
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２    ５月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ３    ６月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ４    担任からのメッセージ『夏のスクーリングの過ごし方』 

・ ｐ５  第二種奨学金（大学・短大）予約の募集 

 ／ 教職員異動のお知らせ ／ ７月通学スクーリング 

・ ｐ６    「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ７    ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ８    ７月行事予定 

 

 

 

 
 

５月『ペーパークラフト』、 

６月『野菜であそぼう！』スクーリングを開催しました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年６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 番場 晴美 

今年度最初のスクーリングは・・・ 

 

 

 

 

 

 

     ☆生徒さんのコメント☆ 

 先生方もみんないい人で、スクーリングがとても楽しかったです。これからもよろしくお願いします。 

 初めてのスクーリングで友達とか生活に慣れるか めっちゃ不安に思って来ました。でも、学校生活にも 

とけこめて本当に参加して良かった。チェゴ～（最高♡！） 

 最初は不安だらけだったけど、初日から、友達と打ち解けれて良かったです。 

 今回は３年次の半分だったので、授業が少なく部屋で楽に過ごせて楽しかったです。ペーパークイリングが一番楽し

かったです。もう一回やりたいです。 

５月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 
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★★★ペペペーーーパパパーーークククイイイリリリンンングググ★★★   

立体ﾍﾟー ﾊﾟー  
ｸﾗﾌﾄ『海ガメ』 

 

モモです♪ 



事務部 板谷 幸恵 

今年度２回目のスクーリングは 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

 家事、育児しながら子供と一緒に宿題をやってきた２年間、とても楽とは言えなかったけど、家族、先生方、友達に支えられ

ながら無事に卒業することが出来ました。これが最後がさみしい～～～～～C 
 

 今回のスクーリングは、美術と総合、特別活動をうけました。美術は難しかったけどおもしろかったです。特別活動で特に面

白かったのがチップス作りです。エコバックも楽しかったです。ありがとうございました。 

 毎回いろいろ自分の思いのよらなかったことがおこる、今回は苦手な数学をわかりやすく理解できるようになりました。来年

もっと好きな科目を増やしたいです。 

 久しぶりに授業を受けられたのが楽しかったです。（笑）友達も出来て、宿舎から海のキレイな景色を見ることができてとて

も楽しかったです。あっという間に時間が過ぎた感じがします。また来るのが楽しみです＾。  ^

 今回、初めてのスクーリングでしたが、すべてが楽しかったです！授業とか、夜まであるのは少し大変だったけど、それもい

いかなっと思えるくらい充実してました。しいて言うなら、海に入りたかった！笑 そして、もっと体を動かしたかったです。

５泊６日とてもたのしかったです。また来年よろしくお願いします。楽しみにしています！！ 

６月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 
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野野野菜菜菜スススタタタンンンプププでででエエエコココバババッッッククク作作作りりり

♪♪♪   

キキキレレレイイイななな黄黄黄色色色ににに染染染まままりりりままましししたたた！！！   

 

野野野菜菜菜チチチッッップププススス   



事務部 番場 晴美 

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

沖縄の海と空を感じたい方で、7月スクーリングに申し込みをしてい
ない方、是非 8月か、9月のスクーリングに参加して下さい。 

実は沖縄は曇りの日が 1年中で一番多い地域なのだそうです。でも、
夏の時期（7月～9月）の空は沖縄の一番素敵な姿を見せてくれます。 
あの青い空と青い海を見たら、日頃の嫌な事をすべて忘れさせてく
れる、それくらいのエネルギーを持っています。7月スクーリング参
加者の皆様は平安山が沖縄の海を満喫できるプログラムを企画して
いますので一緒に沖縄の海を満喫しましょうね♪ 

４ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

８・９月スクーリングの紹介です♪ 

８月のテーマは『アウトドア』、野外炊飯やキャンプファイヤーなど

を行う予定です(＾◇＾)♪ ９月のテーマは『沖縄健康』、沖縄の自然

に癒されながらウォーキングをする予定です(^^)♪ どちらも沖縄

を満喫出来る内容になっていますので、自宅学習が順調に進んでい

る方はぜひ早めのスクーリング参加をお勧めします！！ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは(*^_^*)/ 
今年の９月に卒業、もしくは今年の前期中に単位を修得しておき
たいという方は夏のスクーリング参加がおすすめです♪ 
８月は野外活動、９月は健康に良い活動を特別活動で行っていく
予定ですので、心身ともにリフレッシュできるスクーリングで
す！一緒に沖縄の夏のスクーリングで素敵な思い出を作りません
か？スクーリング参加や自宅学習など、不明な点は気軽に聞いて
下さいネ(^^)/ 

