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☆平成２５年度前期卒業式が挙行されました☆  
 

 
 

平成２５年９月３０日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

八洲学園大学国際高等学校情報誌 

「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 

９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☆ 
 同級生も多くてすぐ友達もできてたのしかった。先輩もみんないい人ばかりで、たのしかったし、卒業式も感動

しました。やさしい先生たちでとでもよかった。ありがとうございました！！ 

 今回参加したのは２日目なので緊張はしていませんでした。あと、ずっと会いたかった八洲人とも会えてめっち

ゃうれしかったです。今回たくさんの人と友達になれて最高のスクーリングでした。でも風邪をひいたのは残念

でした（笑）一生忘れない！！先生も友達も大好き? 

 やっとの卒業です！高校受験にしっぱいして、どーなるかと思ったけどやしまのおかげでとっても成長できたし、

友達もできて、ふつうの高校生ではできない体験いっぱいできて、大変だったけれど、本当によかった。先生方、

本当にありがとうございました。また成長して会いに来ます。 

 卒業式を向えて、ようやく卒業した実感がわきました。今日までとても不安だったけれど先生（担任）を始め、

みんながいつでも優しく接してくれて本当に充実した日々を過ごせました。一生懸命やることの大切さやガチで

何かに取り組むことが本当にステキなことに気づけたと思います。八洲大好き。ありがとうございました。 

 最初の頃は、こんなにたくさんの友達ができると思いませんでした。授業も長くて勉強もそんなにしたくは無か

ったので少し苦痛でした。でも、今になれば何でもっと早くみんなと仲良くしてなかったのか、という後悔があ

ります。９泊１０日とっても楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました！ 



事務部 板谷 幸恵 

 

 

３ 

平成２５年度前期卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 



 

 

事務部 板谷 幸恵 

卒業式での校長式辞をご紹介します。 

八洲学園大学国際高等学校  

校長 岩井 貴生 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。今、こうして本学の教育課程を全て終了した卒業生

