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11月☆サンゴと貝の工作☆スクーリングを開催しました！  
 

 
 

平成２５年１１月２５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 
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１１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☆ 

 

 友達とおしゃべりしたり、先生と一緒にご飯食べたり、色々お話ししたり、とっても楽しかったです。 

 卒業確定できたから良かった。本当に最後まで泣いていっぱい先生たちを困らせたりしたと思うけど

…けど本当に八洲の先生たちはやさしくて、いっぱい話を聞いてくれてありがとうございました。 

 授業はすごく嫌で、６泊長いなーと思っていたけど、いざおわると、感動!! 達成感!!! 

 最初は本当にイヤで泣いたりしたけど友達ができて支えられてがんばれた！ゆみちゃんも全力でサ

ポートしてくれてとっても助かった、本当にがんばって心の底からよかった。 

 授業がたくさんはいっていて大変だったけど先生たちが、おもしろい人ばかりで楽しかったです。 

オオオプププシシショョョンンン：：：イイイルルルカカカとととパパパチチチリリリ★★★   

小小小貝貝貝のののススストトトラララッッップププ   

グググラララウウウンンンドドドゴゴゴルルルフフフ   

サササンンンゴゴゴ砂砂砂ででで砂砂砂絵絵絵   

←←ササンンゴゴのの風風鈴鈴完完成成！！  

ヒヒヒオオオウウウギギギ貝貝貝のののペペペンンンダダダンンントトト   

製製作作中中～～♪♪  



事務部 番場 晴美 

今回のテーマは「私の X'mas」です♪♪♪ 

 

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 

Happy X’mas に♪♪♪ 
ケーキを食べよう!!イルミネーションを見よう!! 

…こんなことを考えながら 

ケーキのパンフレットをみている今日この頃(*^_^*) 

やっぱり行事ごとは幸せな気分で過ごそうと意気込んでいます☆ 

１人でいても幸せな時間を過ごす事ができるクリスマスにしよっと

（笑） 

社会人になるまでサンタさんの役をしてくれた自分の母親を思い出すこの季

節。最近、2 歳半の長女と 1 歳半の次女が１つしかないオモチャを取り合っ

てケンカをすることが多くなりました。 

「今年はサンタさんに何をプレゼントされたい？」と聞くと 

「プレゼント！」と答えてくれる娘。 

新聞に挟まれている広告を見ながら何にしようかワクワクしている自分。 

クリスマスは手作りの料理を披露して家族で思いっきりパーティをする予定

です。皆さんも、自分なりに楽しいクリスマスを演出してくださいね♪ 

 

 

今年のクリスマスはどう過ごそうかな…みんなでワイワイ楽しみ、今年

最後の楽しい思い出ができれば私は幸せです❤ また、クリスマスと言

えばイルミネーション！ ホテルのイルミネーションよりも私は、普通の

住宅で飾り付けたイルミネーションを見るのが好きです♪ 

 

 

クリスマスの季節が近づいてきましたが、皆さんはどのように過ご
しますか？ケーキを食べてプレゼント交換をする方も多いのでしょ
うね！今回はクリスマスにちなんだおすすめの本を紹介します☆ 
オー・ヘンリー作「賢者の贈り物」(原題：The Gift of the Magi)
がとても心暖まる素敵な夫婦のお話しなんです(*^^*)貧乏な夫妻が
相手にプレゼントを贈る為にとった手段が本当に素晴らしくて「愛」
や「思いやり」を感じられる作品です。興味がある方はぜひ読んで
みて下さいね♪ 
皆さんにとって素敵なクリスマスになりますように☆☆☆ 

担任の玉城です。私のクリスマスには興味が無いと思いますので、副担任

の彩香先生コメントどうぞ (笑) 

彩香先生のクリスマス★⇒去年のクリスマスは、名護市のスターダストフ

ァンタジアというとてもキレイなイルミネーションを見に行きました。 

幸せいっぱいのカップル、家族がいて、とてもＨＡＰＰＹな気持ちになり

ました。 

みなさんもぜひ聖なる日には、大切な人と素敵な時間を過ごしてください。 

ちょっと早いですが担任、副担任より…Merry Christmas♪ 



沖縄本島北部地域のあらゆる『心の悩み』に対し、精神医療を行っている

「医療法人博寿会 もとぶ記念病院」より、高石利博氏（理事長 兼 院長）

を御招きします。また、施設見学を予定しています。 

≪ 当日の流れ（予定） ≫ 

●14：00～14：50 →「精神医療の現場」についての講話。 

●14：50～15：05 → 隣接する「もとぶ記念病院」に移動。 

●15：05～15：30 →「もとぶ記念病院」の施設を見学。 

●15：30～15：45 → 会場に戻って来て、アンケート記入後、解散。 

教務部 横田 裕美 

 

 晩秋の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、見出しの通り、『スクーリング日数変更』のお知らせです。今年度実施しております６泊７日

