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平成２６年９月３０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 

９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☆ 
 
 特別活動で古宇利島に行ったり、授業が終わった後には卓球大会やヨガの教室などがあって楽しかった

です。先生方とたくさん話ができてとても充実したスクーリングでした。ありがとうございました。 

 人見知りだから友達出来るか不安だったけど、皆声かけてくれたりしてお友だちが増えたし、気の合うお友だ

ちもできて、自分がイメージしてたスクーリングとは全然違くて楽しかった。 

 勉強とかリポートとかスクーリングとか色々大変なこともあったけど、最後はやっぱり八洲に来て良か
ったなーって思えました。本当に感謝です。 

 
 ものすごく楽しかったです。でも、全教科満点をねらって勉強していたのですが、残念ながら出来ませ

んでした、、、。次回こそは最後なので目標を達成したいと思います。１週間ありがとうございました。 
 

 最初帰りたいってなったけど、たくさんの友達とみんなで頑張った。愛利先生本当に優しいし、すごい
大好き♡ ウォーキングキレイだったし楽しかった！ありがとうございました。また、よろしくお願いし
ます。 
 



事務部 板谷 幸恵 

  

 

３ 

平成２６年度前期卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 



 

 

 

事務部 番場 晴美 

卒業式での校長式辞をご紹介します。 

平成２６年度前期卒業証書授与式 校長式辞  

文部科学省認可通信教育 

八洲学園大学国際高等学校  

校長 岩井 貴生 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。本学の教育課程を全て終えた皆さんの一人

ひとりの顔を拝見していますと、自信と達成感が漲って
みなぎ

いるように感じられます。 

さて、今日卒業していく皆さんは、幸せな気持ちでいっぱいのことでしょう。皆さんが手にし

た幸せとは何でしょうか。今日は本学での最後の授業として、卒業生の皆さんと「幸せ」につい

て考えてみたいと思います。 

多くの場合、人が幸せと感じるのは、身心の欲望が満たされた時です。この場合の幸せとは、

自分の外にある世界に依存した幸せです。ということは逆の立場からいえば、自分の思い通りに

ならなかった時は、幸せと感じることができないということです。 

例えば、「対人関係」「お金」「名誉」などに幸せを見出す人は、それらが失われると幸せも一緒

に遠のいてしまいます。また欲しいものを手に入れることに幸せを感じる人は、すぐに違うもの

を欲しくなり、その欲は尽きることはありません。そして欲しいものが手に入らないと、それが

苦しみへと変わります。 

一方、今の自分が置かれた状況をありのままに受け入れて、少しでも自分を向上させることに

満足を見出す人は、仮に物質的環境的に恵まれていなくても、心は常に穏やかな状態を保ち、い

つも幸せを感じることができます。そういう人はものへの執着心がなく、「知足」の精神で生活を

している人です。 

「知足」とは「足るを知る」という意味です。これは決して向上心の欠如を意味しているので

はありません。向上心は大変素晴らしいことです。しかしその向上心が良い結果として現れずに

不平不満を募らせると、心に葛藤が生まれ苦しみを抱くことになります。ですから、すぐに結果

が出なくても、向上心を持ち努力し続けることが大事です。 

人間であれば誰でも「もっと周囲から評価されたい」「もっと良い人と巡り合いたい」「あれも

欲しい、これも欲しい」と思うこともあるでしょう。しかしこれらの願望が叶わなければ、スト

レスが溜まっていきます。 

仮にこれらの願いが現実になったとしても、その時の幸せは一時的なもので長続きはしません。

すぐに新たな欲望が芽生えます。 

ですから、ないものを欲するよりも、今の自分が置かれた状況と環境のなかで何ができるかと

前向きに考え、自分自身のなかに幸せを見出す方が賢明です。 

皆さん、是非とも今以上に幸せになって、その笑顔を見せに遊びに来てください。また何か辛

いこと、悲しいこと、誰にも相談ができないときなどは連絡をください。皆さんが戻って来るこ

とができる場所、それが八洲学園大学国際高等学校です。卒業生は本学の宝です。 

最後になりましたが、今後の皆さんの更なる活躍を期待して、式辞の言葉と致します。 

４ 



 

