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平成２６年１１月２６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。 

色あざやかな 
＂ジェルキャンドル＂を作りました！ 



事務部 板谷 幸恵 

  

 

２ 

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☆ 
 
 人数も少なくて雰囲気もゆっくりのんびりで、とてもリラックスして過ごせました。通しで参加するのが初め

てだったんですがとても短く感じました。楽しかったです！ 

 知らない人ばかりの空間に一人でつっこんで不安しかなかったけど、なんだかんだ楽しかったです！ありがと

うございました！ 
 
 今回のスクーリングに参加して最初はとても緊張していて大丈夫かなぁと思っていたけど、最後はとて

も楽しかったです。 
 

 最初は不安しかなかったけど、先生が一日一日じゃなくて１時間１時間を頑張ってみてって言ってくれ
て少しずつ頑張れるようになった。「やればできる」って言葉、嫌いだったけど信じてみようと思った。 

 初めてのスクーリング参加で不安もいっぱいありましたが、横田先生の笑顔と先生方の対応に、徐々に
不安もなくなってハードだったけど充実した５日間でした。ありがとうございます。 



事務部 板谷 幸恵 

各担任から皆さんへ、「スポーツの秋・食欲の秋・芸術の秋」をテーマにお届けします。 

秋は気持ちよく過ごす事が出来る季節(*^_^*) 

だから、のんびり、ゆったり、まったり過ごすのもいいかも!! 

私の秋は、秋風を感じながら昼寝をする事がブーム♫ 

そして、寝る前に、本を読みながらいつの間にか寝ている瞬間が最高!! 

こんなのんびりな時間も人生には必要かもしれないなぁ…と感じる今日

この頃です☆（副担任：横田） 

 

３ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

５・６番クラスの皆さん、こんにちは！ 『芸術の秋』ということで、 

11 月スクーリングでは生徒さん達と一緒にジェルキャンドル＆シーサ

ー作りに挑戦しました！ 初めて挑戦した方が多く始めるまでは不安で

したが、とても楽めました！ 皆さんも興味のあることや少しでも挑戦

したいことがありましたら、是非挑戦してみて下さい！ 前向きなスク

ーリング参加、お待ちしています♪♪♪ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは(*^_^*)/今年の秋は「スポーツの

秋」を目標に、久しくしていなかったウォーキングに取り組みイベント

に参加しようとひそかに思っています。今年度後期のテーマには料理、

スポーツなどありますので参加したい月に向けて体を動かしたりおいし

いものを食べたり料理作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

スクーリングで皆さんの近況報告お待ちしています(*^_^*)／ 

 

いろいろな秋がありますが、私は断然「食欲の秋」です（笑）でも今年

度はスポーツで盛り上がって行きたいと思います！！2 月スクーリング

は八洲ンピックと題してみんなで汗を流して熱き戦いを繰り広げるスク

ーリングとなっています。2 月は沖縄と言えども寒いです。その寒さを

吹き飛ばすぐらいにみんなで白熱していろいろ 

な競技でみんなと楽しめたらいいなと思います。 

みなさんの参加を心からお待ちしています♪♪ 

秋と言えば、さんまに栗に焼き芋など、想像するだけでよだれが出てき

そうですね。コンビニに行けば限定商品がずらり(*^。^*)まさに食欲の

秋ですが・・・。 

食欲を抑えたいわたしは、運動を始めることにしました！！ 

まずは家の中で出来ることから。テレビを見ながら踏み台 

昇降運動をしています（笑）あとは子どもを抱っこしながら 

スクワット！これがなかなかキツいんです・・・。 

みなさんは秋と言ったら何を想像しますか。 



１１月スクーリングリーダー 玉城 健一 

１１月スクーリングで生徒さんが制作した作品をご紹介します。 

彩色した完成版シーサーは、談話室に１年間展示しますので、スクーリングの際にはぜひ実物をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 
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通学スクーリング 

談話室への作品展示について 

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♪ 
 

１２月通学スクーリング １２月２日[火] 

・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。 

 

 