の一人ひとりの顔を拝見しますと、自信と達成感が漲
みなぎ

っているように感じられます。入学してはじめての

スクーリングに参加した時の不安そうで自信のない顔つきに比べると、まるで別人のようです。これもひと

えに、みなさんが努力を積み重ねた結果の賜物
た ま も の

であり、その努力には深く敬意を表します。 

ところで、人は「変化」を嫌います。頭では「今のままではいけない」とわかっていながらも、いざ行動し

ようとしてもなかなか重い腰を上げることはできません。なぜなら「変わる」ために必要なお金、時間、人

間関係などを心配しはじめると、「変わろう」とする気持ちが消沈するからです。 

皆さんのなかには本学に入学する前に、このように考えた人もいるかもしれません。しかし皆さんは、

そんな不安を振り切って、勇気を以
も っ

て本学に入学してきてくれました。そして皆さんの努力によって「卒

業」という今日の日を迎えることができました。 

皆さんはどんなに「変わること」が大変でも、努力によって得られる「高校卒業」という明確な目標と高

校卒業後の新たな人生に対する強い意志をしっかりと持っていたからこそ、大変な勉強やスクーリングを

乗り越えられたのだと思います。 

皆さんは「やればできる」ということを、この八洲学園大学国際高等学校でそして自分自身に証明する

ことができました。今この瞬間の達成感と安堵
あ ん ど

感が「成功」という名の体験です。本学を卒業し、これから

各自の人生を歩んで行く中で、本学で経験したような成功体験をたくさん積んでいってほしいと思いま

す。 

高い目標設定は、それだけ長い努力が必要です。成功は目の前にはありません。成功は努力し尽くし

た後に振り返ってはじめて実感することができるものです。ですから努力の途中でどんなに探しても成功

を手にすることはできません。 

このことについて誰よりもよくわかっているのは、皆さんたちです。本学に入学して一枚一枚レポートを

終わらせ、スクーリングに来て授業を受けて、試験に合格するといった一つ一つの努力の過程では、高

校卒業に向かって確実に進んでいるという自覚はあまり持てないときもあったでしょう。しかし、すべての

努力をやり終えた卒業式の今日、はじめて皆さんは高校卒業という成功を実感することができたのです。 

これから各自の人生で挫折
ざ せ つ

しそうになったら、卒業した今日という日を思い出してください。そうすれ

ば、きっと努力し続ける勇気とチャレンジ精神を思い出すことができるはずです。卒業生は本学の宝で

す。ぜひ、これから今まで以上に成功を積み上げて立派な社会人になって、また皆さんの素晴らしい笑

顔を見せに学校に戻ってきて下さい。皆さんの末永い健康と今後の更なる成功を願うと同時に、皆さん

の新しい門出を祝して校長式辞といたします。 

 

 

４ 

平成２５年度前期卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 



 

 

◆ 岩井貴生(校長) 卒業おめでとうございます。「やればできる」という本校での成功体験を自信にして、こ
れから各自の人生を一生懸命生きて下さい。皆さんの今後の活躍を期待しています。いつでも学
校に遊びに来て下さい。卒業生は学校の宝です。 

◆ 中村成希(教頭) ご卒業おめでとう。 

◆ 玉城健一(1･2 番クラス) 高校卒業おめでとうございます!! これからも自分らしく、前進して下さい!! 

◆ 佐藤愛利(3･4 番クラス) 皆さん、ご卒業おめでとうございます。やしまで頑張れたこと、出会えた仲間、
自分の命を大切にこれからの道を歩んで下さい。いつまでも応援しています。 

◆ 島袋友美(5･6 番クラス) 卒業おめでとうございます。八洲で培ったことを糧に、これからの人生大きく
はばたいて下さい。素敵な思い出ありがとう♪ 

◆ 平安山智子(7･8 番クラス) 卒業おめでとうございます！ みんなと出会えて、最高にステキな時間を過
ごせました。今後のご活躍を期待しています！ 

◆ 横田裕美(9･0 番クラス) ((*^-^))卒業((^-^*)) 出逢えてよかった！ たくさんの Happy をありがとう✿ 

◆ 島袋瑠美 ご卒業おめでとうございます！ 皆さんのこれからの未来を応援しています。 

◆ 比嘉彩香 卒業おめでとう。自分の好きな道を突き進んで、素敵な人生を送って下さい！ 新たなる旅立
ちに幸あれ❤ 

◆ 岸本久律 卒業おめでとう。みなさんの卒業を待っていました。これからの新しい生活を楽しんで下さい。
これから先も応援しています。 

◆ 赤塚修平 卒業おめでとうございます！ 自分の良い所、どんどん伸ばして下さいね。 

◆ 天野葉月 卒業おめでとうございます！ たくさんの希望と、八洲での思い出を胸に、これからも前を見
て進んでいって下さい。みなさんの将来が輝かしいものであると信じています。 

◆ 原田みき子 ご卒業おめでとうございます。いよいよスタートラインに立ちました。人生はマラソンです。
自分のペースを守って完走して下さい。 

◆ 玉城優香 卒業おめでとうございます。これからも夢へ向かって一歩ずつ前進してくださいね。応援して
います。 

◆ 島袋正良 卒業おめでとう。また新しい出発があると思います。これからもがんばってください。 

◆ 長﨑佑 卒業おめでとう!! 1/70 兆個の確率でこの世に生を受けたあなた。それだけでも素晴らしい事で
す。自分を信じおおいに羽ばたいてください。いつも応援しています。 

◆ 与古田初子 祝・卒業!! 喜びを自信にかえ、次なるチャレンジへ、ほんとうにおめでとう。輝いているあ
なたに乾杯！ 

◆ 鈴木啓之 未来は遠い先にあるのではなく、すぐそこに萌芽があります。あなたの未来を実現するため、
伏線を張りましょう！ 布石を打ちましょう！ いろんなタネをまいときましょう！ 

◆ 松本美代子 卒業おめでとうございます。八洲でのたくさんの思い出を大切に、未来に幸多かれ。 

◆ 平良亮 卒業おめでとう!! たくさん食べて、たくさん寝て、体力つけよう。人生これから。 

◆ 親川瞳 卒業生のみなさん♪ご卒業おめでとうございます☆ 楽しい時はおもいっきり楽しんで、苦しい
時は自分が成長する為の試練だと思って乗り越える!! みなさんの未来は輝いています☆ 

