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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。 



校長 岩井 貴生 

八洲学園大学国際高等学校へようこそ 

10 月から入学したみなさん、ご入学おめでとうございます。教職

員一同、みなさんをこころより歓迎いたします。 

これから「高校卒業」というゴールに向かって、一歩ずつ確実に学

習していきましょう。時にはわからないことや心配事が出てくるかと

思いますが、みなさんの「高校卒業」という目標実現のために、我々

教職員が全力でサポートします。ぜひ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。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などは、遠慮せずに担任の先生に相談

してください。担任の先生はみなさんからの質問や相談を待っています。距離が離れてい

ても常にみなさんの精神的支えになりたいと願い、みなさんと触れ合う機会があることを

嬉しく思う、やさしい先生たちばかりです。 

みなさんにとって一年に一度のスクーリングはとても有意義で思い出に残る貴重な時間

になるはずです。スクーリングに参加する前は誰もが不安です。しかし、不安な心を抱え

るのは皆同じです。ですから、安心して参加してください。年代や性別そして住んでいる

場所を越えて様々な人たちと出会い、友達の輪が広がるのは、スクーリングの醍醐味
だ い ご み

の一

つです。 

みなさんは、「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、これから学習に励んでください。ただ卒業に至るスピードや科目のとり方などは人そ

れぞれ違います。他人の目を気にしたり、他人のペースに合わせる必要もありません。あ

くまでも自分のペースで学習を進めて、自分の都合の良い時にスクーリングに参加してく

ださい。そして、本学在学中に将来何をやりたいかということを、ぜひ見つけてほしいと

願っています。 

努力は嘘をつきません。サボったらサボったなりの結果しか出ませんし、努力すれば努

力した分の結果がついてきます。今まで本学は開講してから 2,400 人以上の卒業生を送り

出してきました。これだけ多くの人たちが卒業できたのですから、みなさんも努力を怠ら

ず学習に励めば、きっと「高校卒業」が現実になるはずです。 

本学の卒業式は、どの学校にも負けない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」を手にするからです。この 10 月にご入

学されたみなさんが一人も欠けることなく、人生に一度だけの高校卒業式に臨
のぞ

むことがで

きることを心より願っています。みなさんと沖縄でお会いすることを楽しみにしています。 

学校長あいさつ 

文部科学省認可通信教育 
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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） 

1・2番クラス副担任/ 

国語 

比嘉 彩香（沖縄） 

3・4番クラス副担任/ 

理科 

岸本 久律（沖縄） 

 

 

 

    

7・8番クラス副担任/ 

国語 

赤塚 修平（東京） 

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） 

英語 

早川 知里（愛知） 

英語 

天野 葉月（沖縄） 

5・6番クラス 9・0番

クラス副担任/事務長 
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） 

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） 

 

 

 

    

校務 

具志堅 慎一（沖縄） 

やしまのアイドル犬 

モモ（沖縄） 
 

 
 

 

教職員紹介 

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） 



リポート作成のポイント 

教務部 横田 裕美 

 

 

 

 

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 No.1～No.5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

No.6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 
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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、探究の中にも解答の鍵があります。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、解答を見つけ出す方法もあります。 

地学Ⅰ 島袋正良 

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。 
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教務部 横田 裕美 

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：№2【五】、№5【三】、№6【一】空欄に適語を選んで埋める、 

「叶えたい夢」というテーマで、詩・作文・歌詞のいずれかを書く 

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(0152) 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：№5【一】【二】【三】漢字・語句の問題、山椒魚の態度や心情に対する短い感想文、 

№6 慣用句、№12 対義語 

古典 リポート：№2、№9、№12、平家物語を読んだ感想 

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、教科書、授業内容、配布資料 

政治・経済 リポート：№2、教科書、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】【4】【5】、№2【1】【2】【3】、№3【1】【2】【3】【5】、№4【1】【4】【5】 

