
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２    校長挨拶「新年を迎えるにあたって」 

・ ｐ３    担任からのメッセージ「新年の抱負」 

・ ｐ４    １２月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ５    年末年始のお知らせ ／ １月通学スクーリング時間割 

・ 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    ２月行事予定 

 

 

 

 
 

１１２２月月ススククーーリリンンググ★★八八洲洲ラライイブブ２２００１１４４★★をを開開催催ししままししたた！！  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

平成２６年１２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。 



  校長 岩井 貴生 

 

今年は皆さんにとってよい一年だったでしょうか。年はじめに抱いた一年の抱負は達成できましたか。

良い一年でなかった人は、「最後良ければ全て良し」と思って、残り数日を有意義に過ごしてみてくだ

さい。そして今年いろいろとあった嫌なことを全て忘れて、新鮮な気持ちで新年を迎えましょう。 

「一年の計は元旦にあり」という言葉があります。実はこの言葉は元々、「一日の計は朝にあり、一

年の計は元旦にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり」というフレーズの一部です。つまり、

「はじめ良ければすべてよし」と言った意味ではなく、一年の計とは毎日の勤勉の積み重ねが重要であ

るということを言っているのです。 

皆さんの高校卒業も同じですね。一枚一枚のリポートとスクーリングの参加を積み重ねたうえに、「高

校卒業」資格を取得することができます。まさに「卒業の計は、日々の努力にあり」ということだと思

います。 

 努力は嘘をつきません。少ししか努力しなかった人は、それなりの結果しか出ませんし、長く辛抱

強く努力を続けた人は、それだけ満足度の高い結果を得ることができます。皆さんが目指す「高校卒業」

の資格は、決して簡単に取得できるものではありません。だからといって、絶対に無理なことでもあり

ません。自分がやらなければならない目の前のことを、しっかりと毎日こなしさえすれば、きっと高校

卒業という目標に確実に近づくはずです。 

さて、お正月といえば「初夢」です。初夢で見ると縁起がよいとされるものは、第一位が「富士山」、

第二位が「鷹」、第三位が「ナス」と言われています。富士山は「最

高嶺・末広がり」なので最も良いとされるのでしょう。次の鷹は「上

昇」、三位のナスは「座頭に毛がない」（怪我がない）という意味が

あるようです。さて、皆さんはどんな初夢を見るでしょうか。 

 みなさんにとって２０１５年が笑顔のあふれる素晴らしい年に

なるよう、心から願っています。よいお年をお迎えください。 

新年を迎えるにあたって 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

２ 



事務部 番場 晴美  

新年を迎えるにあたり各担任の「新年の抱負」をお聞きしました♪今年もよろしくお願いします。 

９・０番クラスの皆様、９月２６日に長男を出産し、１２月１日か

ら復帰しました平安山智子です。 

新年の抱負は、育児と仕事の両立です。現在は３歳、２歳、０歳

の育児中です。自分の子どもに教わったことを学校で活かし、学校

で生徒さんに教わったことを家庭で活かそうと思っています。 

決しておごることなく謙虚に学ぶ姿勢で頑張りますのでどうぞ、宜

しくお願いします。 

３ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

●担任(玉城健一)の抱負 

５・６番クラス、全員高校卒業！！ 
●副担任(櫻井綾子)の抱負 

友美先生と区別してもらえるように、キャラを全面的に

押し出してパワーアップする！！ 

皆さん、こんにちは(*^_^*)  

来年度の抱負は担任、副担任ともにダイエットです♪ 

くびれボディを作ろうと思っていますので、気づいて下さいネ(笑) 

皆さんの抱負もスクーリング時に教えてくれると嬉しいです♪ 

素敵な年末をお過ごしください(*^_^*)／ 

２０１５年はとにかく笑顔で１日１日を過ごしていきたいなと思い

ます。疲れてても笑顔、怒っていても笑顔、お腹が痛くても笑顔、

とにかく私にしか出せないとびきりの笑顔で皆さんと過ごしていき

たいと思います！皆さんの笑顔にもお会いできるのを 

楽しみにしています( ´ ▽ ` )ﾉ 

２０１４年もたくさんの思い出、ありがとう((^∀^*)) 

 