◆ 玉城郁江 卒業生の皆さんへ。 
卒業おめでとうございます。自分の力で卒業できたこと、本当にすごい事だと思います。自分を
信じて今後の人生を選択して下さいね。幸多い人生であることを願っております。 

◆ 具志堅慎一 NEVER GIVE UP 人生の大地に根を張り大きくなれ！ アバヨ！ 

◆ 早川知里 Congratulations on your Graduation!! Yashimanchu, Be Ambitious!! 

◆ 板谷幸恵 人との出会いを大切に、いろいろなことにチャレンジしていって下さい！ ご卒業おめでとう
ございます❀ 

◆ 番場晴美 今までの努力を自信にこれからも自分らしい素敵な人生を歩まれますよう願っています。 

文部科学省認可通信教育 

総合推進部 島袋 友美 

５ 

教職員から卒業生へのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 板谷 幸恵 

各担任から皆さんへ、「読書の秋！おすすめの本・映画」を紹介します♪ 

 

８ 

担任から皆さんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

読書の秋!! 私が今年挑戦したいのは、「電子書籍」を読むことです!! 

前から気になっていましたが、なかなか手を出せずにいました。 

「読む」ということにおいては一緒!! 時代の流れについていくよう

に一度挑戦してみます!! 

皆さん、こんにちは♪読書の秋ということで、皆さんにおすすめの 

1 冊はアーノルド・ローベル作の「ふたりはともだち」という本です。 

小学生の時の国語の教科書にのっていた「おてがみ」という作品が 

印象的で、大人になって読み返してもとても感動的で心温まるお話 

です(*^_^*)2 匹のカエルの友情を描いており、原作の英語もとても 

読みやすいのでぜひぜひ気になった方は読んでみて下さいね♪ 

人を思いやる気持ちについて改めて考えさせられる素敵な作品です☆☆

☆ 

私は実話や詩が好き(*^_^*)ふらっと図書館に立ち寄ることも♪ 

本を読んだとき、自分が共感できる内容が書いてあると心に響くも

のが(*^_^*) 

いろんな本を読んでほしい、いろんな本屋さんに行ってほしい、い

ろんな図書館へ足を運んでほしい…本の持つエネルギーはとっても

大きいから!! 

ぜひ、自分にとって最高の１冊を見つけてくださいね★ 

私のおすすめ図書は「ともだちほしいな おおかみくん」です。 

昔、姉からプレゼントしてもらった本ですが、今はわが子への読み

聞かせで使わせてもらっています。人を見た眼で判断してはいけな

いよ、ということを教えてくれる一冊です。 

読み聞かせの後半、私は感動していつも泣いてしまいます。 

よかったら是非見てみてください！ 

実は私、読書や映画鑑賞があまり得意ではありません。長時間じっとし

ていることが苦手なんです(‘ε`汗)そんな私でも、今夢中 

になって観ているドラマがあるんです！それはこの間まで 

放送されていた「ガリレオ」です。本当に大好きです❤ 

最終回、前編・後編を何度も繰り返し観ているぐらい 

です！映画もやっているようなのでぜひ観てみてね♪ 

 

 



教務部 横田 裕美 

 

 インターネットで公開されているＮＨＫ高校講座のライブラリーは１０月第３週より番組改編となり

ます。それに伴い、一部視聴できない科目があるため、下記を参考に、視聴報告書を作成して下さい。 

 

●『理科総合Ａ』⇒『科学と人間生活』の番組を視聴し作成。 

●『化学Ⅰ』⇒『化学基礎』の番組を視聴し作成。 

●『地学Ⅰ』⇒『地学基礎』の番組を視聴し作成。 

●『英語Ⅰ』⇒『コミュニケーション英語Ⅰ』の番組を視聴し作成。 

 
 
 
 

