
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２   １月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３   担任からのメッセージ「平成２５年度３月卒業を目指す皆さんへ」 

・ ｐ４   平成２５年度後期卒業証書授与式のご案内 ／  

     ベルリン映画祭：Ｗ受賞作品「ヘヴンズストーリー」出演の在校生 

・ ｐ５   証明書発行時期について ／ 調査書・推薦書について ／ 

     地方公共団体等の奨学金制度利用について 

・ ｐ６   「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 ／  

  ２月通学スクーリング案内 

・ ｐ７   ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ８   ２月行事予定 

 

 

 

 
 

１１月月★★文文芸芸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２６年１月２７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 

１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☆ 
 
 三年間本当に長いし色々あり大変だったけど、この日を迎えることが出来、先生方には感謝の一言で

一杯です。先生たちも、１週間付きっきりで大変だったと思います、頭が下がる思いです。これから

も八洲を盛り上げていってください。お世話になりました。 
 

 正直今回来るのは不安だったけれど、だからこそ先生と話す機会も増えて、なんだかとてもすっきり

しました！！！来て本当に良かったです、本当にありがとうございました。  
 初参加で、３日目くらいまでずっと緊張していたけど、スクーリングが終わる２日前くらいから、い

ろんな人としゃべれるようになってたのしかったです。  
 本当に頑張った♡スクーリング中、初めて八洲きたときも、子供のことが心配で心配で一人でつぶれ

そうになって、知らない人達と一緒の生活も苦手で、本気で帰りたかった。でも、この学校には、色

んな人との出会いがあって、全力で頑張れる自分に出会うことが出来たので、すっっごく感謝してま

す♡ありがとう。  
 最初は本当に不安で失礼ながら行く前は仮病しようか、とても悩みましたが、同室の人達がとても優

しくて先生もとても明るくて色んな事をわかりやすく教えていただいたので本当に来てよかったで

す！ ありがとうございました！ 
 



事務部 番場 晴美 

今回は各担任から「平成２５年度３月卒業を目指す皆さんへ」伝えたいことをお届けします。 

 

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 

卒業まで残りあとわずかとなりました。これからの人生を歩んでい

く中で、自分はいったい何をしたいのか…しっかり 

考えてほしいなと思います。一度しかない人生、 

どう歩んでいくか一緒に考えていきましょう！ 

卒業式は２月２３日です！卒業証書授与の際、 

みんなの名前をぜひ、呼ばせてください((^∀^*)) 

 

★3・4 番クラスの皆さんへ(*^_^*)★ 
２月スクーリングで卒業確定予定の生徒さんは、最後のスクーリングで
最高の思い出を作って笑顔で帰れるように1つ1つの授業にしっかり取
り組んで下さい。卒業確定を既に迎えられた皆さんは本当におめでとう
ございます。在校生の皆さんも、高校卒業という目標に向かって１歩ず
つ前進していきましょう。視聴報告書の作成方法が分からない、自宅学
習が進まない、スクーリング参加時期が分からないなど 
悩みや不安を抱えている方は、ぜひ一度ご連絡下さい。 
一緒に高校卒業を目指していきましょうね！ 

２月２３日は平成２５年度後期卒業証書授与式です。 

卒業生の皆さんにとって人生の節目になりますので、可能な限り出

席して下さい！遠方や所用で出席出来ない生徒さんには、後日卒業 

証書を郵送します。届き次第、家族とお祝いして新たな一歩を踏み

出して下さい!! 

担任：玉城、副担任：比嘉より 

卒業を間近に控えた皆さん、進路はどうするか考えていますか？ 

まだ決まっていないで悩んでいる生徒さんは是非相談してくださ
い。就職に関しては具体的などの都道府県でどういう仕事内容かを
教えて頂ければハローワークから出されている高卒求人サービスで
検索して情報提供が可能です。また、進学に関してもまだ間に合う
専門学校や大学もあります。過去に、２月に大学進学を決めて３月
に受検して合格した卒業生もいます。また、進路が決定されている
皆さん、特に未定でも焦っていない生徒さんは残りの高校生活を思
いっきりエンジョイしてくださいね。 

★卒業★ 
高校卒業が、みなさんの人生の大きな力になります。 

今の自分を信じて、今生きていることに感謝し、日々過ごしていく

事ができたらいいですね。高校卒業は新たな人生への一歩!! 