 

◆ 岩井貴生(校長) 卒業おめでとう！八洲学園大学国際高校を卒業したことを誇りに思って、これから自分
の夢に向って歩んで下さい。 

◆ 中村成希(教頭) ご卒業おめでとう。 

◆ 島袋友美(1･2 番クラス)  卒業おめでとうございます。八洲で培ったことを糧にこれからの人生また大
きく前進していってください！素敵な思い出どうもありがとう(*^_^*) 

◆ 佐藤愛利(3･4 番クラス)  やしまんちゅの皆さん、ご卒業おめでとうございます。今日のこの日まで頑
張ってくれて本当にありがとう。これまでの勇気を自信に変えて前進して下さい(*^-^) 

◆ 玉城健一(５･６番クラス) 高校卒業おめでとうございます。これからの人生も目標に向かって前進して下
さい！！ 

◆ 島袋瑠美(7･8 番クラス) Congratulations!! 皆さんの輝く未来に幸多かれと祈ります。恐れず・ひる
まず・夢に向かってつき進んでください。 

◆ 平安山智子(9･0 番クラス) 後悔しない人生を歩んでいってください。これからもずっとずっと応援して
います。 

◆ 比嘉彩香 卒業おめでとうございます！新たな目標に向かって突き進んで下さい。応援しています。 

◆ 金居央 卒業おめでとう。自分の夢に向かって諦めずに頑張って下さい。 

◆ 櫻井綾子 今、あなたはどんな顔してる？「やっと卒業！」って晴れやかな気持ち？それとも、次のステ
ップへ進むのに不安や緊張した顔してるのかな？でもね、ここ大切！八洲で歯をくいしばって卒
業をつかんだ、その自信を持って、前に進んでいって下さい。ずっと応援してるよ！ 

◆ 岸本久律 卒業おめでとうございます。自分の信じた道を胸を張って歩いて下さい。 

◆ 横田裕美 卒業おめでとうございます！！あったかい人生を歩んで下さい(*^_^*)出逢えてよかった！！
ありがとう(^-^*)   

◆ 天野葉月 卒業おめでとう！たくさんの仲間と築いた友情を大切に、これからも常に前を向いて歩いてい
って下さいね！輝く未来が待ってると信じています。 

◆ 原田みき子 ご卒業おめでとうございます。いよいよスタートラインに立ちました。失敗を恐れず進んで
ください。 

◆ 玉城優香 卒業おめでとうございます。これからも自らの足で一歩ずつ前進してください。応援していま
す。 

◆ 島袋正良 卒業おめでとう。これから新しい出発です。１つ１つのりこえていってください。 

◆ 長﨑佑 卒業おめでとう！『諦めない。相談する。一時でも安らげる場、時間を持つ』この３つを忘れず
に大きく羽ばたいてください。 

◆ 与古田初子 あなたの努力に花が咲きました。次は実を付ける番です。卒業は次へのステップです。それ
でもやっぱりおめでとう！ 

◆ 早川知里 卒業おめでとうございます。これで１つ目標達成ですね♪次の夢は何ですか？ 

◆ 鈴木啓之 野望を胸に前へ進め！冒険、チャレンジ、一発勝負。やれることはみんなやれ。 

◆ 松本美代子 ご卒業おめでとうございます。新しい一歩、がんばって下さい。 

◆ 平良亮 卒業おめでとうございます。いつかまた遊びに来てね!! 

