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88 月月≪≪八八洲洲夏夏祭祭≫≫ススククーーリリンンググをを開開催催ししままししたた♪♪  
 

 
 

平成２５年８月３１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 板谷 幸恵 

 

 

２ 

８月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

☆生徒さんのコメント☆ 

 みんなすぐに仲良くなれてアットホームな感じでよかった。このメンバーじゃなかったら修了式

あんなに泣いてなかったかもしれない。 

 最後のスクーリングでたくさん思い出がつくれてほんとによかった。スクーリングで学んだこと

を忘れずにいけるようにがんばっていきたいと思う。 

 みんなほんとうにやさしくて涙が出そうです。もう会えなくなると思うと鼻血がでそうです。最

高で最強で一生心に残るスクーリングでした。 

 勉強漬けの毎日で大変なんだろうなと気が重たかったけど、楽しいイベントや良い先生方、友達

と過ごした時間は本当に最高だった！ありがとうございました！！みんな離れていても八洲でつ

くった思い出はいつまでも輝いています☆ 

 今回は本当にめっちゃ楽しかった！！！卒業確定して良かったし、八洲に入って本当によかった

（＾＾）ｖ  又、遊びに来ますのでその時はよろしくです。 



事務部 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、「カミングアウト！実は私…」をこっそりお伝えしちゃいます♪ 

 

３ 

担任から皆さんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

「実は私・・・」っと語る程でもありませんが、私は母子家庭の一人っ
子です。 

皆さんと同じ高校生の時、一番悩んだのは「進路」と「学費」のことで
した。母親の支えが大きく、大学に進学して教員になることが出来まし
たが、「奨学金」の存在も大きかったです。 

社会人８年目になりますが、現在も奨学金を月３万円ずつ返済続けてい
ます。 

私のように「学費」で進学を悩んでいる方は、担任＆副担任＆奨学金担
当の事務部松本まで是非一度相談してみて下さい!! 

皆さん、こんにちは♪3・4番クラスの担任の佐藤愛利です(*^_^*)実は

3・4番クラスの副担任は岸本久律先生ですが、ご存じでしたか？ここで、

岸本先生から皆さんへ一言⇒「こんにちは皆さん。岸本久律です。私は

理科総合Ａ・科学と人間生活・化学Ⅰを担当している漫画が好きなへっ

ぽこライダー３２歳です。最近生まれて３ヵ月の子供が笑うようになり

ほっとしています。子育て奮闘中です。」 

3・4番クラスの皆さんを担任・副担任で支えていきたいと思いますので、

これからも宜しくお願いしますm(_ _)m 

実は私… 
雪国育ちなのに、スキー場へ人生で 1回しか行ったことがないのです!! 

毎年、雪が降る季節になると、『今年こそはスキー場へ!!』と考えるので

すが、なかなか足が進まず…。 

行きたいと思った時に、行きたい所へ行く行動力を常に持っていたいな

ぁと思う今日この頃です。 

実は私、高校生の頃は運動音痴でした。「体育大学に行きたい」というと
当時担任だった体育科の先生に「どうしても体育に進みたいなら大学は
受験料がもったいないから（どうせ落ちるに決まっているから）専門学
校を紹介してやる」と言われました。それでも、体育大学に入りたいと
強い意志を持っていた。その後、体育大学専門予備校へ通い、現役で憧
れの体育大学へ入学しました。そして、今は念願の体育教師です♪それ
以降、その高校の先生は「絶対に無理」という言葉を生徒にかけなくな
ったそうです。皆さんも、自分の夢や目標を、誰かの言葉であきらめな
いでください。自分があきらめず、その目標や夢に向かって１００％信
じて頑張ればきっと報われます。私も皆さんの夢や目標を全力で応援し
ますよ。何かあればいつでも相談してくださいね。 

実は私…この原稿を執筆している 8 月 12 日（月）から本格的に 

ダイエットを始めます！知らない人も多いかと思いますが、 

1 年半前に１５キロ程痩せたんです★ 

でも運動を辞めた途端すぐにリバウンド(-＿-) 