教務部 横田 裕美 

 ８月通学スクーリングで職業体験講座を実施しました。将来の選択肢の一つになるように、５部門に

分かれての体験授業となりました。一人一人が真剣なまなざしで取り組み、将来について考えるきっか

けとなった通学スクーリングでした。 

【実施部門の紹介】 

●ブライダル部門⇒ウェルカムボード作り 

●美容師部門⇒カット・ワインディングに挑戦 

●保育士部門⇒マジックスクリーン作り 

●建築デザイン部門⇒折り紙をカッティングして建築を疑似体験 

●漫画・イラストに⇒キャラクターイラストトレース体験 

 

 

 

 

 

 

９ 

職業体験講座 

ＮＨＫ高校講座について 

文部科学省認可通信教育 

ゆんたく P14・P15

「ＮＨＫライブラリ

ー」で新しい放送日

時を確認して下さ

い。 



 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

後 期 日 程 

11/2(土)～ 11/8 (金)       【6泊】 10/11(金)【消印】10/16(水)【必着】 10/24(木)【消印】 

11/2(土)～ 11/5 (火) 【3泊 A日程】 10/11(金)【消印】10/16(水)【必着】 10/24(木)【消印】 

11/5(火)～ 11/8 (金) 【3泊 B日程】 10/11(金)【消印】10/16(水)【必着】 10/24(木)【消印】 

12/1(日)～ 12/10(火)       【9泊】 11/6 (水)【消印】11/11(月)【必着】 11/21(木)【消印】 

12/3(火)～ 12/10(火)       【7泊】 11/6 (水)【消印】11/11(月)【必着】 11/21(木)【消印】 

1/8 (水)～ 1/14 (火)       【6泊】 12/5 (木)【消印】12/10(火)【必着】 12/20(金)【消印】 

1/8 (水)～ 1/11 (土) 【3泊 A日程】 12/5 (木)【消印】12/10(火)【必着】 12/20(金)【消印】 

1/11(土)～ 1/14 (火) 【3泊 B日程】 12/5 (木)【消印】12/10(火)【必着】 12/20(金)【消印】 

2/15(土)～ 2/24 (月)       【9泊】 1/7 (火)【消印】1/14 (火)【必着】 1 /24(金)【消印】 

2/17(月)～ 2/24 (月)       【7泊】 1/7 (火)【消印】1/14 (火)【必着】 1 /24(金)【消印】 

3/4 (火)～ 3/10 (月)       【6泊】 2/6 (木)【消印】2/13 (木)【必着】 2 /21(金)【消印】 

3/4 (火)～ 3/7 (金)  【3泊 A日程】 2/6 (木)【消印】2/13 (木)【必着】 2 /21(金)【消印】 

3/7 (金)～ 3/10 (月) 【3泊 B日程】 2/6 (木)【消印】2/13 (木)【必着】 2 /21(金)【消印】 

平成２５年度後期スクーリング案内 

文部科学省許可通信教育 

 

 

♪リーダー：中村成希♪ 

●音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）に

分かれて音楽活動をする予定です。内容を詳しく知りたい方は中村成希まで。 
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※ 11月スクーリング

は少人数限定です。

申込多数の場合、参

加をお断りする場

合があります。 

※ 平成 26年 2月スク

ーリングの中で、

25年度後期卒業証

書授与式を挙行し

ます。 

※ 3月スクーリング
は、平成 25年度後

期卒業となる生徒

さんは参加できま

せん。 

 サンゴからできた砂で砂絵を制作 

 貝がらとサンゴのストラップ制作 
 サンゴか貝がらのネックレス制作 

 サンゴか貝がらのオブジェ制作 

 

 

 

 

 

 

 

