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2月スクーリング『沖縄修学旅行スクーリング』を開催しました！ 

 
 

平成２６年２月２８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。 



教務部 横田 裕美 

 

 

２ 

学習会の様子 

文部科学省認可通信教育 

自宅でのリポート作成で、“わからないところがある、なかなか進まない･･･”場合は、リポート表紙の QRコード

を携帯で読み込み、「リポート学習支援情報」にアクセスしてください。各科目、リポートNoごとにヒントが掲載さ

れています。 

それでもリポート作成が進まない場合は、集中スクーリング期間中に毎日設けられている「学習会」を利用し

てリポート作成を進めましょう。学習会では教員がついています。教員の指導を受けたり、生徒さん同士で分か

らないところを教えあったりしてリポート作成を進めます。 

なお、集中スクーリング中は授業や特別活動で参加の生徒さんも忙しいです。空き時間での学習会参加で

効率的に学習を進めるため、リポート作成はできるだけ自宅で進め、わからないところを学校で解決するよう心

がけてください。 

友達同士で、励ましあ

ったり教えあったり 

先生といっしょに 

リポート作成 
リポート完成 「やったぁー！」 

先生も「やったぁー！」 

 

学習会の持ち物 

・ リポート 

・ 教科書 

・ 学習書 

・ 筆記用具 

・ みどり色封筒 

・ 青色封筒 

日ごろから、学

習の進み具合

や集中スクー

リング参加時

期については、

担任とよく相

談して下さい。 

学校で作成したリポート・視聴

報告書は、職員室の「ポスト」

に投函して提出完了！ 

学校で作成したリポート・視聴報

告書は、提出前に教員のチェック

を必ず受けて下さい。 

封筒への記載漏れや入れ間違い

による不備が多発しています。 

OK ! 



事務部 番場 晴美 

今回は各担任から「私（クラス）の自慢話」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 

私が人に自慢できる事と言ったらただ一つ！八洲で一番サザエさん

について語る事ができるのが私の自慢です♪サザエさんの知識に関

しては誰にも負けない自信があります。私に負けないぐらいサザエ

さんについて語れるよーって人がいれば、ぜひ 

一緒に語り合いましょう( ﾟ▽ﾟ)/ 

引用：http://iso-labo.com/labo/sazae-san.html 

 

３・４番クラスの皆さん、１年間本当にお疲れ様です。皆さんのい

いところは素直で一生懸命なところです。そんな皆さんが大好きで

す！！たくさんの思い出をありがとうございます。在校生の皆さん

も卒業生の皆さんも、自分に自信を持って目標に向かって前進して

下さい。皆さんに出会えて本当に良かった(*^_^*) 

佐藤＆岸本より 

１・２番クラスの自慢は担任・副担任が２人体制で生徒さんの対応

をしていることです。他クラスも同じ対応ですが、今年度から勤務

している比嘉先生が人一倍頑張ってくれています♪ 

３月中旬～後半は「追加科目登録申込書」が届く時期になっていま

す。大切な書類になりますので、内容不明な場合は今まで通り気軽

に連絡下さい(^o^)(*^。^*) 

私の自慢話。 

それはとても正直に生きている事でしょうか？ 

たとえば、クラスの生徒さんに何か相談をされた時に、決してごま

かす事なく正直に相談に応じています。だから、うちのクラスはみ

んな正直で素直な良い雰囲気になっているのだと思います。 

まだスクーリングに来ていない生徒さんも何かあればいつでもお気

軽に相談してくださいね。 

皆さんからの連絡、お待ちしています！ 

太陽に向かって咲くひまわりのように!! 