今回はそうならないようにがんばります！ 

スクーリングに参加するたびに変化している私に 

乞うご期待( ﾟ▽ﾟ)/ 

皆さん、応援よろしくね❤ 

 
 



教務部 横田 裕美 

 
 

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。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。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9/10（火）に発送します。必ずご確認ください！ 

【 申込受付期間 】 

事務部 松本 美代子 
 

八洲学園大学国際高等学校では、食物アレルギーの診断を受けた方に、学校食堂でのアレルギー対応

食を供食しております。 

短期集中スクーリング参加に関して、宿舎利用者、外泊・通学者のうち学校の食堂利用者で、食物ア

レルギーのある方は、「食物アレルギー対応食同意書」に医師の指示書（診断書）を添付して学校に提出

してください。食物アレルギー対応食の手配をいたします。 

 

※ 「食物アレルギー対応食同意書」様式は、スクーリング参加者への詳細書類一式とともに事前郵送

します。 

※ 食物アレルギー対応食または除去食の手配には日数がかかります。スクーリング返送書類提出期限

に余裕を持って提出してください。 

※ アレルギー対応食は、医師の指示書（診断書）に基づいた配材・調理をします。必ず、食物アレル

ギー対応食同意書に医師の指示書を添付して提出してください。 

※ ごく微量の摂取でも重篤な症状の出るアナフィラキシーショック既往歴のある方は、申し訳ありま

せんが食堂での食事の用意ができません。 

 

 

 

 

 

 申込期間 授業料納入期限 

第１期 9 月 10 日（火） ～  9月 30日（月）  当日必着 10月 15日（火） 

第２期 10月 1日（火） ～ 10月 31日（木）   消印有効 11月 15日（金） 

４ 

食物アレルギーへの対応について 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

 

 

◎ 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 



５ 

進路指導部 横田 裕美 

 

平成２６年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホーム

ページ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることは致

しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       今年９月に卒業する生徒さんと、来年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

      ●今年９月卒業の生徒さん⇒個人出願 

      ●来年３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

      学校一括出願の方は、９月２５日(水)１７時が本校必着〆切 となります。 

      ※ 願書確認等を行いますので、大学入試センターの定める申込締切(１０月１１日(金)消印有

効)より  本校提出締切を早めています。ご了承下さい。 

 

願書提出方法 ～来年卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～ 
 
出願の流れ 注意事項 

①� 願書を入手 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月２日(月)から

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 全員現住所を記入してください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです 

④出願  ２０１４年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願 です。 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

９月２５日（水）必着 です。 

期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

※ センター試験申込についてご不明な点がありましたら高校までご連絡下さい。 

(試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。) 

センター試験の申込方法 

文部科学省認可通信教育 

大学入試センターホームページ ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～17:00） 

【受験案内入手方法】 
①  大学入試センター試験を利用する全国の各大学窓口で入手する。(無料 ) 

（配付期間：平成 25 年 9 月 2 日（月）～平成 25 年 10 月 11 日（金））  

 

② 電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパック      

カタログで申し込み入手する。(有料) 

（受付期間：平成 25 年 8 月 1 日（木）～平成 25 年 10 月 4 日（金））  

 

 



進路指導部 横田 裕美 

【面接における質問事項例】 
卒業が迫っているみなさんは、将来の進路に関して考えるときです。 

就職・進学どちらにも面接試験はやってきます。事前に練習することが大切。 

一部の質問事項例をあげました。八洲人のみなさんファイト(*^_^*) 
 

① 志望動機 

② 貴校を選んだ理由 

③ 通信制高校へ入学・転校・編入した理由 

④ 長所・短所 

⑤ 自己ＰＲ 

⑥ 高校生活の中で努力したこと 

⑦ 今までで一番辛かったこと、それをどの様に克服したか。 

⑧ 最近のニュースで気になる出来事 

⑨ 最近読んだ本で印象に残っていること 

⑩ 将来の目標(目標を持った理由も言える様に) 