エメラルドビーチと備瀬海岸でのサンゴ・貝がら

収集状況により制作物を変更する場合あり 

少人数限定スクーリングです 

参加申込が集中した場合には、他月

の集中スクーリングを案内する場合

があります。 

１月「文芸」本の世界、日本語・言葉の世界にふれてみよう！ 

●活動内容（予定） 

ブックカバー・しおり作り、かるた大会、みんなで作るオリジナル新聞記事・ 

辞書・文集づくり など           ※その他盛り上がるようなイベントを計画中♪ 

2月 沖縄修学旅行スクーリング 
沖縄の青い海、青い空…そんな素敵な沖縄を観光してみませんか？ 

そして 2 月は卒業式の月。みんなで思いっきり楽しみ素敵な思い出を作り

ましょう＼(＾o＾)／    ※観光施設入館料が別途必要となります※ 

３月スクーリング テーマ「沖縄満喫」 
●活動内容（予定） 

 シーサー作り、沖縄県北部散策、三
さ ん

線
し ん

教室など 

※その他沖縄を感じられる活動内を検討中！！ 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 専門学校等 学部・学科 

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 会計システム本科,医療福祉本科,公務員本科,観光システム本科, 

会計ビジネス科,医療ビジネス科,公務員ビジネス科,観光ビジネス科 

沖縄県 大育理容美容専門学校 理容本科,美容本科,ビュティスタイル科 

沖縄県 専門学校 大育 歯科衛生士科,調理本科,調理科,製菓衛生師科 

 

 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

11 

１０月講演会＆勉強会「摂食障害・リストカットの背景と対策（仮題）」 

指定校推薦 追加到着分 

文部科学省認可通信教育 

出願期間が迫ってくる時期ですから、進学希望の学校がありましたら、

至急各担任までご連絡下さい。 

※ 指定校一覧は７,８月号の「ゆんたく」に掲載しています。 

また、その後の追加校に関しては 

学校 HP(http://study.jp/hs/yashima/student.html)をご覧いただくか、 

各担任にお問い合わせ下さい。 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

最近、精神疾患や精神障害、様々なメンタルな問題について取り上げられる事が多いです

が、実際どういうものなのでしょうか？そしてそれら精神に関する問題について世の中では

どういう治療や支援を行っているのでしょうか？ 

今回は「摂食障害・リストカット」中心の基礎的知識からの勉強会です。グループワーク

等も行う予定です。 

 

●日時：１０月２６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（保護者の方・卒業生・在校生は無料） 

●講師：知名 孝・・・沖縄国際大学 准教授（総合文化学部 人間福祉学科） 

 



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は、９月より沖縄県那覇市久米にある『マイン高等学院   

（沖縄キャンパス）』とサポート校提携を始めました。 

  

 通学スタイルは、週５日コース・週２日  

コース＆在宅教員派遣コースがあり、「リポー

ト学習」「視聴報告書」の学習補助を受ける事

ができる施設になります。また、体験型レッ

スン（ヘアメイク・三味線 他）や、PC 専門・

進学授業、検定対策授業も実施しています。 

 

 近隣の在校生の方で興味がある場合、本学

の各担任にご相談下さい。 

（※別途費用がかかります。） 

【住所：沖縄県那覇市久米２－４番１４号 JB・NAHA ビル５F】 

(久茂地交差点･58 号線沿いの１Ｆがａｕショップのビルになります) 

 

教頭 中村 成希 

 

 通信制高校の学習の基盤「リポート学習」が、なかなか一人では進んでいない生徒さんの

フォローを目的に、株式会社ディック学園『プロ家庭教師のディック学園』と提携を開始し

ます。福岡（福岡校・久留米校・北九州校）、大分（大分校・中津校）、宮崎（延岡校）、熊

本（熊本校）、鹿児島（鹿児島校）、沖縄（沖縄校）、広島（広島校）になりますが、カバー

エリアの確認の必要があるので、興味がある方は、本学の各担任にご相談ください。 
 

スタイル 授業料 ※一時間単位 3,300円 

●週１回･月４回スタイル 

（１回指導時間：２時間） 

２６，４００円 

（税込２７，７２０円） 

●週２回･月８回スタイル 

（１回指導時間：２時間） 

５２，８００円 

（税込５５，４４０円） 

※講師の交通費が別途かかります。 

『マイン高等学院（沖縄キャンパス）』のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

『プロ家庭教師のディック学園』との提携のお知らせ 
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                                      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 

●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 

●マイン高等学院（沖縄キャンパス） 沖縄県那覇市久米 

●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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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 
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通学スクーリング 