スクーリングは、来年度より５泊６日スクーリング（参加日数を軽減）へと変更を予定しておりま

す。スクーリング日数軽減に伴い、現在実施している３泊４日スクーリングは廃止となります。今

後のスクーリング参加等に関しましては、各担任とご相談下さい。今後とも何卒宜しくお願い致し

ます。 

 

●６泊７日スクーリング⇒来年度５泊６日スクーリングへ変更 

●３泊４日スクーリング⇒来年度廃止 

●９泊１０日スクーリング⇒来年度変更なし 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 
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平成２６年度スクーリング日数変更のお知らせ 

１２月講演会＆勉強会「『精神医療の現場』を知る。（仮題）」 

 
◆日 時：１２月２２日（日）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：高石 利博 （ 医療法人博寿会 理事長 ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

○沖縄県精神科病院協会顧問 ○日本精神神経学会認定医 

○医療法人博寿会 理事長 ○もとぶ記念病院 院長 ○医学博士 

文部科学省認可通信教育 



事務部 鈴木 啓之 

 

●加算支給申請者で平成２５年度前期入学の新入生／平成２５年度前期追加科目登録した在校生 

 高等学校等就学支援金加算支給（以下「加算支給」という。）のお届けの口座への振込時期のお

知らせをさせていただきます。 

加算支給対象者への銀行口座振込みは、１２月２０日（金）を予定しています。銀行口座への反映

は、翌～翌々営業日中が見込まれます。お手数をおかけいたしますが、お届けの口座へのご入金を

ご確認ください。 

なお今回の支給は、平成２５年度前期授業料への加算支給分（対象者のみ）となります。基本支

給分は、入学時または追加科目登録の際に、授業料と事前相殺する形で支給済です注１）。 

※）お届けの銀行口座について、名義変更や銀行支店統廃合などの事由で指定日に口座振込みが出

来ない場合、後日の振込み再手配となる場合があります。お届けの銀行口座の名義変更や銀行

支店統廃合があった場合は、お手数をおかけしますが事務部までご連絡ください。 

※）次の事例に該当する方は、今回の支給はありません。 

 「高等学校等就学支援金加算支給の届出」を提出されなかった方 

 「高等学校等就学支援金加算支給の届出」を提出したが、 

 平成２５年度前期に履修登録をされなかった方 

 所得が国の基準を上回った方 

 私立高等学校在籍期間が支給期間上限に達した方 

 通算７４単位以上の単位登録をされた方（※期限切れ科目や前籍校履修単位を含む） 

 必要な証明書類の提出がない方・不備書類の再提出がない方 

 

注１）入学時に、高等学校等就学支援金支給見込み額と授業料を事前相殺して、校納金を請求

しています。転入学・編入学生で、前籍高等学校からの移送書類（「高等学校等就学支援

金消滅通知」や「指導要録の写し」等）により確定した高等学校等就学支援金の交付決

定額と、入学時の「前籍高等学校作成書類」に基づく見込み額が異なる場合は、差額を

支給または請求させていただきます。その際は、個別にご案内いたします。 

 

●加算支給申請者で平成２５年度後期入学の新入生／平成２５年度後期追加科目登録した在校生 

平成２５年度後期授業料への加算支給について、沖縄県により交付決定がなされた方への交付見

込み時期のお知らせをさせていただきます。お届けの銀行口座への振込みは、平成２５年５月中が

見込まれます。沖縄県から学校への代理支給の見通しがたちましたら、本誌「ゆんたく」上にて、

改めて期日をご案内させていただきます。 

※）現在、第 185 臨時国会で、高等学校等就学支援金の法改正が審議されています。法案により

ますと、在校生は卒業まで現行の制度が適用されることとされています。今後、改正案成立を

受けて文部科学省より通知されましたら、「ゆんたく」誌上で詳細をご案内してゆきます。 

 

高等学校等就学支援金の支給につきまして不明な点がありましたら、事務部 平良・親川までお問い合

わせください。（フリーコール ０１２０－９１７－８４０） 

 

５ 

高等学校等就学支援金加算支給の支給について 

文部科学省認可通信教育 



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 

６ 

 
【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♪ 

１２月通学スクーリング １２月２日[月] 

・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。 

 



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
12/3 １次方程式と不等式 12/4 いろいろな微生物 12/3 ５点アップ作戦(2)〈Does〉

12/10 不等式とその性質 12/11 微生物の利用 12/10 Ｗから始めよう！〈When? / Where?〉
12/17 不等式の解き方 12/18 微生物の利用 12/17 決めセリフを“叫べ”〈命令文〉
12/24 不等式の利用 12/25 食品の科学 12/24 自慢できるぜ！〈can〉

12/31 休止 1/1 休止 12/31 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/3 Lesson 3 Kawaii Culture(1) 12/2 地球型惑星と木星型惑星 12/2 同位体～ラジオアイソトープは便利な目印～

12/10 Lesson 3 Kawaii Culture(2) 12/9 太陽系の広がりと地球 12/9 電子殻と電子配置～原子の数と並びが原子の性質を

12/17 Let's Communicate!- 2 12/16 原始地球の誕生 12/16 元素の周期表～周期表の見方を知ろう！～

12/24 Lesson 4 A Symphony of Soup and Noodles(1) 12/23 先カンブリア時代 12/23 イオンの形成～失いやすい原子と受け取りやすい原子