数学 A(0454) リポート：№1【2】【3】【5】【6】、№2【3】【4】、№3【1】【2】【4】【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：№1①②③④、№2①④、№6①②、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：№1①②③④、№2①②③④、№3①②③④、№4①② 

保健(0645) 
リポート：№1【3】、№2【1】【2】【3】【4】、№3【3】、№4【2】、№5【1】【2】、 

授業内容、配布資料 

保健(0654) 
リポート：№1【2】【3】、№2【1】【2】【3】【5】、№3【2】【4】、№4【2】【4】、№5【4】、 

授業内容、配布資料 

英語Ⅰ リポート：№1、№2、№3、№4、№5、(現在形、過去形、進行形、不定詞、助動詞)、授業内容 

英語Ⅱ 
Lesson1 Sharing One World(世界の人々の共通点と相違点)、Lesson3 Modern Monsters（比較級と最上級

(不規則変化を含む)）、Lesson8 A City in the Sky(本文の内容、現在分詞と過去分詞)、 

Reading1（マザーテレサについて） 

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ リポート：№4、№5、№6、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年度後期 試験出題ポイント 

６ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 番場 晴美 

今回は「スクーリング 1週間の過ごし方」をテーマにお届けします。是非、参考にして下さい♪ 

 

７ 

担任から皆さんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

スクーリング参加は自分のために… 

① 『卒業』へ向けて勉強に取り組む!! 

② 新しい出逢いを大切にする!! 

③ 今できる事、今しかできない事、今だからできる事に取り組む!! 

スクーリングは日常生活と違った世界!! 

色々な想いがあるけれど、自分のための大切な時間。 

自分のために、大切な一歩を踏み出す事ができたらいいですね (*^。^*) 

お逢いできる事を楽しみにしています♪ 

「TVがないと生きていけない！」と思っていた人が「TVってなければ

ないで生きていけるんだ」と気づく。朝から晩まで決められたスケジュ

ールをこなす事で定期的にお腹がすく自分に気づく。「ご飯ってこんなに

美味しかったんだ！」そんな当たり前が嬉しい 1週間を過ごしに来てみ

ませんか？雨があがったら虹が出る。夕方になったら空が真っ赤に染ま

る。夕焼けって本当に赤かったんだ！そんな絵本の中のような世界を見

ることが出来る学校で皆さんとお会いできることを待っています。 

スクーリングに参加したからには、たくさんの思い出を一緒に作ってい

きましょう！いろいろな人に出会い、いろいろな刺激を受けてこれから

歩んでいく人生の糧にしてほしいなと思います。参加中には授業、試験

に取り組む事はもちろん、今年度３月卒業を目指している方は特に、進

路相談を必ずしてほしいなと思います。 

卒業を目指して、みんな一緒にがんばりましょう★ 

 

3・4番クラスの皆さん、今回はスクーリングの過ごし方について紹介し

ますね！沖縄での集中スクーリングは全国各地から皆１人で参加しま

す。まずは勇気を出して声をかけてみましょう。また、気分転換をした

い方は学校外の観光地などに行くオプショナルツアーに参加するのもお

すすめですよ☆人と話すのが苦手な方は、ぜひ学校犬の「モモ」と癒し

の時間を過ごして下さい♪自分の中で楽しめる時間を見つけると充実し

たスクーリングになると思います。どうしていいか分からない場合はす

ぐに担任、副担任に相談して下さいね(*^_^*) 

スクーリングでは、とにかく先生や色々な人達と「会話」をすることが

楽しむコツだと思います。１・２番クラスでは「健一(担任)＆彩香(副担

任)との文通♪」を毎朝のホームルームで実施しています。楽しいことだ

けでなく、嫌なことやわからないことも共有すると、自分では解決出来

なかったことも意外と簡単に解決するものです。スクーリングに参加し

た際は私達と一緒にたくさん話しましょう(^o^)♪ 

 