今年度がスタートして早３ヵ月。スクーリングも夏らしい、沖縄ら

しいテーマで実施しています。沖縄と言えば青い海、きらきらした

太陽。これは欠かせません。沖縄県外在住の方には沖縄の良さをス

クーリングで感じてほしい。沖縄県内在住の方には 

沖縄の良さをスクーリングで出会った仲間に伝え、 

もっともっと沖縄を、そして八洲を好きになって 

もらいたいなと思います。 

 

沖縄といえば海！！夏の沖縄はまさに海日和です。海に入りたい生

徒さんはもちろん、学校から見える青い海を眺めるだけでも心が癒

されます。ただし沖縄の日差しは強いので、夏のスクーリングに参

加される生徒さんは日焼け対策が必須です。中には日焼けをしたい

と言って日焼け止めを塗らずに海へ行く生徒さんがいますが、それ

は絶対にやめましょう！ヒリヒリ痛くて眠れない・・・などのトラ

ブルがありますので。夏の沖縄に参加したい生徒さんは早めに担任

へご相談ください。お待ちしています。 



 

事務部 松本 美代子 

 

日本学生支援機構より第二種奨学金（大学・短大）貸与の予約案内が公開されましたのでお知ら

せします。平成２７年度４月に大学・短大等へ進学予定の生徒さんが対象となります。希望者は事

務部 松本（0120-917-840）まで連絡をください。 

なお、予約応募締切は、９月１９日（金）必着となります。 

 

事務部 鈴木 啓之 

 

本校教員の若野利美は、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。 

 
 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種奨学金（大学・短大）予約の募集 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 

５ 

・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♪ 

７月通学スクーリング ７月２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。 

 

教職員異動のお知らせ 

1限 9:00-9:40

2限 9:40-10:20

3限 10:30-11:10

4限 11:10-11:50

昼食 11:50-12:50

5限 13:00-13:40

6限 13:40-14:20

7限 14:30-15:10

8限 15:10-15:50

休憩 15:50-16:10

9限 16:10-16:50

10限 16:50-17:30

夕食 17:30-18:50

11限 19:00-19:40

12限 19:40-20:20

13限 20:30-21:10

14限 21:10-21:50

7/2（水）

英語Ⅱ 化学Ⅰ 化学基礎

コミュ英語基礎 英語Ⅱ 化学Ⅰ

地理Ｂ

学習会 英語Ⅱ 地学Ⅰ 地学基礎

日本史Ｂ 日本史Ｂ

数学Ⅰ 数学Ⅰ
古典

学習会 学習会

3年次（γ）

理科総合Ａ
科学と
人間生活

生物Ⅰ 生物基礎 美術Ⅰ

コミュ英語基礎

書道Ⅰ 英語Ⅱ

学習会

1年次（α） 2年次（β）

※ 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。 

 



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 
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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 ●高崎キャンパス（有限会社てらこや） 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 ●ヒーローズアカデミー国際高等部（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 

●サンライズスクール（伊都教室） 福岡県糸島市 

●ハビッツ高等部（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 

 



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
7/8 集合 7/9 太陽からのめぐみ 7/8 ベーＥサスペンス劇場 (2)〈if〉

7/15 （休止） 7/16 （休止） 7/15 （休止）
7/22 （休止） 7/23 （休止） 7/22 （休止）
7/29 （休止） 7/30 （休止） 7/29 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/8 Let's Communicate! - 8 7/7 海水とその運動 7/7 酸化・還元と酸化数 ～電子のやりとりで酸化・還元を考えよう！～

7/15 （休止） 7/14 （休止） 7/14 （休止）

7/22 （休止） 7/21 （休止） 7/21 （休止）

7/29 （休止） 7/28 （休止） 7/28 （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

7/10 エネルギーをめぐる旅 ～石油・代替エネルギー～ 7/11 悪質商法を見破れるか！？ ～消費者の権利と責任～ 7/10 植物をとりまく環境 ～動かない生き物の挑戦～