⑪ 本校の正式名称を正確に言えるようにすること 

 ※ 希望校の校風・校訓などもおさえましょう。 

⑫ 校長先生、担任の先生のお名前を教えてください。(ﾌﾙﾈｰﾑ) 

⑬ 夜間の授業になりますが、昼間はどの様に過ごしますか？ 

 (夜間希望の場合) 

⑭ 部活やサークルなどで活動したいか。(なぜその活動を選んだか) 

★面接内容は上記に示した内容ばかりではありません。 

進路希望校・会社の面接内容等を調べることも大切です。また、面接形式も調べるようにしましょう。 

 
【服装に関して】 

 
 スーツ(紺か黒)→体型に合ったもの または 八洲学園大学国際高等学校指定制服 

 男子：ワイシャツ(白)＋ネクタイ → 必ず上のボタンまでしっかりしめること 

女子：ブラウス(白) 

 革靴 

 髪型を整える(茶髪は厳禁です) 

 眉毛もしっかり戻しましょう 

 ピアス、ネックレス、ブレスレット等ははずしましょう 
 
※ 面接練習は少なくとも３回以上は実施して下さい。 

面接について 

面接は、その人の第一印象を知るための、大切な試験です。 

身だしなみ、挨拶、返事など全てにおいて面接官は評価しますので、 

どんな状況においても、自分の考えをしっかり答えられるようにしましょう。 

６ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 鈴木 啓之 
 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.39）「調査書・推薦書発行願」をコピーし、必要事項を記入します。 

② 受験する学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳（p.40）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します。 

③ 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

④ 専願の場合は、学習の手帳（p.32）「誓約書」をコピーし、記入します。 

⑤ 手数料相当分の切手を準備してください 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円 

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑥ 返信用封筒を準備し、上記必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。 

※返信用封筒の大きさ…２通までは定型最大の封筒（12cm×23.5cm）、それ以上はＢ５サイズが入るもの

(36cm×18.5cm)。封筒には宛名を明記し、切手を貼付けてください。申込書類の郵送には青色封筒もご利

用いただけます。 

《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話、ＦＡ

Ｘでのご依頼は一切お受けできませんので、ゆとりをもってお申し込みください。 

◎ 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒に

記載してお渡ししますので、提出先未定の場合は、発行できません。もしも提出先変更を希望される

場合は、必ず進路指導部または担任までお申し出ください。 
 
 
 
 

事務部 鈴木 啓之 

2013年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせい

たします。 

●発行時期 

証明書の種類 発行開始日 

単位修得証明書 2013年度前期で修得した科目は、10月 1日以降の発行 

卒業証明書 
2013 年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式(9 月 15 日)

終了後からの発行 
 
●手数料 

証明書発行の申込日 手数料 

卒業証書授与式（9月 15日）当日まで 

（郵送の場合 必着） 
在学生手数料（100円／1通） 

卒業証書授与式（9月 15日）翌日以降 卒業生手数料（200円／1通） 

 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 

７ 

証明書の発行時期について 
 

調査書・推薦書の発行時期について 

文部科学省認可通信教育 

～提出先～ 

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 

フリーコール 0120-917-840 

 



進路指導部 横田 裕美 

 

下記掲載校が指定校追加校です。出願希望の方は、７月号ゆんたく指定校一覧と下記追加校をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務部 横田 裕美 
 

リポート問題に一部訂正があります。下記科目をご登録されている方は、ご確認下さい。 

 

数学 B（科目コード：０４５５）ＮＯ.２ 

１．（４) n2642 ＋＋＋＋  ⇒訂正： n2842 ＋＋＋＋   

８ 

指定校追加校のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

所在地 短期大学 学部・学科

北海道 拓殖大学北海道短期
大学

経営経済科,保育科

【指定校推薦情報について】 

ゆんたく 7月号掲載の指定校一覧については、 

学校ウェブサイト「在校生はこちら」のページ 

より PDFファイルでご覧いただけます。 

http://study.jp/hs/yashima/student.html 

 