どんな状況にあっても、自分の進む道に、 

自信と誇りを持ち、ゆっくりでもいいから 

一歩一歩進んでいく事ができますように★ 

ひまわりクラスのみなさんは最高の Smileの持ち主です(*^_^*) 

素敵な笑顔をありがとう♪♪♪ 

 



 

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。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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 3/20（木）に発送します。 

必ずご確認ください！ 

【 申込受付期間 】 

  申込期間 授業料納入期限 

第１期 3月 20日（木） ～  3月 31日（月）  当日必着 4 月 15日（火） 

第２期 4月 01日（火） ～  4月 30日（水）   消印有効 5 月 15日（木） 

 

※ 今年度後期のリポート・視聴報告書提出〆切 …   

   

この日を過ぎて届いたリポートは、平成26年度前期のものとして受付されますので、

今期での単位修得はできなくなってしまいます。特に期限切れの科目・試験のない科目

は気をつけてください。不明な点がありましたら、必ず担任まで問い合わせてください。 

 
 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目追加登録について 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 

４ 

・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♪ 

３月通学スクーリング ３月１２日[水] 

・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。 

 

３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）

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

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

書道Ⅰ 生物Ⅰ/生物基礎 化学Ⅰ

コミュ英語基礎 現代文 地学Ⅰ



総合推進部 鈴木 啓之 

自宅のパソコンからインターネット経由で「ＣＷ(コミュニティウェブ)」を利用して、直近の成績、

履修中の科目のリポートや視聴報告書の提出状況、スクーリングや特別活動への出席状況を確認すること

ができます（「学習の手帳」46ページに表示例をご案内しています。）。ご活用の生徒さんは、スクーリン

グ参加が決まると、リポートや視聴報告書の受付状況、不備や不合格がないか毎日確認するなど、有効に

利用されています。新規の申込は無料ですし随時受付ています。ご希望の方は「学習の手帳」45ページの

「ＣＷ（コミュニティウェブ）利用申込書」をコピーし、必要事項を記入して当校までお送りください。 

インターネットのご利用が困難な方は、「ＣＷ(コミュニティウェブ)」の代わりに、あ

るいは併用して「成績発送」サービスを有償利用することができます。 

「成績発送」は紙面に打ち出した中間成績票を、２ヶ月に１度、ご自宅に郵送する 

サービスです。直近の成績やリポートの評価を確認することができます。 

なお、「成績発送」は、申込から１年間有効です。１年間を超えて利用する場合、継続

利用申込が必要です。また、「成績発送」利用の際には、半期毎に300円(隔月3通×100円)の手数料を申し

受けます。デポジットより手数料引き落としが完了すると利用申込の登録の完了となります。 

2013年度前期より「成績発送」サービスをご利用の生徒さんにご案内します。 

2013年度卒業以外の「成績発送」サービス利用の生徒さんを対象に、３月の「成績発送」時に「成績発送

継続利用申込書」を同封いたします。継続してご利用を希望の生徒さんは、必要事項を記入して当校まで

お送りください。 

なお、2014年度から、「成績発送」の利用をとりやめる場合は、「継続利用申込書」の返送は不要です。 

 

 

総合推進部 鈴木 啓之 

八洲学園大学では春季入学生を募集しています。 

 

２６年度春期募集期間：～４月２８日まで 

出願方法：インターネット出願 

入学選考：入学試験はありません 

  （４００～８００字の作文の提出あり） 

八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！ 

大学の特長 

 ：自宅にいながらすべての講義をネット受講できる 

 ：全国、海外からも入学可能 

 ：図書館司書、学芸員、社会教育主事の資格が取れる 

【八洲学園大学ホームページ】http://www.yashima.ac.jp/univ/ 

 

興味ある方はクラス担任にご相談下さい。 

「CW」「成績発送」の新規／継続利用のご案内 

まだまにあう！ 八洲学園大学春季入学 

文部科学省認可通信教育 

・日本初のインターネット大学 

・日本発の生涯学習学部 

５ 



事務部 鈴木 啓之 

 

平成２６年４月１日より、消費税増税に伴い郵便料金が値上げとなります。 

在校生で、２５年度後期の成績を反映した単位修得証明書、単位修得成績証明書または成績証明書の発行を

申請する場合、平成２６年４月１日以降の発行となりますので、年度内の申請であっても新料金での送料の同封

をお願いします。 

※ 平成２５年度後期卒業生は、平成２６年３月１日以降の発行が可能です。３月２３日までにご請求の場合は現行の

送料でお受け付けいたします。 

 