環境保健部 平安山 智子 

 

秋から冬にかけては、全国的にかぜやインフルエンザなどの感染症がはやります。日ごろより手

洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。 

集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共機関での移

動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。公共機関を

利用する時や、人ごみを通る時にはマスク装用をするなど、事前の十分な予防対策をお願いします。 

また、ここ最近 RSウイルス感染症の流行も警告されています。かぜをひいたと感じたら、早め

に受診するなどして万全を期しましょう。 

 

予防だより 

 
 

インフルエンザにかかった人が

せきやくしゃみをすることでウイ

ルスが空気中に広がり、それを吸

い込むことによって感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れた

ところを触ることによる接触感染

でも広がります。よく見られる症

状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、

筋肉痛などで、のどの痛み、鼻水

などがあります。 

 
 

① 予防接種がもっとも有効で
す。お近くの病院（内科／小児

科）で受けることができます。 

② 日頃から充分な栄養・休養が大

切です。 

③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗い

とうがいを心がけましょう。 

④ マスク装用、うがい薬や食塩水

でのうがいなどを心がけ、喉を

乾かさないようにしましょう。 

 
 

今年度の予防接種は、季節性イ

ンフルエンザ（Ｂ型）と新型イン

フルエンザともに効果がありま

す。なお、接種してから予防効果

を発揮するまでに約 2 週間程度か

かります。スクーリング参加の 2

週間以上前に接種することをお奨

めします。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染症です。生徒さんが感染すると、法令に

より解熱した後２日を経過するまでまたは発熱後７日間、出席を停止させることと定められています。

スクーリング中に体調不良などで学習が滞らないよう万全の備えをお願いします。 

 

 

「RS ウイルス感染症」は飛まつ

や接触感染で感染します。かぜ

様症状（39℃の発熱、鼻水、咳）

が２～３日続き、軽快に向かい

ます。一般的なかぜに比べて肺

炎を併発しやすく、ウイルスの

感染力が強いとされています。 

 

 

 ワクチンはなく、有効な抗ウイ

ルス剤もありません。また、免

疫もできにくいので、日ごろの

予防が唯一の対策になります。 

 RSウイルスは石鹸や消毒で容

易に感染力を失うので手洗い
が有効です。 

 

 

 手洗いは、石鹸や消毒液を用い
丁寧にこすって洗います。帰宅
時だけでなく、こまめに手洗
い・うがいの習慣をつけましょ
う。 

 人ごみの場に出るときは、飛ま
つ感染を防ぐため、マスク装用
をお奨めします。 

スクーリングの際は、

生徒さんに食堂利用前

の薬用石鹸での手洗い

と消毒液での手の消毒

を課し、衛生と感染予防

に努めています。 

石鹸を使うと、ウイ

ルスや細菌が流れ落

ちやすくなります。 

文部科学省認可通信教育 

８ 



≪講演会＆勉強会の内容≫ 

全国学力・学習状況調査は、自治体や学校の「平均得点順位」が注目され、特に全国順位

の低い沖縄県は「沖縄県学力向上主要施策『夢・にぬふぁ星プランⅢ』」など、県をあげて

学力向上の取り組みを強化しています。 

保護者や地域の方々を主対象とするこの講演では、国立教育政策研究所が行なった学力調

査の統計分析を紹介しながら、子どもの基本的生活習慣や家庭でのしつけが学力と大いに関

係あることを示します。さらに、「家庭の協力が得られない」という教員の声を紹介しつつ、

どのような家庭と学校の連携があるべきか模索します。 

進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 

9月号 p10及びスクーリング参加申込書の「1月スクーリング日程」に誤植がありました。次の通り訂

正の上、お詫びいたします。1月スクーリング参加申し込みの方は、お手数ですが日程をお確かめ下さい。 
 

●p10後期日程 

誤：1/2(土)～11/8(金)【6泊】、11/6(水)【消印】11/11(月)【必着】、11/21(木)【消印】 

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

●スクーリング参加申込書 

誤：【6泊 7日】1/2(土)～11/8(金)  