みなさんの存在はかけがえのない大切な存在★ 

高校卒業へ向けてファイト(*^_^*) 

 

 

 



教務部 横田 裕美 

 

 先月、卒業確定者・予定者及び保護者の方々には別途郵送で平成25年度後期卒業証書授与式について

ご案内しました。この『ゆんたく』1月号でも重ねてお知らせいたします。 

卒業確定者・予定者の皆様にとっては、努力を重ねた結果たどり着いた卒業式です。本校での最後

の行事となる卒業式で、生涯の大切な思い出を作って次の人生のステップに進んでいただければ幸い

です。 

なお、仕事の都合や遠方にお住まい等の理由により、卒業証書授与式を欠席する生徒さんには、ご

自宅に卒業証書を発送いたします。卒業式に関する質問は各担任までお問い合わせください。 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成25年度後期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。

今まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言

葉やエールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、

「やってみようかな」とお考えの方は担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表

者を選出させて頂きます。 

 

 

教頭 中村 成希 

 

 「ベルリン映画祭」でＷ受賞（国際批評家連盟賞・ＮＥＴＰＡＣ賞）、毎日映画コンクール脚本賞

受賞、高崎映画祭４冠、等の評価を受けた映画『ヘヴンズ ストーリー（脚本監督：瀬々敬久）』に出

演していた栗原堅一君が、現在、八洲学園大学国際高等学校に在学しています。 

 

画像は、映画館（東京都内：２０１３年１２月）

での舞台挨拶の様子です。今回、高校卒業の学業

とは別の分野でも、頑張っている在校生を紹介し

ました。（掲載許可済） 

※学務提携校「代々木アニメーション学院高等

部」にてＷスクール中。 

 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

１．期日・場所  平成 26年 2月 23日（日） 八洲学園大学国際高等学校 食堂兼講堂 

※バス送迎有（23日 14：00那覇空港出発⇒学校、24日 8：30学校出発⇒那覇空港） 

２．日  程   卒業生  16：00（イルカ教室・クジラ教室）※時間厳守 

保護者  受付を済ませてから 16：25までにご入場ください。 

         卒業証書授与式 16：30～18：00  花道入場・写真撮影 18：15～ 

３．そ の 他   生徒証明書（必ず持参してください）服装は自由、上履きは必要ありません。                 

 

４ 

平成２５年度後期卒業証書授与式のご案内 

ベルリン映画祭：Ｗ受賞作品「ヘヴンズストーリー」出演の在校生 



事務部 鈴木 啓之 

  

年度末が近づきましたので、『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期について、 

改めてご案内します。 
 

■ 単位修得証明書･･･平成２５年度後期で修得した科目は、４月１日以降の発行 

※（２５年度後期卒業生は３月１日以降の発行） 

■ 卒業証明書  ･･･平成２５年度後期卒業の方は、３月１日以降に発行 

 ※（２５年度後期卒業生確定者・見込者は卒業前に「在校生料金」で申込ができます） 
 

なお、平成２５年度後期卒業の方は、２月２３日 卒業証書授与式の翌日以降に到着の証明書発行申

込については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、お早めにお申込下さい。 

また、郵便料金改定により、４月１日以降に発行する証明書については、申請に添付する返送用送料

が８２円（２通まで）となりますのでご注意ください。 
 

事務部 鈴木 啓之 

 

学生募集は、学校によっては３月下旬まで願書を受け付けている場合もあります。悩んでいる方はお

気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、本校事務宛てに申し込みください。

申込用紙が学校に到着後、発行までに 1 週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日などを

確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 
 

事務部 鈴木 啓之 

 