ＮＨＫ高校講座 ライブラリー放送 

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♪ 
 

１０月通学スクーリング １０月３１日[木] 

・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。 

 

 

１０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）

2年次(β)

生物Ⅰ 生物基礎
オーラル・コミュ
ニケ―ションⅠ

国語総合

現代文

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A
科学と

人間生活
地理Ｂ

1年次(α) 3年次(γ)

各クラスの集合場所（教室）は

校内放送でお知らせします。

合同体育

※ＮＨＫ E 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。 

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/7 豊かな環境が豊かな生物をはぐくむ 10/9 休止 10/8 ﾗｲﾌﾞをやろう！〈3学期のまとめ〉

★次週より『科学と人間生活』を視聴 ★次週より毎週水曜日14:40～15:00に変更 ★次週より14:30～14:40に変更

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

10/8 Reading (3)Ａlone 10/9 大気と海洋の結びつき 10/9 化学と人間生活

★次週より14:40～15:00『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ』を視聴 ★次週より『地学基礎』を視聴 ★次週より『化学基礎』を視聴

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

10/10 現代日本を旅する～ 10/10 未来につながる今を生きる～生涯の生活設計～ 10/10 バイオーム～さまざまな環境に生きる生き物～

★次週より毎週金曜日14:40～15:00に変更

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

10/10 高度成長から低成長の時代～現代から現在へ～ 10/11 相関関係 10/11 休止

★次週より毎週水曜日14:10～14:40に変更 ★次週より毎週火曜日14:10～14:30に変更 ★次週より毎週金曜日に変更

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/11 創作に挑戦！～自分だけの書～

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

毎週　木曜日　14:20～14:40

日 本 史 数  学  Ⅰ 情  報  Ａ

毎週　金曜日　14:40～15:00

英  語  Ⅰ 地  学 化　学
毎週　火曜日　14:30～15:00

地  理 家　庭　総　合 生  物

理科総合Ａ 科学と人間生活 ベーシック英語
隔週　月曜日　14:00～14:30 隔週　火曜日　14:00～14:20 毎週　火曜日　14:20～14:30

毎週　木曜日　15:00～15:30

※10月第 1週は休止です。 

※10 月第 1・２週は休止です。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。  

 

10 月第 2 週  ★印：変更 



文部科学省認可通信教育

事務部　番場 晴美

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/16 科学技術の発展 10/15 ラブレターが来た！〈be 動詞〉

10/23 科学技術の発展 10/22 なんだこりゃ？〈What?〉

10/30 植物の生育と光 10/29 プロフィールを書こう！〈一般動詞〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/15 英語への招待 10/14 宇宙のはじまり 10/14 文明の歴史と化学～化学と物質の深～い関係～

10/22 Back to the 10/21 恒星の誕生と一生 10/21 純物質と混合物～分けられない物質と分けられる物質～

10/29 Lesson 1 Hello, Everyone (1) 10/28 銀河 10/28 物質の三態～姿は違っても同じ物質～

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

10/17 「地理」の旅に出よう！ 10/18 自分らしい人生ってなんだ？～生き方の選択～ 10/17 細胞を見てみよう～細胞はバラエティに富んでいる～

10/24 地球を旅しよう(1)～海洋と大陸～ 10/25 ジェンダーの壁を越えて～男らしさ・女らしさとは～ 10/24 核のはたらき～核は細胞の司令塔～

10/31 地球を旅しよう(2)～地形の変化～ 11/1 自分でつくる家族のカタチ～家族・家庭～ 10/31 細胞小器官のはたらき～エネルギーを扱っているのな
に？～

★ 毎週 　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

10/16 旧石器から縄文へ～環境の変遷と日本列島～ 10/15 文字を使った式 10/18 情報Ａで学ぶこと

10/23 縄文から弥生へ～稲作の広がりと金属器～ 10/22 整式の加法・減法 10/25 情報Ａで学ぶこと

10/30 倭国とヤマト王権 10/29 整式の乗法 11/1 コンピュータの得意技

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/18 なんでもアート！～見つめる～ 10/25 書の世界～芸術としての書への入門～