◆ 親川瞳 ご卒業おめでとうございます♬ 自分に正直に、悔いのない人生を送ろう！お互いにね(^_-) 

◆ 具志堅慎一 NEVER GIVE UP 人生の大地 根を張り大きくなれ！アバヨ！ 

◆ 谷和樹 卒業おめでとうございます。 

◆ 板谷幸恵 ご卒業おめでとうございます。やしまでの思い出を胸に、一歩一歩進んでいって下さい。応援
しています！ 

◆ 番場晴美 今までの努力を自信に、これからも自分らしい人生を歩まれますよう願っています。 

文部科学省認可通信教育 

総合推進部 島袋 友美 

５ 

教職員から卒業生へのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 番場 晴美 

各担任から「前期卒業式の感想と、在校生の皆さんへ卒業に向けての励ましの言葉」をお届けします。 

平成 26年度前期卒業式…卒業生のみなさんご卒業おめでとうござい

ます。一人一人の努力の証を見る事ができ、胸がいっぱいです。何

かをやりとげたとき、自分の中で新たに感じる心があったかな… 

そんな今を過ごす事が出来ていたら、私も幸せです。本当によく頑

張りましたね(*^_^*) 担任の平安山先生と共に、みなさんの卒業を

心からお祝い申し上げます。在校生のみなさん、これからも一緒に

歩んでいきましょうね!!（副担任：横田） 

 

８ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

こんにちは、５・６番クラス担任の玉城です。 

２６年度前期卒業した皆様、卒業おめでとうございます。様々な気

持ちを抱いて本校へ入学した皆さんが、同じ高校卒業の目標を達成

した感動の卒業式でした。在校生の皆さんも、入学した頃の気持ち

を再確認して、自宅学習どんどん進めましょう！！ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは(*^_^*)/ 

9月7日(日)に前期卒業式が行われました。良い天気に恵まれ、在校

生や保護者、卒業生の友達が見守る卒業式は、いつもより大人に見

える卒業生みんなが本当に素敵で毎回感動します。卒業するまで本

当にいろんなことがありますが、あきらめずに高校卒業したい気持

ちがあれば必ず卒業できます！次は在校生の皆さんですので、卒業

に向けて一緒に前進していきましょう(^^)/ 

 

平成 26 年度前期卒業された皆さん、卒業おめでとうございます。 

4 月から１・２番クラスの担任となり、私自身もクラスに馴染めるかど

うか、卒業させてあげられるかどうか不安でしたが無事卒業式を迎える

ことができ、とても嬉しく思います。 

次は 3 月に卒業を控えている皆さんの番です。引き続き、 

全力で１・２番クラスの皆さんをサポートさせていただきます 

ので、不安なことや困ったことがあればいつでも連絡下さい！ 

一緒に解決し、成長し卒業を目指していきましょう♪♪ 

 

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

本当に素敵な卒業式でした。準備から片づけまで生徒さんの手で作

り上げていく卒業式だからこそ、暖かみのある式になるのだと思い

ます。これからも八洲の卒業生であることを誇りに思ってください。

私たち教職員も皆さんを卒業に導けたこと嬉しく思います。９月ス

クーリングに参加をした在校生の皆さんは自分の卒業のイメージが

湧いたと思います。次は皆さんの番です！！自分のペースで構いま

せん。一歩一歩卒業に向けて前進していきましょう(*^。^*) 

 



 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

後 期 日 程 

11/2(日)～ 11/7 (金)  【5泊】 10/6 (月)【消印】 10/10(金)【必着】 10/24(金)【消印】 

12/1(月)～ 12/10(水)  【9泊】 11/4 (火)【消印】 11/7 (金)【必着】 11/19(水)【消印】 

12/3(水)～ 12/10(水)  【7泊】 11/4 (火)【消印】 11/7 (金)【必着】 11/19(水)【消印】 

1/8 (木)～ 1/13 (火)  【5泊】 12/5 (金)【消印】 12/10(水)【必着】 12/19(金)【消印】 

2/14(土)～ 2/23 (月)  【9泊】 1/7  (水)【消印】 1/13 (火)【必着】 1 /23(金)【消印】 

2/16(月)～ 2/23 (月)  【7泊】 1/7  (水)【消印】 1/13 (火)【必着】 1 /23(金)【消印】 

3/4 (水)～ 3/9  (月)  【5泊】 2/5  (木)【消印】 2/12 (木)【必着】 2 /24(火)【消印】 

平成２６年度後期スクーリング案内 

文部科学省許可通信教育 

９ 

 
 