また、秋季オープンキャンパス等の情報について
は進路ブログでもご案内します。 

http://blog.goo.ne.jp/yashima2008/ 

所在地 専門学校等 学部・学科

東京都 東京工学院専門学校 コンサート・イベント科,音響芸術科,放送芸術科,
ミュージック科,演劇・声優科,ゲームクリエーター
科,CGクリエーター科,Webクリエーター科,マンガ
科,アニメーション科,グラフィックデザイン科,ス
ポーツビジネス科,幼児教育学科,こども学科,教
育専攻科,公務員科,建築学科,インテリアデザイ
ン科,情報システム科,情報学科,電気電子学科,
電気主任技術者専攻科,航空学科,法律情報科,
経営情報科

東京都 東京エアトラベル・ホテ
ル専門学校

エアライン科,エアポートサービス科,英語キャリア
科,ホテル科,ブライダル科,ビジネスマナー・秘書
科,ファッションビジネス科,観光旅行科,鉄道交通
科,研究科

東京都 東京法律専門学校 法律学科,法律ビジネス学科,法律社会学科,行
政学科

東京都 東京法律専門学校杉並
校

法律学科,法律ビジネス学科,法律社会学科,行
政学科

東京都 東京IT会計専門学校 高度会計学科,会計士学科,税理士学科,情報処
理学科,ITビジネス学科,情報メディア学科

東京都 東京IT会計専門学校杉
並校

会計士学科,税理士学科,情報処理学科,ITビジネ
ス学科

埼玉県 東京IT会計法律専門学
校大宮校

法律学科,法律ビジネス学科,法律社会学科,行
政学科,会計士学科,税理士学科,情報処理学
科,ITビジネス学科

神奈川県 東京IT会計法律専門学
校横浜校

法律学科,法律ビジネス学科,法律社会学科,行
政学科,会計士学科,税理士学科,情報処理学
科,ITビジネス学科

千葉県 東京IT法律専門学校千
葉校

法律学科,法律ビジネス学科,法律社会学科,行
政学科,会計士学科,税理士学科,ITビジネス学科

東京都 専門学校日本スクール
オブビジネス

スポーツ学科,医療福祉ビジネス学科,ホテル・ト
ラベルビジネス学科,ホテル・ブライダル学科,
ショップマネジメント学科,ITビジネス総合学科

東京都 専門学校日本スクール
オブビジネス２１

スポーツ学科,医療福祉ビジネス学科,ホテル・ト
ラベルビジネス学科,ホテル・ブライダル学科,
ショップマネジメント学科,ITビジネス総合学科

東京都 日本動物専門学校 動物管理学科

東京都 専門学校日本動物２１ 動物管理学科

東京都 ハリウッドビューティ専門
学校

美容科,トータルビューティ科

所在地 専門学校等 学部・学科

大阪府 大阪外語専門学校 キャビンアテンダント・エアライン科(2年制),総合
英語科(2年制),国際留学科(1年制),国際観光・ホ
テル・ブライダル科(2年制),英語通訳・翻訳科(2
年制),アジア言語ビジネス科(2年制),エアライン・
ホテル・英語就職専科(1年制)

福岡県 国際エステティック専門
学校

エステティック学科,福祉皮膚美容学科

長崎県 こころ医療福祉専門学
校

柔道整復科,健康鍼灸科

沖縄県 日本スポーツ健康福祉
専門学校

スポーツ科学体育学科,スポーツ整体・メディカル
トレーナー学科,セーフティガード公務員学科,救
急救命士学科

沖縄県 ホリスティックビュー
ティー・ブライダルカレッ
ジ

トータルビューティ―ブライダル学科

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 キャリアカレッジ科(４年制),総合ライセンス科(３
年制),情報システム科(３年制),情報経理科(２年
制),総合ビジネス科(２年制),情報処理科(２年制),
医療福祉保育科(２年制),英語観光科(２年制),情
報ビジネス科(１年制)