⇒ 正：【6泊 7日】1/8(水)～1/14(火)  
 
 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

指定校推薦 追加到着分 

文部科学省認可通信教育 

●講師：鈴木啓之（八洲学園大学准教授）・・・生理学研究所、ハンブルグ大学生理学研究所、

茨城大学情報センター、茨城県教育委員会事務局、茨城県教育情報ネットワーク管理センター

を経て現職。博士（医学） 

●日時：１１月９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） 

ゆんたく９月号訂正記事 

１１月講演会＆勉強会「学力を伸ばす家庭力（仮題）」 

所在地 専門学校等 学部・学科

沖縄県 沖縄ウエル専門学校 マリンワーク科, 医療介護事務科



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 

 

 

 

 

 

 

「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 
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【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 

 

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♪ 

１１月通学スクーリング １１月１９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（「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。 

１１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）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語基礎

地学Ⅰ

数学Ⅰ

現代文

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

数学Ⅰ 古典

1年次(α) 2年次(β) 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



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
11/5 乗法公式 11/6 植物の生育と光 11/5 ５点アップ作戦(1)〈疑問文〉 

11/12 因数分解（1） 11/13 動物の行動と光 11/12 いくつ持ってる？〈How many?〉 
11/19 因数分解（2） 11/20 動物の行動と光 11/19 彼と彼女とあなたと・・・私〈She Is…〉 
11/26 根号を含む式の計算 11/27 いろいろな微生物 11/26 ｓの秘密を探れ！〈三単現〉 

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/5 Lesson 1 Hello, Everyone (2) 11/4 天の川銀河 11/4 単体と化合物 ～分解できるか、できないか？～

11/12 Let's Communicate!- 1 11/11 太陽系の歴史 11/11 元素の確認 ～元素たちは個性いろいろ～

11/19 Lesson 2 A Letter to Australia (1) 11/18 太陽の素顔 11/18 原子 ～肉眼で見えないミクロの世界～

11/26 Lesson 2 A Letter to Australia (2) 11/25 太陽の活動と地球への影響 11/25 原子核と電子 ～原子は「もうこれ以上分けられない」のか？～

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

11/7 世界の気候を知ろう 11/8 苦あれば楽あり ～家族の絆～ 11/7 化学反応を進める酵素

11/14 熱帯を旅しよう ～アマゾン川流域～ 11/15 結婚に法律は必要？ ～家族と法律～ 11/14 細胞膜による物質の出入り

11/21 乾燥帯を旅しよう ～中東にくらす人々～ 11/22 仕事と生活のハーモニー ～労働と生活時間～ 11/21 単細胞生物と多細胞生物

11/28 温帯を旅しよう ～ヨーロッパの気候と農業～ 11/29 かけがえのない生命 ～胎児と母体～ 11/28 動物の体の成り立ち

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/6 東アジア世界の動乱と古代日本 11/8 コンピュータの得意技 11/15 あなたのまわりの誰か(1) ～描く～

11/13 奈良時代の都と地方 11/15 情報整理はコンピュータで 11/29 あなたのまわりの誰か(2) ～撮る～

11/20 平安京の時代 11/22 情報整理はコンピュータで

11/27 摂関政治の展開と藤原氏 11/29 ネットワーク社会の歩き方

放送日 タ　イ　ト　ル

11/8 書の基本 ～もう一度初歩から～

11/22 漢字仮名交じりの書 ～日常の書～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/8 スピーチする (1) 11/4 相棒 (1)（内海隆一郎） 11/4 Lesson 1 世界はひとつ Sharing One World (5)