普段料理をしない方もこの機会にぜひ挑戦してみませんか？ 

 沖縄料理を作って！食べて！ 
 みんなでお腹いっぱいになりましょう。 
みなさんに楽しんでもらえるような内容を計画中です(^^♪    ☆リーダー☆比嘉 彩香 

※ 11月スクーリングは

少人数限定です。参加

申込が集中した場合

には、他月の集中スク

ーリングを案内する

場合があります。 

※ 平成 27年 2月スクー

リングの中で、26年度

後期卒業証書授与式

を挙行します。 

※ 3月スクーリングは、
平成 26年度後期卒業

となる生徒さんは参

加できません。 

 
 
 
2 月はオリンピックならぬ、八洲ンピックで盛り上がっちゃいます♪チーム戦で競技を行い、みん
なで協力して優勝を目指します！！また卒業式もあります。全員卒業できるように、みんなで一緒
に頑張っていきましょう( ´ ▽ ` )ﾉ たくさんの参加お待ちしています★ 

 

 

♪リーダー：中村成希♪ 

●音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）に

分かれて音楽活動をする予定です。内容を詳しく知りたい方は中村成希まで。 

沖縄料理スクーリング 1月 

１１月 沖縄芸術スクーリング 
「沖縄」をテーマに芸術活動を行います。１人ひとり

のペースで作業が出来ますので、ゆったりとした雰囲

気でスクーリングを過ごしたい方にお勧めです。 

３月「世界体験」スクーリング 

多国籍料理作りにチャレンジしよう♪(予定) 

世界の家庭料理作りを行って皆で試食予定です(*^_^*)／ 



「学習の手帳」P24で、 

履修科目と視聴対象の

NHK 高校講座名の対応

を確認してください。 

また、ゆんたく P14・P15 

「ＮＨＫライブラリー」で 

新しい放送日時を確認し

て下さい。 

 

教務部 島袋 瑠美 

 

 インターネットで公開されているＮＨＫ高校講座のライブラリー（テレビ・ラジオ再放送インタ

ーネットオンデマンド再放送）は１０月より番組改編となります。それに伴い、テレビ・ラジオで

視聴できない科目があるため、次の番組を視聴して視聴報告書を作成して下さい。 

 

●『生物Ⅰ』⇒『生物基礎』の番組を視聴し作成。 

●『情報 A』⇒『社会と情報』の番組を視聴し作成。 

●『英語Ⅱ』⇒『コミュニケーション英語Ⅱ』の番組を視聴し作成。 

●『オーラルコミュニケーションⅠ』⇒『コミュニケーション英語Ⅰ』 

の番組を視聴し作成。 

 

※ これら科目については、当面はインターネットオンデマンド再放送に限り

「2013年度ライブラリー」より視聴いただけますが、次回改編までに

配信休止となりますので、上記の番組を視聴することをお奨めします。 

 

NHK オンライン>>高校講座 HOME >>ライブラリーTOP >>ライブラリー2013 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/index_2013.html 

 

教務部 島袋 瑠美 

 

