆弾のような問い(1)（鷲田清一） 7/2 折々のうた(4)（大岡 信） 7/2 Lesson 11 The Power of Music (2)

7/12 爆弾のような問い(2)（鷲田清一） 7/8 ユーモアと笑い(1)（阿刀田 高） 7/8 Lesson 11 The Power of Music (3)

7/13 爆弾のような問い(3)（鷲田清一） 7/9 ユーモアと笑い(2)（阿刀田 高） 7/9 Lesson 11 The Power of Music (4)

7/19 自己基準と他者基準(1)（鈴木孝夫） 7/15 メディアに軽重はあるか(1)（杉本 卓） 7/15 Lesson 11 The Power of Music (5)

7/20 自己基準と他者基準(2)（鈴木孝夫） 7/16 メディアに軽重はあるか(2)（杉本 卓） 7/16 Lesson 11 Let's Try!「願望を言う表現」

7/26 自己基準と他者基準(3)（鈴木孝夫） 7/22 夏の花(1)（原 民喜） 7/22 Communication 3 「好きな日本料理」

7/27 意見文(1) 7/23 夏の花(2)（原 民喜） 7/23 Communication 4 「別れの言葉」

8/2 意見文(2) 7/29 夏の花(3)（原 民喜） 7/29 表現を豊かにする英文法 (1)

8/3 伊勢物語・芥川(1) 7/30 夏の花(4)（原 民喜） 7/30 表現を豊かにする英文法 (2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/3 環境衛生活動のしくみと働き 7/5 蜻蛉日記（1）～坏の水(1)～ 7/7 Lesson 8 My Way (1) 

7/4 食品衛生活動のしくみと働き 7/6 蜻蛉日記（2）～坏の水(2)～ 7/14 Lesson 8 My Way (2) 

7/10 食品と環境の保健 (1) 7/12 紫式部日記（1）～日本紀の御局（1）～ 7/21 Lesson 8 My Way (3) 

7/11 食品と環境の保健 (2) 7/13 紫式部日記（2）～日本紀の御局（2）～ 7/28 Lesson 8 My Way (4) 

7/17 体力トレーニングの目的 7/19 無名抄（1）～深草の里（1）～ 8/4 Finish-up Equal Roles (1)

7/18 トレーニングプログラム 7/20 無名抄（2）～深草の里（2）～ 

7/24 目的別トレーニング法 (1) 7/26 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（1）～

7/25 目的別トレーニング法 (2) 7/27 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（2）～

7/31 運動によるけが・病気の予防 8/2 三国志演義（3）～諸葛孔明の知略(1)～

8/1 有酸素運動を実践してみよう 8/3 三国志演義（4）～諸葛孔明の知略(2)～

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

■　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

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

７ 



 

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（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 月 ●７月スクーリング：９泊コース● 16 火  

2 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 水  

3 水 ●７泊コース● 18 木  

4 木  19 金  

5 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月 
８月スクーリング：RH提出〆切 

成績発送 

8 月  23 火  

9 火  24 水  

10 水 ８月スクーリング申込〆切（必着） 25 木  

11 木  26 金 
８月スクーリング返送書類必着 

８月スクーリングキャンセル返金可能〆切（17:30） 

12 金 ８月スクーリング詳細発送 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ゆんたく発送 

15 月 海の日 30 火  

   31 水  

編集後記 

 今期初めてのスクーリングの模様をお

届けしました。皆さん楽しそうですね♪ 

来月は「沖縄マリンスポーツ」の様子をご

紹介します。お楽しみに♪「ゆんたく」で

は皆さんのご意見・ご希望・ご感想をお待

ちしております。 

   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 