7/17 （休止） 7/18 （休止） 7/17 （休止）

7/24 （休止） 7/25 （休止） 7/24 （休止）

7/31 （休止） 8/1 （休止） 7/31 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/9 第一次世界大戦 7/11 近未来のロボット 7/11 個人情報の保護

7/16 （休止） 7/18 （休止） 7/18 （休止）

7/23 （休止） 7/25 （休止） 7/25 （休止）

7/30 （休止） 8/1 （休止） 8/1 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/18 （休止） 7/11 仮名の書 (2) ～和の表現～

8/1 （休止） 7/25 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/11 美しさの発見 (2) （高階秀爾） 7/7 折々のうた (3) （大岡 信） 7/7 Lesson 11 The Power of Music (1)

7/12 自己基準と他者基準 (1) （鈴木孝夫） 7/8 折々のうた (4) （大岡 信） 7/8 Lesson 11 The Power of Music (2)

7/18 自己基準と他者基準 (2) （鈴木孝夫） 7/14 ユーモアと笑い (1) （阿刀田 高） 7/14 Lesson 11 The Power of Music (3)

7/19 自己基準と他者基準 (3) （鈴木孝夫） 7/15 ユーモアと笑い (2) （阿刀田 高） 7/15 Lesson 11 The Power of Music (4)

7/25 実用文について考える (1) 7/21 メディアに軽重はあるか (1) （杉本 卓） 7/21 Lesson 11 The Power of Music (5)

7/26 実用文について考える (2) 7/22 メディアに軽重はあるか (2) （杉本 卓） 7/22 Lesson 11 Let's Try!「願望を言う表現」

8/1 学ぶということ（論語） 7/28 夏の花 (1) （原 民喜） 7/28 Communication 3「好きな日本料理」

8/2 人間を見つめる（論語） 7/29 夏の花 (2) （原 民喜） 7/29 Communication 4「別れの言葉」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/9 ザ Interview (8) 7/11 蜻蛉日記（1）～坏の水(1)～ 7/8 Lesson 8 My Way (1)

7/10 日本のスポーツ振興 7/12 蜻蛉日記（2）～坏の水(2)～ 7/15 Lesson 8 My Way (2)

7/16 世界のスポーツ振興 7/18 紫式部日記（1）～日本紀の御局（1）～ 7/22 Lesson 8 My Way (3)

7/17 スポーツと環境 7/19 紫式部日記（2）～日本紀の御局（2）～ 7/29 Lesson 8 My Way (4)

7/23 大気汚染と健康 7/25 無名抄（1）～深草の里（1）～

7/24 水質汚濁・土壌汚染と健康 (1) 7/26 無名抄（2）～深草の里（2）～

7/30 水質汚濁・土壌汚染と健康 (2) 8/1 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（1）～

7/31 健康被害の防止と環境対策 8/2 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（2）～

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

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）

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

美　術
隔週　金曜日　14:20～14:40

書　道
隔週　金曜日　14:20～14:40

地  理 家　庭　総　合 生  物

毎週　金曜日　14:40～15:00

日 本 史 情  報  Ａ 社 会 と 情 報

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

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

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

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 火 ●７月スクーリング● 16 水  

2 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 木  

3 木 ●７泊コース● 18 金  

4 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 祝 海の日 

7 月  22 火  

8 火  23 水 
８月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切  成績発送 

9 水  24 木  

10 木 ８月スクーリング申込〆切（必着） 25 金  

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火 
８月スクーリング返送書類必着・８月スクーリン

グキャンセル返金可能〆切(17:30) ・ゆんたく発送 

15 火 ８月スクーリング詳細発送 30 水  

   31 木  

編集後記 
 

 5 月のペーパークラフトは横浜分室で

も試作してみました♪ 6 月の『野菜であ

そぼう』も楽しかったようですね。 

スクーリングの模様は当校 

facebook でも見られます！ 

是非チェックしてみて下さい♪ 

横浜分室 番場 晴美 

 

 

 

 

 
横浜分室 番場 晴美 

８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

  

 