従来のパソコン向けの NHK 高校講座のオンデマンド再放送が、

スマートフォン、タブレット端末で視聴できるようになりました。

ホームページの利用に費用はかかりませんが、インターネット接続

に必要な通信料・パケット通信料などは視聴者負担になります（パ

ケット定額契約未加入の場合、通信料が高額になるおそれがありま

す。）。 

対応機種は iOSおよび Android 2.2以降かつ FlashPlayer搭載機

種となります。 Android 2.2 以降であっても、動画対応 FlashPlayer

がインストールされていない場合は再生できません。 

なお、各番組「学習メモ」は PDF形式で掲載されていますので、スマートフォン、タブレット端末

で表示する場合は、PDFビューワーがインストールされていることが必要です。 

ＮＨＫ高校講座ライブラリーの番組視聴について 

文部科学省認可通信教育 

スマホ・タブレットでＮＨＫ高校講座を視聴できます 

１０ 



            コーチングとは『相手の能力を引き出し、自発的な行動につなげ、目標達

成までのサポート』を示します。 

ビジネス・教育・家庭など、さまざまな現場で対話を重ねることにより、

相手の能力・本音、やる気を引き出して行動につなげたり、目標に向かって

取り組むことのサポートをする事で、相手が自分自身で「気づき」「考え」

「自発的に」行動出来るように促すコミュニケーション法ともいえます。 

私達スクールコーチは、子ども達の『無限の可能性』を信じています。コーチング、時にはティー

チングを通して子ども達と関わる事で、彼らが自分の人生にまっすぐに向き合い、自分らしく勇気を

持って歩めるように一緒に支援していきたいと考えています。また、子ども達だけではなく大人の方々

の支援も積極的に行っています。皆さん一人一人に寄り添ってサポートしていきます。 

【保護者向けコミュニケーションセミナー】 
 
 
 

 

教頭 中村 成希 
 

 
 
 

～家庭で活かせるコーチング体験～ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月講演会＆勉強会のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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指定校追加校のお知らせ 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：１０月４日（土）１３時３０分～１５時３０分（１３：００～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：阿宮 秀子 （ 日本スクールコーチ協会  沖縄支部  副支部長 ） 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本スクールコーチ協会 認定スクールコーチ・キャリア支援コーチ
（就職・進学支援・インターンシップ指導） 
・タイ古式フットマッサージセラピスト ・島ぞうり職人 

所在地 大学 学部・学科

東京都 日本医療ビジネス大学校 柔道整復科

福岡県 久留米歯科衛生専門学校 歯科衛生士科

出願期間が迫ってくる時期ですから、進学希望の学校がありましたら、

至急各担任までご連絡下さい。 

※ 指定校一覧は７,８月号の「ゆんたく」に掲載しています。 

また、その後の追加校に関しては 

学校 HP(http://study.jp/hs/yashima/student.html)をご覧いただくか、 

各担任にお問い合わせ下さい。 



１２ 

 

渉外広報部 玉城 健一 

岩井貴生校長の新著、『楽になる禅のおクスリ-人生の流れを

変える処方箋』（主婦の友社）が出版されました。 

どの話にも「なるほど！」と納得できるエピソードがあり、ど

んどん楽な気分になっていきます。 

お読みになりたい方は、アマゾンなどのインターネットストア

もしくはお近くの書店でお求めください。 
 
 

 

 

 

 

  -目次- 
   第１章 間違った心にあなた自身が振り回されていませんか 
   第２章 心の置き場所を少しばかり変えてみましょう 
   第３章「あー今日も幸せ」という生き方は目の前にあります 
   第４章 それがあなた自身の真の姿ではないはずです 
   第５章 思い込みや自我という余計な荷物、捨てませんか 
   第６章 生きる力はちょっとしたきっかけで湧き出てきます 
   第７章 強く生きるとは日々迷いながら生きていくことです 
   第８章 自分がこの世に存在する。なんとすばらしいことでしょう 
   第９章 さあ、この禅問答で楽になる総仕上げをしましょう 

渉外広報部 玉城 健一 

雑誌『The OVERTHERE "MATSUKAZE"』Autumn 2014に、岩井校長のコラムが掲載されました。 

岩井校長の新著紹介  

岩井校長のコラムが雑誌に掲載されました  

文部科学省認可通信教育 

【岩井校長のコメント】 迷い、苦しみ、憎しみも静かに流れを

眺めるうちどんどん遠ざかっていく…、そんな禅の智慧を是非

皆さんにお届けできれば幸いです。禅のおクスリを一服どうぞ。

この良薬は決して苦くありませんのでご安心を！ 



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 

１３ 

  【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 

●バンタン高等学院（東京校） 東京都渋谷区 

●アップスクール高等部 東京都板橋区 

●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 
●バンタン高等学院（大阪校） 
 

大阪府大阪市中央区 
ちゅ 

おお 
●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 

 