今年も皆さんにとって素敵な一年でありますように・・・ 

心から応援しています。去年できなかったことに今年は挑戦してみ

ませんか。私も今年は去年できなかったことしたいと思い、 

二つ目標を立てました！！ 

① ボルダリングに挑戦 

② 伊江島タッチューに登る 

 

 



事務部 番場 晴美 
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１２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☆ 
 
 初めてのスクーリングでなれないことばかりだったけど、まわりの人達がみんな優しくて、いろいろ教えても

らえたり、長いスクーリングの間にできた友達のおかげでさびしく過ごすこともなかったので、とてもよい思

い出がつくれたと思います。 

 初日はめっちゃ帰りたかったけど１日１日が過ぎていくうち、帰りたくなくなった！この学校にしてよかった

とすごく思う。学校って嫌いだったけど大好きになった。 

 最初のスクーリングで友達出来るか心配だったけど、みんな話しかけてくれて先生なんかも友達みたい
に接してくれてうれしかった。いろいろあったけど本当にこの学校にこれて良かったと思う。また来年
楽しく過ごせるように頑張りたい。 

 
 まわりはだいたい年下で驚いたけど、同室の子達はみんなとってもいい子で、３才か４才若返った気分

で本当に高校生になれて楽しかった。 
 

 一人の時間がちゃんとあって、でも友達もできて先生たちがとても優しくて初のスクーリングとても楽
しかったです。また来年もよろしくお願いします。 
 

 。。。 

～～～ゴゴゴスススペペペルルル部部部門門門～～～   ～～～三三三線線線部部部門門門～～～   

～～～バババンンンドドド部部部門門門～～～   
～～～ハハハンンンドドドベベベルルル部部部門門門～～～   

 



事務部 板谷 幸恵 

 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 

■ 仕事納め １２／２６（金）１７：３０まで 

■ 休業   １２／２７（土）～１／４（日） 

■ 仕事始め １／５（月）８：３０から 

 

緊急の時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 

１・２番 島袋（友）クラス 090-6869-8550 shimabukuro@yashima.jp 

３・４番 佐藤クラス 090-6869-8551 asato@yashima.jp 

５・６番 玉城クラス 090-6869-8552 ktamashiro@yashima.jp  

７・８番 島袋（瑠）クラス 090-6869-8553 rumis@yashima.jp 

９・０番 平安山クラス 090-6869-8554 thenzan@yashima.jp  

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

５ 

通学スクーリング 

年末年始のお知らせ 

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♪ 
 

１月通学スクーリング １月５日[月] 

・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）

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α・β・γ

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理科総合/
科学と人間生活

現代文/
現代文B

古典

国語総合
生物Ⅰ/
生物基礎

ＯＣＩ
 



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 

●東京キャンパス（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 

 



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

1/7 ２次方程式とその解き方 (2) 1/5 衣料の科学 1/7 ５点アップ作戦 (3) 〈have to〉

1/14 関数 1/19 プラスチックの科学 1/14 何してる？ 〈現在進行形〉

1/21 ２次関数とそのグラフ (1) 1/21 ブログを書こう 〈１学期のまとめ〉

1/28 ２次関数とそのグラフ (2) 1/28 この夏、何をした？ 〈過去形・疑問文〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/7 Lesson 5 Lifelong Friends (1) 1/9 中生代 1/9 金属と金属結合 ～金属はピカピカしてるだけじゃない～

1/14 Lesson 5 Lifelong Friends (2) 1/16 新生代 1/16 分子の性質 ～身の回りの酸素は原子？分子？～

1/21 Let's Communicate! - 3 1/23 地層の形成 1/23 分子の形成 ～分子の模型を作ろう！～

1/28 Back to the Basics 1/30 環境変化を記録する地層 1/30 分子でできている物質 ～有機化合物 ～炭素があるから有機なのだ！～

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

1/6 水から世界を考える 1/5 高齢者との幸せな関係は？ 1/8 DNAとタンパク質合成

1/13 工業の世界地理 1/12 地域と社会と高齢者 1/15 タンパク質とその分配

1/20 どうする？　ニッポン ～農林水産＆工業～ 1/19 相手を大切に思うのなら… 1/22 生命現象を支えているDNA (1)