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 18:50-19:30

12限 19:30-20:10

13限 20:20-21:00

14限 21:00-21:40

情報A
社会と
情報

地学Ⅰ 地学基礎

理科総合Ａ
科学と
人間生活

国語総合 英語Ⅱ 化学Ⅰ 化学基礎

学習会 英語Ⅱ
オーラル・コミュ
ニケーションⅠ

英語Ⅰ コミュ英語Ⅰ 地理Ｂ

英語Ⅰ コミュ英語Ⅰ 地学Ⅰ 地学基礎

日本史Ｂ 日本史Ｂ

学習会

12/2（火） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

生物Ⅰ 生物基礎 美術Ⅰ書道Ⅰ



 

 

校長 岩井 貴生 

  

 最近、数十年ぶりに『徒然草』を読みました。今読み直すと、結構面白いですね。最近、テレビや博物館

の展示会などでも古典の世界が取り上げられ、脚光を浴びているようです。 

 そこで今回は皆さんに、『徒然草』から一つ話を紹介したいと思います。今の時代を生きる私たちにも通

じるものがあると思います。 

 是非、自分自身の日頃の振る舞いと照らし合わせながら、読んでみてください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

仁和寺の或る僧侶が、はじめて石清水八幡宮にお参りに行った時の話。 

 この僧は、八幡宮の山の麓にある極楽寺や末社を石清水八幡宮だと勘違いして、ここだけ参拝して帰っ

て来てしまった。 

 その後、友人に「長年の思いがやっと叶った。噂で聞いていた以上に立派だった。それにしても参拝者が

みんな山を登っていたが、山の上に何があるだろうか。私も行きたかったが、今回は八幡様のお参りが目的

だったので、山の方までは行かなかった」と話した。 

 ちょっとしたことでも、案内人は必要だとつくづく思う。            （第五十二段） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

 それにしても「無知は滑稽」とは、まさにこの仁和寺

の僧侶を指すのでしょうね。この話から学ぶべきことは、

「独りよがりの判断には要注意」といったところでしょう

か。 

 この話を聞かされた友人は、「えっ、石清水八幡宮っ

てそこじゃないんですけど…」と言いたくても言えなか

ったのでしょうね。 

 仁和寺の法師も、一生に一度の大切なお参りで、本

来の目的を達成せずに帰ってきてしまったことを知っ

たら、さぞかし悲しむに違いありません。 

 兼好のつぶやきも、結構きびしいですね。 

 皆さんもこの仁和寺の法師のように、知ったかぶって

大恥をかいたことはありませんか。 

 無知であることが自分で自覚できればまだいいので

すが、この仁和寺の法師のように誰も指摘してくれず、

「裸の王様」になっているのは、ある意味残酷です。 

 恥をかくことは、成長するための糧となります。恥を

かくということは、誰かが自分の過ちを公に指摘するということです。兼好の言葉でいえば、「すこしの事に

も先達はあらまほしきことなり」です。恥をかくことは嫌なことですし、恥ずかしいことですが、自分の成長

のためには有り難いことでもあるのです。 

                    

校長コラム －今、古典がおもしろい！－  

文部科学省認可通信教育 

５ 

≪編集より≫ 

校長ブログ『八洲人』も更新中！ぜひご覧ください♪ 

http://ameblo.jp/yashima-jin/ 



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 

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 

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 ●ＯＳＥアカデミー（さくら進学ゼミ） 千葉県佐倉市 

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 東京都板橋区他 

●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 

 



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 不等式とその性質 12/1 微生物の利用 12/3 Ｗから始めよう！〈When? / Where?〉

12/10 不等式の解き方 12/15 科学と人間生活 12/10 決めセリフを “叫べ”〈命令文〉

12/17 不等式の利用 12/29 休止 12/17 自慢できるぜ！〈can〉

12/24 ２次方程式とその解き方 (1) 12/24 マストな心得！〈must〉

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

12/3 Lesson 3 Kawaii Culture (2) 12/5 太陽系の広がりと地球 12/5 電子殻と電子配置～原子の数と並びが原子の性質を決める～

12/10 Let's Communicate! - 2 12/12 原始地球の誕生 12/12 元素の周期表～周期表の見方を知ろう！～

12/17 Lesson 4 A Symphony of Soup and Noodles(1) 12/19 先カンブリア時代 12/19 イオンの形成～失いやすい原子と受け取りやすい原子

12/24 Lesson 4 A Symphony of Soup and Noodles(2) 12/26 古生代 12/26 イオン結合とイオン結晶～硬いけれど壊れやすい結びつき～