沖縄県 専門学校ITカレッジ沖縄 ITスペシャリスト科,クリエイター科

所在地 大学 学部・学科

神奈川県 八洲学園大学 【生涯学習学部】

東京都 インターナショナル・
パシフィック大学

【国際総合学部】観光学科,ビジネスコミュニケー
ション学科,国際環境学科,国際スポーツ学科,多文
化コミュニケーション英語学科,国際総合学科

愛知県 愛知文教大学 【人文学部】人文学科

愛知県 名古屋文理大学 【情報メディア学部】情報メディア学科

長崎県 長崎外国語大学 【外国語学部】現代英語学科,国際コミュニケーショ
ン学科

長崎県 長崎ウエストレヤン大
学

【現代社会学部】経済政策学科,社会福祉学科,外
国語学科

リポートの訂正について 



校長 岩井 貴生 

 

この度、『どんな時代でも生き抜く自己確立の方法』（東

宣出版）という本を出版しました。 

この本では、「何があってもくじけない自己」、「問題解

決できる自己」、「コミュニケーション力に長けた自己」、

「他人に優しい自己」の４点に絞って、自己確立の方法を

紹介します。 

自分の弱い＜こころ＞を改善し、強い＜こころ＞を養う

ためのヒントがたくさん書かれています。また、世代や職

種を問わず、どなたでも簡単に読み進めることができ、共

感してもらえる内容にしました。 

「今の自分に自信がない」「ネガティブな自分が嫌い」

「目標もなく何をしたらいいかわからない」といった悩みを

抱えている方、前向きでポジティブな人生にしたい方、ぜ

ひ一読ください。 

ご興味のある方は、アマゾンなどのインターネットブック

ストア、お近くの書店などでお求めいただくことができます。

（前著『子育てに悩む親へ』（リベルタス・クレオ）も、お求

めいただけます。） 

 

事務部 番場 晴美 

 

９ 

９月通学スクーリング 

 

校長新刊著書の紹介 

文部科学省認可通信教育 

・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♪ 
 

９月通学スクーリング ９月８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（「名護市役所前」バス停から徒歩 5分程）、『伊江島フェリー乗り場

近くバス停』は AM9:30≪時間厳守≫ 

・時間割は変更（追加）される場合があります。 

※昼食のバス送迎は出ません。 

※送迎バス利用者は 3限～8限までの参加となります。 

9/8(日) 時間 ３年次(γ)

昼食 11：40～12：30

休憩 20分間

夕食 17：40～18：50

3・４限 10：10～11：40 生物Ⅰ OCⅠ

1・２限   8：30～10：00 英語Ⅰ 生物Ⅰ 化学Ⅰ生物基礎

5・６限 12：40～14：10 地学Ⅰ

7・８限 14：20～15：50 理総Ａ
科学と
人間生活

美術Ⅰ

学習会

11・１２限19：00～20：30 日本史B書道Ⅰ 学習会

英語Ⅱ

13・１４限20：40～22：10 学習会 地理B

9・１０限 16：10～17：40 書道Ⅰ 地学Ⅰ英語Ⅱ

国語総合 生物基礎

英語Ⅰ 現代文

２年次(β)１年次(α)



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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

７月より福岡市博多区浦田に、学習提携校『飛鳥錬成館高等学院（博多キャンパス）』が

誕生しました。福岡空港の近くですので、市内だけでなく、近隣の方も通学可能です。 

  

博多キャンパスの特徴としては、

小・中学生対象の学習塾も併設され

ているので、基礎学力からの学力補

助指導が可能です。また、週２・３・

４回コースがあり、自分のペースで

通う事ができます。 

 

 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。） 

【住所：福岡市博多区浦田 1-19-9】 
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『飛鳥錬成館高等学院（博多キャンパス）』のご紹介 