1/27 地域の宝を発掘せよ！ ～観光産業～ 1/26 安心できる社会って？ 1/29 生命現象を支えているDNA (2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/6 室町幕府の創設 1/12 プレゼンテーションの極意 1/8 「二次創作」に挑戦

1/13 室町時代の交易と文化 1/26 インターネットって何？ 1/15 大脳と表現すること

1/20 戦国大名 1/22 「よく考える」ってどういうこと？

1/27 織田信長 1/29 連絡文の書き方

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/5 色彩の鍵をつかめ 1/12 漢字の書 (3) ～彫った書～

1/19 漫画はやっぱりおもしろい ～人物～ 1/26 文化を伝える書 ～写経～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/9 手技に学ぶ（2）（前田英樹） 1/5 短歌と俳句 (2) 「犬」 1/5 Lesson 4-5 The Spirit of the Forest (5)

1/10 討論する（1） 1/6 短歌と俳句 (3) 「猫」 1/6 Lesson 4-6 Let's Try ! 「注意を促す時の表現」

1/16 討論する（2） 1/12 短歌と俳句 (4) 「蝶」 1/12 Lesson 5-1 Girl with a Pearl Earring (1)

1/17 徒然草（1）亀山殿の御池に （兼好法師） 1/13 短歌と俳句 (5) 「走る・歩く」 1/13 Lesson 5-2 Girl with a Pearl Earring (2)

1/23 徒然草（2）奥山に、猫またといふものありて （兼好法師） 1/19 短歌と俳句 (6)  「飲む・食う」 1/19 Lesson 5-3 Girl with a Pearl Earring (3)

1/24 徒然草（3）雪のおもしろう降りたりし朝 （兼好法師） 1/20 孤独を友とせよ (1) （新野哲也） 1/20 Lesson 5-4 Girl with a Pearl Earring (4)

1/30 枕草子（1）うつくしきもの (清少納言) 1/26 孤独を友とせよ (2) （新野哲也） 1/26 Lesson 5-5 Girl with a Pearl Earring (5)

1/31 枕草子（2）うつくしきもの (清少納言) 1/27 ブータンの時間 (1) （今枝由郎） 1/27 Lesson 5-6 Let's Try ! 「印象を述べる時の表現」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/7 スポーツと経済 1/9 枕草子 (1) ～春は、あけぼの～

1/8 ドーピングとスポーツ倫理 1/10 枕草子 (2) ～うつくしきもの～

1/14 現代の感染症 1/16 枕草子 (3) ～中納言参り給ひて～

1/15 感染症の予防 1/17 枕草子 (4) ～御方々、君たち～

1/21 性感染症・エイズとその予防 (1) 1/23 枕草子 (5) ～鳥は(1)～

1/22 性感染症・エイズとその予防 (2) 1/24 枕草子 (6) ～鳥は(2)～

1/28 応急手当の意義とその基本 1/30 論語 ～三人行、必有我師焉 / 其恕乎～

1/29 心肺蘇生法 1/31 孟子 ～仁人心也～

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

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（８日～１３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 木 元日、学校休業日 16 金  

2 金 学校休業日 17 土  

3 土 学校休業日 18 日  

4 日 学校休業日 19 月  

5 月 

☆通学スクーリング（自由参加） 

１月スクーリング返送書類必着 

１月スクーリングキャンセル返金可能〆切(12:30) 

20 火  

6 火  21 水  

7 水 ２月スクーリング申込〆切（消印） 22 木  

8 木 ●１月スクーリング● 23 金 
２月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切 

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 成績発送 

12 月 成人の日 27 火 
ゆんたく発送 

２月スクーリング返送書類必着 

13 火 ２月スクーリング申込〆切（必着） 28 水  

14 水  29 木  

15 木 ２月スクーリング詳細発送 30 金  

   31 土  

編集後記 

 いよいよ今年も一年の締めくくりの月を

迎えました。過ぎてみれば一年の過ぎる早

さを実感します。この一年は皆さんにとっ

てどんな年でしたか？ 残すところあと数

日、忙しい年の瀬を乗り切り、どうぞお元

気でよい年をお迎えください。 

   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 

 

 

 

 

 