12/31 休止 1/2 休止 1/2 休止

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

12/2 食と農業の世界地理 12/1 子どもは誰が育てる？！ 12/4 DNAの構造

12/9 林業・水産業と世界の自然環境 12/8 さあ、どんな親になろう？ 12/11 DNAの正確な複製

12/16 飽食と飢餓の世界地理～さまざまな食料問題～ 12/15 いろんな子どもに目を向けよう！ 12/18 細胞分裂とDNA(1)

12/23 エネルギーの世界地図 12/22 いつかはみんな年をとる 12/25 細胞分裂とDNA(2)

12/30 休止 12/29 休止 1/1 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 12/4 励ますことば・傷つけることば

12/2 院政と荘園 12/8 ディジタルだからできること 12/11 励ますことば・受け入れることば

12/9 鎌倉幕府の誕生 12/22 情報が伝わる仕組み 12/18 ことばを遊ぶ

12/16 承久の乱と執権政治 12/25 川柳を作ろう

12/23 モンゴル襲来 1/1 休止

12/30 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/1 あなたのまわりの誰か(3)～イラストとアニメ～ 12/8 漢字の書 (1)～楷書の基本は臨書から～

12/15 さらに描く～風景・版画～ 12/22 漢字の書 (2)～さまざまな表現～

12/29 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/5 訓読の基本 (1) 12/1 永訣の朝 (1)（宮沢賢治） 12/1 Lesson 3-3 Crossing Language Barriers(3)

12/6 訓読の基本 (2) 12/2 永訣の朝 (2)（宮沢賢治） 12/2 Lesson 3-4 Crossing Language Barriers(4)

12/12 守株（韓非子） 12/8 この世（中江俊夫） 12/8 Lesson 3-5 Crossing Language Barriers(5)

12/13 虎借威（戦国策） 12/9 情けは人の…… (1)（俵　万智） 12/9 Lesson 3-6 Let's Try! 「気づかう時の表現」

12/19 五十歩百歩(孟子) 12/15 情けは人の…… (2)（俵　万智） 12/15 Lesson 4-1 The Spirit of the Forest(1)

12/20 未来をつくる想像力(1)(石田英敬) 12/16 空虚なコミュニケーション(1)（野口恵子） 12/16 Lesson 4-2 The Spirit of the Forest(2)

12/26 未来をつくる想像力 (2)（石田英敬） 12/22 空虚なコミュニケーション(2)（野口恵子） 12/22 Lesson 4-3 The Spirit of the Forest(3)

12/27 手技に学ぶ(1)（前田英樹） 12/23 短歌と俳句 (1)はじめに 12/23 Lesson 4-4 The Spirit of the Forest(4)

1/2 休止 12/29 休止 12/29 休止

1/3 休止 12/30 休止 12/30 休止

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/3 運動と健康 12/5 中国の詩 峨眉山月歌・臨洞庭

12/4 休養・睡眠と健康 12/6 日本の詩 送夏目漱石之伊予

12/10 喫煙と健康 12/12 方丈記（1）～ゆく川の流れ～

12/11 飲酒と健康 12/13 方丈記（2）～安元の大火～

12/17 薬物乱用と健康(1) 12/19 万葉集（1）

12/18 薬物乱用と健康(2) 12/20 万葉集（2）

12/24 オリンピックと国際理解 12/26 古今和歌集

12/25 ザ Interview(4) 12/27 新古今和歌集

12/31 休止 1/2 休止

1/1 休止 1/3 休止

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

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

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

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

７ 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 

※「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。 



 

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 月 ●１２月スクーリング：９泊● 16 火  

2 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 水  

3 水 ●１２月スクーリング：７泊● 18 木  

4 木  19 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 

5 金 １月スクーリング申込〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火 天皇誕生日 

9 火  24 水  

10 水 １月スクーリング申込〆切（必着） 25 木  

11 木  26 金 ゆんたく発送 

12 金 １月スクーリング詳細発送 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 学校休業日 

15 月 成績発送 30 火 学校休業日 

   31 水 学校休業日  （※1/5 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。今年何か思い出に残ったことはあり

ますか？だんだん寒くなってきますが、風

邪をひかないように深まる秋・冬を楽しく

過ごしましょう♪ 

 

横浜分室 板谷 幸恵 

 

 

 

 

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 

 