11/9 スピーチする (2) 11/5 相棒 (2)（内海隆一郎） 11/5 Lesson 1 世界はひとつ Let's Try!「ほめる表現」

11/15 児のそら寝 (1) 宇治拾遺物語 11/11 相棒 (3)（内海隆一郎） 11/11 Lesson2 Singaporean Teen Talk (1)

11/16 児のそら寝 (2) 宇治拾遺物語 11/12 相棒 (4)（内海隆一郎） 11/12 Lesson2 Singaporean Teen Talk (2)

11/22 桜木の精 (1)（今物語） 11/18 ナイン (1)（井上ひさし） 11/18 Lesson2 Singaporean Teen Talk (3)

11/23 桜木の精 (2)（今物語） 11/19 ナイン (2)（井上ひさし） 11/19 Lesson2 Singaporean Teen Talk (4)

11/29 とんかつ (1)（三浦哲郎） 11/25 ナイン (3)（井上ひさし） 11/25 Lesson2 Singaporean Teen Talk (5)

11/30 とんかつ (2)（三浦哲郎） 11/26 ナイン (4)（井上ひさし） 11/26 Lesson2 Let's Try!「気づかう表現」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

11/6 ザ Interview(2) 11/8 伊勢物語（1）～初冠～ 11/5 Lesson 1 Hello, Friends! (1)

11/7 人間にとって「動く」とは何か 11/9 伊勢物語（2）～小野の雪～ 11/12 Lesson 1 Hello, Friends! (2)

11/13 スポーツの始まりと変遷 11/15 徒然草（1）～相模守時頼の母は～ 11/19 Lesson 1 Hello, Friends! (3)

11/14 武道と日本生まれのスポーツ 11/16 徒然草（2）～吉田と申す馬乗り～ 11/26 Lesson 1 Hello, Friends! (4)

11/20 ザ Interview(3) 11/22 徒然草（3）～よろづのことは頼むべからず(1)～

11/21 文化としてのスポーツ 11/23 徒然草（4）～よろづのことは頼むべからず(2)～ 

11/27 競技スポーツにおける競争の意味 11/29 朝三暮四

11/28 スポーツルールの変容 ～スポーツとメディア～ 11/30 推敲 

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。

数  学  Ⅰ 科学と人間生活 ベーシック英語
毎週　火曜日　14:10～14:30 毎週　水曜日　14:40～15:00 毎週　火曜日　14:30～14:40

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

毎週　金曜日　14:40～15:00

日 本 史 情  報  Ａ 美　術

毎週　水曜日　14:10～14:40 毎週　金曜日　15:00～15:30 隔週　金曜日　14:20～14:40

書　道
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

■　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
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「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（２日～８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 ●１１月スクーリング● 17 日  

3 祝 文化の日 18 月  

4 月 振替休日 19 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 

5 火  20 水  

6 水 １２月スクーリング申込〆切（消印） 21 木 
１２月スクーリング残りのリポート・視聴報告
書の提出〆切 

7 木  22 金  

8 金  23 祝 勤労感謝の日 

9 土  24 日  

10 日  25 月 ゆんたく発送 

11 月 １２月スクーリング申込〆切（必着） 26 火 
成績発送 

１２月スクーリングキャンセル返金可能〆切（17:30） 

12 火  27 水 １２月スクーリング返送書類必着 

13 水 １２月スクーリング詳細発送 28 木  

14 木  29 金  

15 金  30 土  

      

編集後記 

２５年度後期がスタートしました！ 

そしてスクーリングも始まります。後期も

楽しい特別活動や授業をたくさん計画し

ています。自分にとって一番良いスクーリ

ングに参加してくださいね(^v^) 

「ゆんたく」では皆さまからのご意見や感

想を募集しています。ぜひ、お気軽にご連

絡下さい。お待ちしております♪ 

横浜分室 番場 晴美 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 



 

 

 

 

 

 

 

●いよいよ音楽好きの仲間が集まる１２月スクーリング【八洲ライブ２０１３】の時期が

やってきました！下記の音楽活動（４部門）の選択性です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ゲスト情報はブログでチェック→ 

               音楽好き八洲人ＷＥＬＣＯＭＥ♪ 

★ボーカル、エレキギター、ベース、

ドラム、ギター、キーボード etc. 