事務部 番場 晴美 

10月よりＮＨＫ高校講座の番組が改編されましたので、改編後の番組表を下記に掲載いたします。 

 

Eテレ 3（マルチ放送）2014年 10月～2015年 3月放送予定 

 

 

 

 

 

ラジオ第 2放送 2014年 10月～2015年 3月放送予定 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 
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通学スクーリング 

ＮＨＫ高校講座 ライブラリー放送 番組改編について 

文部科学省認可通信教育 

・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♪ 
 

１０月通学スクーリング １０月２９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。 

 

 

１０月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～）

1時間目
（10：00～11：20）

昼休み

（11：20～12：20）

2時間目
（12：20～13：40）

3時間目
（13：50～15：10）

化学Ⅰ/
化学基礎

コミュ英語基礎
情報A/

社会と情報

理総A/
科学と人間生活

コミュ英語Ⅰ 地理B

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

1年次(α) 2年次(β)

月 火 水 金

2:00～2:10

ベーシック英語 2:30～2:40

2:40～
3:00

家庭総合 地理
コミュニケー
ション英語Ⅰ

2:40～3:00 生物基礎 地学基礎

化学基礎

美術 I／書道 I

2:00～
2:20

2:20～
2:40

数学Ⅰ 2:10～2:30 国語表現

木

午
後

時刻／曜日

科学と人間生活
／社会と情報

日本史

月 火 水 木 金 土

午
後

11:40～
0:00

現代文 現代文 保健体育 保健体育 古典 古典

0:00～
0:20

0:20～
0:40

コミュニケー
ション英語 II

コミュニケー
ション英語 II

国語総合 国語総合

時刻／曜日

午
前



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

10/8 文字を使った式 10/6 科学技術の発展 10/8 ラブレターが来た！〈be 動詞〉

10/15 整式の加法・減法 10/20 植物の生育と光 10/15 なんだこりゃ？〈What?〉

10/22 整式の乗法 10/22 プロフィールを書こう！〈一般動詞〉

10/29 乗法公式 10/29 ５点アップ作戦(1)〈疑問文〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/8 英語への招待 10/10 宇宙のはじまり 10/10 文明の歴史と化学～化学と物質の深～い関係～

10/15 Back to the Basics 10/17 恒星の誕生と一生 10/17 純物質と混合物～分けられない物質と分けられる物質～

10/22 Lesson 1Hello, Everyone (1) 10/24 銀河 10/24 物質の三態～姿は違っても同じ物質～

10/29 Lesson 1Hello, Everyone (2) 10/31 天の川銀河 10/31 単体と化合物～分解できるか、できないか？～

毎週　火曜日　14:40～15:00 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

10/7 地球を旅する(1)～大陸と海洋～ 10/6 どう生きる？今どうする？ 10/9 生物の特徴

10/14 地球を旅する(2)～地形の変化～ 10/13 家族ってなに？ 10/16 細胞にみられる共通性と多様性

10/21 世界の気候 10/20 家族の役割を考えよう 10/23 生命活動を支える物質とエネルギー

10/28 熱帯と乾燥帯の気候とは～砂漠と熱帯雨林の暮らし～10/27 理想の結婚1？！ 10/30 代謝を進める酵素

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 10/9 国語表現はコミュニケーション

10/7 旧石器から縄文へ 10/13 情報社会をサバイバル 10/16 ことばに変える

10/14 弥生文化と小国家の形成 10/27 情報とメディア 10/23 声を出そう

10/21 大和王権と古墳文化 10/30 スピーチの方法

10/28 東アジアの動乱と国家建設

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/6 なんでもアート！～見つめる～ 10/13 書の世界～芸術としての書への入門～