「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 

●飛鳥錬成館高等学院 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

9/9 健康に役立つ化学 9/10 自然の中で生活する人間 9/3 行ったことある？ 〈現在完了形 (1)〉

9/23 光合成と地球環境 9/24 これからの科学と人間生活 9/10 ５点アップ作戦(7) 〈現在完了形 (2)〉

 9/17 楽器が欲しい 〈関係代名詞 (1)〉

9/24 ○○な人 〈関係代名詞 (2)〉
10/1 （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

9/3 Lesson 10 Life on Mars (1) erとmore ～比較級～ 9/4 冬から春の天気 9/4 油脂とセッケン 

9/10 Lesson 10 Life on Mars (2) estとmost ～最上級～ 9/11 春から初夏の天気 9/11 芳香族炭化水素

9/17 Lesson 10 Life on Mars (3) 比較級・最上級あれこれ 9/18 梅雨から夏の天気 9/18 フェノール類 

9/24 まとめ Try again! (5) ～Lesson 9, 10の復習～ 9/25 夏から秋の天気 9/25 アニリンと染料

10/1 （休止） 10/2 （休止） 10/2 （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

9/5 温暖化する地球の旅 9/5 生活に必要なお金のこと ～自立のための経済学～ 9/5 光をめぐる競争 ～植物たちの戦略～

9/12 人口・食料問題をめぐる旅 9/12 カード社会を知る ～いろいろな支払い方法～ 9/12 植物の反応と植物ホルモン ～植物も感じて反応してる
～9/19 福祉を旅する ～高齢化・少子化～ 9/19 夢をかなえる人生プラン ～人生設計と経済設計～ 9/19 季節が導く開花 ～花咲かじいさんの夢～

9/26 国境を越える人々 ～移民と難民～ 9/26 温故知新 ～生活文化の伝承と創造～ 9/26 移ろいゆく自然 ～環境をつくり変えるのは植物～

10/3 （休止） 10/3 （休止） 10/3 （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

9/5 昭和恐慌から二・二六事件へ 9/6 命題と証明 9/13 メディアを学ぼう(2)

9/12 戦争の時代 9/13 度数分布表と代表値 9/27 情報で生活を豊かにするには？

9/19 敗戦と占領・戦後改革 9/20 散らばりぐあいを表す値

9/26 講和から高度経済成長の時代へ 9/27 分散と標準偏差

10/3 （休止） 10/4 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/13 私が作った展覧会(1) ～企画準備～ 9/6 仮名の創作 ～和歌に挑戦～

9/27 私が作った展覧会(2) ～完成！～ 9/20 鑑賞スペシャル ～書の文化に触れよう～
10/4 （休止）

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

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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放送休止（9月2日～10月6日） 
 

この間は、NHKの25年度ラジオ講座（放送時間帯19:30～20:30）をご利用いただくか 

NHKホームページで配信するオンデマンド放送（再放送）をご利用下さい。 

放送休止（9月2日～10月6日） 
 

この間は、NHKの25年度ラジオ講座（放送時間帯19:30～20:30）をご利用いただくか 

NHKホームページで配信するオンデマンド放送（再放送）をご利用下さい。 



 

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（７日～１６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 日  16 祝 敬老の日 

2 月 ９月 Sキャンセル返金可能〆切（１７：３０） 17 火 成績発送 

3 火  18 水  

4 水  19 木  

5 木  20 金  

6 金  21 土  

7 土 ●９月スクーリング ： ９泊● 22 日  

8 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 23 祝 秋分の日 

9 月 ●７泊コース● 24 火  

10 火 科目追加登録のお知らせ発送 25 水  

11 水  26 木  

12 木  27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日 ２５年度前期卒業証書授与式 30 月 ゆんたく発送 

      

編集後記 
今年の夏は全国的に猛暑でしたね。日本

で 40 度超えなど昔は考えられないこと
でした。体温より暑くなるとこんなにも息
苦しいかと横浜でも連日実感させられま
した。残暑も厳しくなりそうです。皆さん
ご自愛ください。さて 25 年度前期も残り
ひと月となりました。後期の科目追加登録
を希望の生徒さんは期日までに申込用紙
を忘れずに提出しましょう。 

横浜分室 番場 晴美 
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