なお、リポートや視聴報告を送る青色封筒（第四種郵便）は、郵便料金１５円のまますえ置きとなります。 

 

種別 平成２６年３月まで 平成２６年４月より 

定型 普通郵便（２５ｇまで） ８０円 ８２円 

定型 普通郵便（２５ｇまで） ９０円 ９２円 

速達料金 ２７０円 ２８０円 

第四種郵便（１００ｇまで） １５円 （すえ置き） 

 

 

事務部 鈴木 啓之 

 

２月から本校教員として金居 央（かねすえ ひさし）先生が着任しました。以下、本人自己紹介です。 

 

みなさん、はじめまして。 

理科・情報科の金居（かねすえ）です。 

２月から沖縄で勤務をしています。 

出身は福岡県で、東京や名古屋にも住んでいました。 

趣味は、海外旅行やドライブやカフェめぐりです。 

沖縄は、海の見えるカフェがたくさんあるので、 

休日はドライブしながらカフェでゆっくり読書を楽しんでいます。 

みなさんとスクーリングでお会いできることを楽しみにしています。 

 

 

本校事務員の玉城郁江は、自己都合により退職いたしました。 

いままでありがとうございました。今後の活躍をお祈りいたしております。 

６ 

教職員異動のお知らせ 

郵便料金の値上げについて 

文部科学省認可通信教育 

 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

皆さん、「正しい時間の見積もり」はできていますか。「忙しい」「時間が足りない」が口癖

で、何をやってもギリギリになってしまい、いつも締切前日に慌てていませんか。 

時間が足りずにやるべきことが終わらないのは、能力不足だからではありません。むしろ、

時間の見積もり方に問題があります。 

例えば、保護者や学校の先生が子どもに「時間に余裕を持って宿題をしなさい」といった抽

象的な言葉で伝えても、子どもたちはなかなか期日を守ることができません。 

保護者や学校の先生は、予定には必ず遅延するリスクが潜んでいることを、子どもたちにロ

ジカルに教えてあげる必要があります。そのためには、大人がしっかりと正しい時間の見積も

り方を自ら実践することが大切です。 

 そこで今回の講演では、どのように時間を見積もればよいか、日常に潜む時間のリスクとは

何かについて、具体的なシミュレーションを交えながら考えてみたいと思います。 

 何事もまずは正しい時間を見積もることで、期日遅延や時間不足によるミスが軽減します。 

ぜひ、正しい時間の見積もり方を学んで、時間の質をしっかりと確保しましょう。学校の先生、

保護者、子ども、会社員、どなたにでも実践可能なノウハウをお伝えします。 

文部科学省認可通信教育 

７ 

３月講演会＆勉強会 

 

◆主 催：ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：３月９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（在校生、保護者の方は無料） 

◆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：岩井 貴生 （ 八洲学園大学 教授 ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

○臨済宗妙心寺派僧侶 

○駒沢大学仏教経済研究所研究員 

○日本家庭教育学会正会員 

○日本医学哲学倫理学会正会員 

○西田哲学会正会員 

○八洲学園大学国際高等学校長     ほか 



教頭 中村 成希 

 

 株式会社ヒーローズアカデミー  
 

 静岡県浜松市にあり、「タレント養成スクール」と「カルチャースクール」を展開してい

る『株式会社ヒーローズアカデミー』と八洲学園大学国際高等学校が学務提携を開始します。 

 

 タレント養成スクールでは、「俳

優」「モデル」「ボーカル」「ＨＩＰ

ＨＯＰダンス・ＨＯＵＳＥダンス・

Ｋ－ＰＯＰダンス・ベリーダンス」

「アクション」などなど芸能界を目

指すコースがある学校です。 

  

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：静岡県浜松市中区鍛冶町

100-1ザザシティ中央館 4F】 

 

 

 