高校生への奨学金等の経済支援については、都道府県・市町村ならびに奨学事業実施団体がそれぞれ

独自の支給規定を設けて実施しています。 

全国の奨学金事業一覧が、日本学生支援機構Ｗｅｂサイト上で公開されていますのでご案内します。 

なお、２６年度事業の支給条件・募集時期や申込み方法等は、各実施団体に直接お問合せください。 

 
 

日本学生支援機構 » 総合案内 » 各種統計等 » 地方公共団体・奨学事業実施団体が行う奨学金制度 

http://www.jasso.go.jp/statistics/syogaku_chosa/dantai_h24kekka.html （平成２５年５月更新） 
  

※ 実施団体や制度によっては、住所地や就学地域を限定するなどの条件をつけている場合があります。 

※ 災害救助法適用地域を対象とする緊急採用奨学金（第一種奨学金）・応急採用奨学金（第二種奨学金）

については、当校事務（０１２０－９１７－８４０ 担当：松本）までお問い合わせください。 

 

証明書の発行時期について 

調査書・推薦書について 

地方公共団体等の奨学金制度利用について 

文部科学省認可通信教育 

申請は 

余裕を 

持って！ 

５ 



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 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

「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♪ 

２月通学スクーリング ２月１６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。 

 

2/16(日) 時間 ３年次(γ)
1限 8：30～9：15

2限 9：15～10：00

3限 10：10～10：55

4限 10：55～11：40

昼食 11：40～12：35

5限 12：40～13：25

6限 13：25～14：10

7限 14：20～15：05

8限 15：05～15：50

休憩 15：50～16：10

9限 16：10～16：55

10限 16：55～17：40

夕食 17：40～18：50

11限 19：00～19：45

12限 19：45～20：30

13限 20：40～21：25

14限 21：25～22：10

１年次(α) ２年次(β)

英語Ⅰ 学習会 化学Ⅰ

学習会 学習会 化学Ⅰ

理総A
科学と
人間生活

英語Ⅱ 地学Ⅰ

書道Ⅰ 英語Ⅱ 地学Ⅰ

学習会 英語Ⅱ OCⅠ

国語総合 生物Ⅰ 生物基礎 古典

学習会 現代文 OCⅠ



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
2/4 ２次関数とそのグラフ （2） 2/5 プラスチックの科学 2/4 この夏、何をした？〈過去形・疑問文〉

2/11 ２次関数の最大値・最小値 （1） 2/12 金属とセラミックスの科学 2/11 伝説のオリジナル♪〈動詞の過去形 (1)〉
2/18 ２次関数の最大値・最小値 （2） 2/19 金属とセラミックスの科学 2/18 過去もいろいろ〈動詞の過去形 (2)〉
2/25 ２次関数の最大値・最小値 （3） 2/26 課題研究の進め方 2/25 私は○○だった〈動詞の過去形 (3)〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/4 Back to the Basics 2/3 環境変化を記録する地層 2/3 分子でできている物質～有機化合物～

2/11 Lesson 6 A Funny Picture from the Edo Period (1) 2/10 変動を記録する地層 2/10 分子でできている物質～高分子化合物～

2/18 Lesson 6 A Funny Picture from the Edo Period (2) 2/17 地球の形と大きさ 2/17 分子の極性～なかよしな分子たち～

2/25 Let's Communicate! - 4 2/24 地球の構造 2/24 構成粒子と物質の分類～いろんな結晶

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

2/6 地図を持って旅しよう (1)～自然地形を歩く～ 2/7 １０年後の健康をつくる～栄養と食事～ 2/6 遺伝の法則～組み合わせが決め手～

2/13 地図を持って旅しよう(2)～町を歩く～ 2/14 料理づくりのＡＢＣ～献立作成と簡単調理～ 2/13 遺伝子の独立と連鎖～子の多様性の秘密～

2/20 「集落」を旅する～村落と都市～ 2/21 “おいしい”の秘密は基本にあり！ 2/20 性と遺伝～性と形質の深～い関係～

2/27 アメリカへようこそ (1)～自然と産業～ 2/28 今日から役立つ食品選びの基礎知識～食品の選択
～

2/27 ＤＮＡとそのはたらき～命を未来につなぐもの～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/5 戦国大名～城と合戦と民衆と～ 2/7 ネットワークでコミュニケーション 2/14 あなたのまわりの世界 (1)～デザインする～