11/1 チョーがつくアート

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/11 休止 10/7 休止 10/7 休止

10/12 休止 10/8 休止 10/8 休止

10/18 入門講座 (1) 10/14 入門講座 (1) 10/14 入門講座 (1)英語で広がる世界

10/19 入門講座 (2) 10/15 入門講座 (2) 10/15 入門講座 (2)英語 IIの学び方

10/25 ルリボシカミキリの青 (1)（福岡伸一） 10/21 「木の自由」を考えながら (1)（内山　節） 10/21 Lesson 1 Sharing One World (1)

10/26 ルリボシカミキリの青 (2)（福岡伸一） 10/22 「木の自由」を考えながら (2)（内山　節） 10/22 Lesson 1 Sharing One World (2)

11/1 隣の校庭 (1)（佐藤雅彦） 10/28 「私」という「自分」 (1)（鷺沢　萌） 10/28 Lesson 1 世界はひとつ Sharing One World (3)

11/2 隣の校庭 (2)（佐藤雅彦） 10/29 「私」という「自分」 (2)（鷺沢　萌） 10/29 Lesson 1 世界はひとつ Sharing One World (4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/9 休止 10/11 休止 10/8 休止

10/10 休止 10/12 休止 10/15 入門講座 オーラルってどんな科目

10/16 オリエンテーション～「保健体育」の楽しみ方～ 10/18 入門講座（1）古文をたのしむ 10/22 Warm-up Nice to Meet You (1)

10/17 私たちの健康のすがた 10/19 入門講座（2）漢文をたのしむ 10/29 Warm-up Nice to Meet You（2)

10/23 さまざまな健康のとらえ方 10/25 博雅の三位の笛（十訓抄）

10/24 ザ Interview(1) 10/26 大江山（古今著聞集）

10/30 健康と意志決定・行動選択 11/1 竹取物語（1）～火鼠の皮衣～

10/31 健康に関する環境づくり 11/2 竹取物語（2）～かぐや姫の昇天～

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送） ■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送） ■　★火曜日　0：00～0:20

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送） ■　月・火曜日　23：40～0：00（2夜連続放送） ■　月・火曜日　0：20～0：40（2夜連続放送）

保 健 体 育 古  典 オーラルコミュニケーションⅠ

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

※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。

国 語 総 合 現   代   文 英  語  Ⅱ

★毎週　金曜日　14:40～15:00

日 本 史 数  学  Ⅰ 情  報  Ａ

★毎週　水曜日　14:10～14:40 ★ 毎週　火曜日　14:10～14:30

毎週　火曜日★ 14:40～15:00

地  理 家　庭　総　合 生  物

★ 毎週　月曜日　14:00～14:20★ 毎週　月曜日　14:40～15:00
★コミュニケーション英語 I ★ 地  学　基　礎 ★ 化　学　基　礎

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

※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。

★　理科総合Ａ 科学と人間生活 ベーシック英語
★毎週　水曜日　14:40～15:00 毎週　火曜日★14:30～14:40

15 

10月第3週以降 ★印：変更 

★ラジオは10月より「オーラルコミュニケーションⅠ」のみ火曜日0：00～0:20に変更しました。 

★「科学と人間生活」を視聴して下さい。 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 



 

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（３１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 火  16 水 １１月スクーリング申込〆切（必着） 

2 水  17 木 １１月スクーリング詳細発送 

3 木  18 金  

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水  24 木 
１１月スクーリング残りのリポート・視聴報告

書の提出〆切 

10 木  25 金 ゆんたく発送 

11 金 １１月スクーリング申込〆切（消印） 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 ○祝  体育の日 29 火 １１月スクーリングキャンセル返金可能〆切（17:30） 

15 火  30 水 １１月スクーリング返送書類必着 

   31 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 

編集後記 

今号では平成 25 年度前期卒業証書授

与式の様子をお届けしました。卒業生のみ

なさん、ご卒業おめでとうございます！ 

10 月からは後期が始まります。さわや

かな季節で勉強もどんどんはかどるか

も!?在校生のみなさんも、卒業に向けて一

歩一歩進んでいきましょう♪ 

横浜分室 板谷 幸恵 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 