 有限会社てらこや（高崎キャンパス）  
 

群馬県高崎市にある『有限会社てらこや』と八洲学園大学国際高等学校は学務提携をし、

「高崎キャンパス」が誕生します。 

  

有限会社てらこやは、「学習塾Ｖｉ

ｖｉｄ Ｆａｍｉｌｙ」「そろばん塾ピ

コ」「書道キッズ」を展開しています。

また、学習塾の実績として、東京大学

や医学部への合格者も多数輩出して

おり、学習に関するフォローの経験が

豊富です。 

 

 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：群馬県高崎市江木町 81-1】 

 

 

新規サポート校紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 
 
 
 家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校）  
 

 地域密着２３年、そして１万人以上の合格実績がある『家庭教師の成績１１０番！！』と

八洲学園大学国際高等学校は学務提携を行いました。 

 家庭教師の先生が自宅へ訪問

し、高等学校の提出課題の学習の

補助をしてくれるシステムです。 

福岡県・山口県・佐賀県・熊本

県が対応可能エリアですが、きち

んと対応できるか確認の必要が

ありますので、ご希望の方は、各

担任にご連絡下さい。 

  

（※別途費用がかかります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社ＨＡＢＩＴＺ（久留米キャンパス）  
 

 福岡県久留米市にある『株式会社ＨＡＢＩＴＺ』と八洲学園大学国際高等学校は学務提携

を行いました。アットホームな環境で「居場所づくり」を目指しているキャンパスです。 

 

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：福岡県久留米市大石町 204】 

 

 

 

 

 

 

９ 



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 
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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 

群馬県 ●有限会社てらこや（高崎キャンパス） 群馬県高崎市 

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 

静岡県 ●株式会社ヒーローズアカデミー（浜松キャンパス） 静岡県浜松市中区 

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 

●プロ家庭教師のディック学園（広島校） 広島県広島市 

高知県 ●陽気塾 高知県高知市 

山口県 ●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 山口県 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 佐賀県 

熊本県 
●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 熊本県 

●プロ家庭教師のディック学園（熊本校） 熊本県熊本市 

福岡県 

●福岡キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 福岡県福岡市博多区 

●サンライズスクール 福岡県福岡市早良区 

●株式会社ＨＡＢＩＴＺ（久留米キャンパス） 福岡県久留米市 

●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 福岡県 

●プロ家庭教師のディック学園（福岡校） 福岡県福岡市博多区 

●プロ家庭教師のディック学園（久留米校） 福岡県久留米市 

●プロ家庭教師のディック学園（北九州校） 福岡県北九州市小倉北区 

大分県 
●プロ家庭教師のディック学園（大分校） 大分県大分市 

●プロ家庭教師のディック学園（中津校） 大分県中津市 

長崎県 ●プロ家庭教師のディック学園（長崎校） 長崎県長崎市 

宮崎県 ●プロ家庭教師のディック学園（延岡校） 宮崎県延岡市 

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 

●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校） 沖縄県那覇市 
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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
3/4 ２次関数のグラフと２次方程式（1） 3/5 課題研究の進め方 3/4 ５点アップ作戦（4）〈過去進行形〉

3/11 （休止） 3/12 （休止） 3/11 （休止）
3/18 （休止） 3/19 （休止） 3/18 （休止）
3/25 （休止） 3/26 （休止） 3/25 （休止）

4/1 （休止） 4/2 （休止） 4/1 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/4 Lesson 7 Living on Ice (1) 3/3 地球内部の動き 3/3 原子量・分子量 ～原子や分子の質量を表す～

3/11 （休止） 3/10 （休止） 3/10 （休止）

3/18 （休止） 3/17 （休止） 3/17 （休止）

3/25 （休止） 3/24 （休止） 3/24 （休止）

4/1 （休止） 3/31 （休止） 3/31 （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

3/6 アメリカへようこそ(2) ～多文化共生社会へ～ 3/7 今日から役立つ安全な食生活の基礎知識 ～食の安全性～3/6 ＤＮＡが生む生物の共通性と多様性 ～生物はしたたか～