2/12 織田信長の「天下布武」～民衆､寺家､公家との戦い～ 2/14 情報をデザインする 2/28 あなたのまわりの世界 (2)～使うもの～

2/19 豊臣秀吉の経済力 2/21 情報をデザインする

2/26 江戸幕府の成立～支配のしくみ～ 2/28 マルチメディア入門

放送日 タ　イ　ト　ル

2/7 文化を伝える書～写経～

2/21 生活に生きる書～手書きのぬくもり～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/7 枕草子(1)うつくしきもの(清少納言) 2/3 孤独を友とせよ (2)（新野哲也） 2/3 Lesson 5 Bear's Pie(5)

2/8 枕草子(2)うつくしきもの(清少納言) 2/4 ブータンの時間 (1)（今枝由郎） 2/4 Lesson 5 Let's Try ! ｢予想する表現｣

2/14 二十億光年の孤独（谷川俊太郎） 2/10 ブータンの時間 (2)（今枝由郎） 2/10 Communication 1 ｢電車の乗り換え｣

2/15 冬が来た（高村光太郎） 2/11 ブータンの時間 (3)（今枝由郎） 2/11 Communication 2 ｢コンビニで買い物｣

2/21 羅生門 (1)（芥川龍之介） 2/17 鼻 (1)（芥川龍之介） 2/17 Lesson 6 Mottainai ! (1)

2/22 羅生門 (2)（芥川龍之介） 2/18 鼻 (2)（芥川龍之介） 2/18 Lesson 6 Mottainai ! (2)

2/28 羅生門 (3)（芥川龍之介） 2/24 鼻 (3)（芥川龍之介） 2/24 Lesson 6 Mottainai ! (3)

3/1 羅生門 (4)（芥川龍之介） 2/25 鼻 (4)（芥川龍之介） 2/25 Lesson 6 Mottainai ! (4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/5 応急手当の意義とその基本 2/7 論語～三人行、必有我師焉/其恕乎～ 2/4 What Are You Crazy About? (4)

2/6 心肺蘇生法 2/8 孟子～仁人心也～ 2/11 More Speaking Power 2

2/12 ザ Interview(5) 2/14 老子～柔弱～ 2/18 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (1)

2/13 日常的な応急手当 2/15 荘子～蝴蝶之夢～ 2/25 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (2)

2/19 欲求と適応機制 2/21 更級日記（1）～門出(1)～

2/20 心身の相関とストレス 2/22 更級日記（2）～門出(2)～

2/26 ストレスへの対処(1) 2/28 更級日記（3）～源氏の五十余巻(1)～

2/27 ストレスへの対処(2) 3/1 更級日記（4）～源氏の五十余巻(2)～

■　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（１５日～２４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 土  16 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 

2 日  17 月 ●２月スクーリング：７泊コース● 

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水  20 木  

6 木 ３月スクーリング申込〆切（消印） 21 金 
３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 金  22 土  

8 土  23 日 ２５年度後期卒業証書授与式 

9 日  24 月  

10 月 ２月Ｓキャンセル返金可能〆切（17:30） 25 火  

11 祝 建国記念日 26 水 ３月Ｓキャンセル返金可能〆切（17:30） 

12 水  27 木 ３月スクーリング返送書類必着 

13 木 ３月スクーリング申込〆切（必着） 28 金 ゆんたく発送 

14 金 ３月スクーリング詳細発送    

15 土 ●２月スクーリング：９泊コース●    

      

編集後記 

寒い日が続いていますが、いかがお過ご

しですか？私は最近スマホのゲームには

まっていて、中学生から大人まで一緒にな

ってギルド戦を楽しんでいます(^o^) 

風邪やインフルエンザにかからないよ

う、手洗い・うがいをして元気に冬を乗り

切りましょう♪ 

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 