12/31 休止 12/30 休止 12/30 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

12/5 冷帯・寒帯を旅しよう～シベリア・極地のくらし～ 12/6 密着２４時！コドモの世界～子どもの発達と生活～ 12/5 植物の体の成り立ち～小さくても大きくても基本は同じ

12/12 世界の「水」を旅しよう 12/13 “親になる”ってどういうこと？～家庭での子育て～ 12/12 いろいろな生殖～性殖ではなく「生きる殖」なのはなぜ

12/19 農業地帯を旅しよう 12/20 子どもの笑顔を守れるか～子育ての社会的サポート
～

12/19 生殖細胞のでき方～遺伝子のバトンタッチ～

12/26 林業・水産業地帯を旅しよう 12/27 もう一つの人生を生きる～新しい高齢者像～ 12/26 植物の生殖と発生～花ってなに？ 種ってなに？～

1/2 休止 1/3 休止 1/2 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/4 武士の登場 12/6 ネットワーク社会の歩き方 12/13 あなたのまわりの誰か(3)～イラストとアニメ～

12/11 院政 12/13 情報検索の達人になろう 12/27 さらに描く～風景・版画～

12/18 鎌倉幕府の成立 12/20 情報検索の達人になろう

12/25 承久の乱と執権政治 12/27 ネットワークのしくみ

1/1 休止 1/3 休止

放送日 タ　イ　ト　ル

12/6 自分の言葉で書こう～漢字仮名交じりの表現～

12/20 漢字の書 (1)～楷書の基本は臨書から～

1/3 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/6 とんかつ (3)（三浦哲郎） 12/2 ナイン (5)（井上ひさし） 12/2 Lesson3 Modern Monsters (1)

12/7 とんかつ (4)（三浦哲郎） 12/3 そこにひとつの席が（黒田三郎） 12/3 Lesson3 Modern Monsters (2)

12/13 訓読の基本 (1) 12/9 永訣の朝 (1)（宮沢賢治） 12/9 Lesson3 Modern Monsters (3)

12/14 訓読の基本 (2) 12/10 永訣の朝 (2)（宮沢賢治） 12/10 Lesson3 Modern Monsters (4)

12/20 守株（韓非子） 12/16 この世（中江俊夫） 12/16 Lesson3 Modern Monsters (5)

12/21 虎借威（戦国策） 12/17 情けは人の…… (1)（俵　万智） 12/17 Lesson3 Let's Try!「助言・忠告の表現」

12/27 五十歩百歩(孟子)　 12/23 情けは人の…… (2)（俵　万智） 12/23 Lesson4 The Most Mysterious Smile (1)

12/28 未来をつくる想像力(1)(石田英敬)　 12/24 空虚なコミュニケーション(1)（野口恵子） 12/24 Lesson4 The Most Mysterious Smile (2)

1/3 休止 12/30 休止 12/30 休止

1/4 休止 12/31 休止 12/31 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/4 生活習慣病とその予防 12/6 管鮑之交 （1） 12/3 Lesson2 My Favorite Things (1)

12/5 食事と健康 12/7 管鮑之交 （2） 12/10 Lesson2 My Favorite Things (2)

12/11 運動と健康 12/13 中国の詩 峨眉山月歌・臨洞庭 12/17 Lesson2 My Favorite Things (3)

12/12 休養・睡眠と健康 12/14 日本の詩 送夏目漱石之伊予 12/24 Lesson2 My Favorite Things (4)

12/18 喫煙と健康 12/20 方丈記（1）～ゆく川の流れ～ 12/31 休止

12/19 飲酒と健康 12/21 方丈記（2）～安元の大火～

12/25 薬物乱用と健康(1) 12/27 万葉集（1）

12/26 薬物乱用と健康(2) 12/28 万葉集（2）

1/1 休止 1/3 休止

1/2 休止 1/4 休止

■　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

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

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

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

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

７ 

「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（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 日 ●１２月スクーリング：９泊コース● 16 月  

2 月 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 火  

3 火 ●１２月スクーリング：７泊コース● 18 水  

4 水  19 木  

5 木 １月スクーリング申込〆切（消印） 20 金 
１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 祝 天皇誕生日 

9 月  24 火  

10 火 １月スクーリング申込〆切（必着） 25 水  

11 水  26 木 ゆんたく発送 

12 木 １月スクーリング詳細発送 27 金  

13 金  28 土 学校休業日 

14 土  29 日 学校休業日 

15 日  30 月 学校休業日 

   31 火 
学校休業日 
（1/6より通常業務となります） 

編集後記 

早いもので今年も残り少なくなってき

ました。今年中にやりたいと思ったことは

やっておきましょう♪私は掃除が苦手な

のですが、年内になんとか部屋を片付けた

いなと思っています…！ 

 

横浜分室 板谷 幸恵 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