3/13 （休止） 3/14 （休止） 3/13 （休止）

3/20 （休止） 3/21 （休止） 3/20 （休止）

3/27 （休止） 3/28 （休止） 3/27 （休止）

4/3 （休止） 4/4 （休止） 4/3 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/5 海外交流の実態 ～４つの窓口～ 3/7 マルチメディア入門 3/14 （休止）

3/12 （休止） 3/14 （休止） 3/28 （休止）

3/19 （休止） 3/21 （休止）

3/26 （休止） 3/28 （休止）

4/2 （休止） 4/4 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル

3/7 篆書と篆刻 ～書を刻む～

3/21 （休止）

4/4 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/7 （休止） 3/3 （休止） 3/3 （休止）

3/8 （休止） 3/4 （休止） 3/4 （休止）

3/14 （休止） 3/10 （休止） 3/10 （休止）

3/15 （休止） 3/11 （休止） 3/11 （休止）

3/21 意見文を書く(1) 3/17 鼻 (5)（芥川龍之介） 3/17 Lesson 6 Mottainai ! (5) 

3/22 意見文を書く(2) 3/18 鼻 (6)（芥川龍之介） 3/18 Let's Try ! ｢主張する表現｣ 

3/28 里山物語 (1) (日高敏隆) 3/24 こころ (1)（夏目漱石） 3/24 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (1)

3/29 里山物語 (2) (日高敏隆) 3/25 こころ (2)（夏目漱石） 3/25 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (2)

4/4 りんごのほっぺ(1) 3/31 こころ (3)（夏目漱石） 3/31 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (3)

4/5 りんごのほっぺ(2) 4/1 こころ (4)（夏目漱石） 4/1 Lesson 6 Further Reading: Words of Wisdom (4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/5 （休止） 3/7 （休止） 3/4 （休止）

3/6 （休止） 3/8 （休止） 3/11 （休止）

3/12 （休止） 3/14 （休止） 3/18 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (3)

3/13 （休止） 3/15 （休止） 3/25 Lesson 4 A Friendly Potluck Dinner (4)

3/19 心の健康と自己実現 3/21 建礼門院右京大夫集(1) ～大原まうで(1)～ 4/1 Lesson 5 Are You All Right? (1)

3/20 交通事故の現状と要因 3/22 建礼門院右京大夫集(2) ～大原まうで(2)～ 

3/26 交通社会における運転者の資質と責任(1) 3/28 平家物語(1) ～忠度の都落ち(1)～

3/27 交通社会における運転者の資質と責任(2) 3/29 平家物語(2) ～忠度の都落ち(2)～ 

4/2 安全な交通社会づくり 4/4 平家物語(3) ～能登殿の最期(1)～

4/3 防災・防犯をめざした社会づくり 4/5 平家物語(4) ～能登殿の最期(2)～

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

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

地  理 家　庭　総　合 生  物

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

■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

■　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

１１ 

「体育α・β・γ」 視聴対象番組 

春季テレビ・ラジオ放送休止期間中でも、ＮＨＫオンラインでＮＨＫ高校講座の再放送を配信していますのでご利用下さい。 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 



 

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（４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 土  16 日  

2 日  17 月  

3 月  18 火  

4 火 ●３月スクーリング● 19 水  

5 水  20 木 科目追加登録のお知らせ発送 

6 木  21 祝 春分の日 

7 金  22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月 成績発送 

10 月  25 火  

11 火  26 水  

12 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 27 木  

13 木  28 金  

14 金  29 土  

15 土  30 日  

   31 月 ゆんたく発送 

編集後記 

 先日横浜でも大雪が降り、何十年かぶり

に軒下に「氷柱
つ ら ら

」を見ました。沖縄でも過

去に一度だけ雪が降った記録があるそう

ですね。さて、平成 2５年度後期卒業証書

授与式も無事に終わりました。卒業生の皆

さん、おめでとうございます。この模様は

来月号に掲載予定です。お楽しみに♪ 

横浜分室 番場 晴美 

１２ 

（携帯ＱＲコード） 
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