★学校にはドラムセット、ベース、

エレキギター、電子ピアノ、アンプ

がありますが、練習時に順番待ちに

なります。持参できる方は極力楽器

を持参してください。詳しくは担当

の中村まさき（ナカマサ）まで。 

★沖縄の弦楽器「三線
さんしん

」をみんな

で練習し、数曲発表する予定。初

心者の方も歓迎♪但し、楽器の数

に限りがあるので、沖縄の方で、

持っている方は持参お願いしま

す。 

★「ゴスペル」と聞くと難しそうで

すが、みんなで歌う「合唱」をリズ

ムにのって楽しく歌う♪といった

カンジかな？スタッフも兼ねてま

す。 

★両手にハンドベルを持ち、みん

なで力をあわせて曲の完成を目

指します♪クリスマスの時期な

ので、雰囲気がでてイイよぉ～。

人数限定。（少数） 



文部科学省認可通信教育 

八洲学園大学国際高等学校 

地域貢献委員会 平安山智子 

八洲学園大学国際高等学校のある本部町のご紹介 

本部町の気候 
沖縄県は亜熱帯に属し、本部町の年間の平均気温は２２．５度と温暖です。そして、１月中旬か

ら日本一早いお花見（カンヒザクラ）ができる八重岳もあります。１月または２月スクーリングに

参加する生徒さんは日本一早い桜を見ることが出来ますので楽しみにしていてくださいね♪ 

ちなみに、学校の目の前にあるエメラルドビーチは４月１日に海開きをし、１０月３１日までが

遊泳期間となっています。５月～９月のスクーリングに参加する生徒さんは空き時間などに海水浴

も出来ますので海が大好きという方は前期中のスクーリングがお勧めです！ 

本部町の特産品 
ジュースで有名な「アセローラ」は本部町の特産品です。アセローラの 

露地栽培では沖縄が北限であり、本部町が長年栽培に力を入れ、日本の 

アセローラ栽培の先駆者として走ってきました。アセローラの果実は収穫 

してから日持ちがしない為、市場には出回りにくく、新鮮さが持ち味の繊細な果実です。今年の６

月に実施した沖縄料理スクーリングではこのアセローラ畑の見学をし、アセローラゼリーを作って

試食しました！ 

↓同封のもとぶ散策マップ 
沖縄県国頭郡本部町は、人口１３，７２２人（2013年 8月

31 日現在）で、沖縄本島北部の「山原（やんばる）」と呼ば

れる地域にあります。学校の敷地内からも東シナ海を見渡す

ことが出来、西の洋上には伊江島をはじめ、北方には伊是名

島、伊平屋島を望むことが出来ます。そして、国内有数の透

明度を誇るビーチには年間３００万人以上が訪れます。 

本部町で特に有名なのは「美ら海水族館」のある海洋博公

園。（学校からは徒歩１５分）また、「そばの町」として沖縄

そばの美味しいお店が沢山あります。そして、沖縄本島で唯

一カツオ漁をしている町です。 

マップの表紙になっている木は「フクギ」です。どんな環

境でも常緑を保つ、亜熱帯的樹木。葉が肉厚で丈夫なフクギ

は古くから町民に親しまれ、屋敷の庭などに植栽されていま

す。そして、昔から地域の方々を、海からの潮や風から守っ

てくれています。学校の近くにはこの並木道があり、体育の

授業（ウォーキング）でよく活用させてもらっています。 

今回は、本校に在籍する生徒さんや保護者の皆様に本部町

のことを知っていただきたいと思い、リーフレットを同封し

ています。 

 