10/20 チョーがつくアート 10/27 書の基本～もう一度初歩から～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/10 入門講座 (1)　 10/6 入門講座 (1) 10/6 入門講座 (1)英語で広がる世界

10/11 入門講座 (2) 10/7 入門講座 (2) 10/7 入門講座 (2)英語の学び方

10/17 ルリボシカミキリの青 (1)（福岡伸一） 10/13 「木の自由」を考えながら (1)（内山　節） 10/13 Lesson 1-1 My Friend in Hawaii (1)

10/18 ルリボシカミキリの青 (2)（福岡伸一） 10/14 「木の自由」を考えながら (2)（内山　節） 10/14 Lesson 1-2 My Friend in Hawaii (2)

10/24 隣の校庭 (1)（佐藤雅彦） 10/20 「私」という「自分」(1)（鷺沢　萌） 10/20 Lesson 1-3 My Friend in Hawaii (3)

10/25 隣の校庭 (2)（佐藤雅彦） 10/21 「私」という「自分」(2)（鷺沢　萌） 10/21 Lesson 1-4 My Friend in Hawaii (4)

10/31 スピーチする (1) 10/27 相棒 (1)（内海隆一郎） 10/27 Lesson 1-5 My Friend in Hawaii (5)

11/1 スピーチする (2) 10/28 相棒 (2)（内海隆一郎） 10/28 Lesson 1-6 Let's Try! 「紹介する時の表現」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/8 オリエンテーション～「保健体育」の楽しみ方～ 10/10 入門講座（1）古文をたのしむ

10/9 私たちの健康のすがた 10/11 入門講座（2）漢文をたのしむ

10/15 さまざまな健康のとらえ方 10/17 博雅の三位の笛（十訓抄）

10/16 ザ Interview(1) 10/18 大江山（古今著聞集）

10/22 健康と意志決定・行動選択 10/24 竹取物語（1）～火鼠の皮衣～

10/23 健康に関する環境づくり 10/25 竹取物語（2）～かぐや姫の昇天～

10/29 ザ Interview(2) 10/31 伊勢物語（1）～初冠～

10/30 人間にとって「動く」とは何か 11/1 伊勢物語（2）～小野の雪～

国　語　表　現

毎週　木曜日　14:10～14:30

保 健 体 育 古  典 
■　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）

国 語 総 合 現   代   文 コミュニケーション英語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　火曜日　14:00～14:20 隔週　月曜日　14:00～14:20

美　術 書　道
隔週　月曜日　14:20～14:40 隔週　月曜日　14:20～14:40

地  理 家　庭　総　合 生  物　基　礎

毎週　月曜日　14:40～15:00

日 本 史 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　水曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　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　水曜日　14:10～14:30 隔週　月曜日　14:00～14:20 毎週　水曜日　14:30～14:40

１５ 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 

※テレビ放送は、10月より全科目の放送曜日・時間帯が変わります。 



 

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（２９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 水  16 木  

2 木  17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月 １１月スクーリング申込〆切（消印） 21 火  

7 火  22 水  

8 水  23 木 ゆんたく発送 

9 木  24 金 
１１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切 

10 金 １１月スクーリング申込〆切（必着） 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月 体育の日 28 火 １１月スクーリングキャンセル返金可能〆切 (17:30) 

14 火 １１月スクーリング詳細発送 29 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 

15 水  30 木 １１月スクーリング返送書類必着 

   31 金  

編集後記 

 今号では平成26年度前期卒業証書授与

式の様子をお届けしました。卒業生のみな

さん、ご卒業おめでとうございます！ 

 １０月からは後期が始まります。在校生

のみなさんも、卒業に向かって一歩一歩進

んで行きましょう♪ 
 

横浜分室 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 
横浜分室 番場 晴美 
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