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平成２７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。 



２月スクーリングリーダー 島袋 友美 

 

 

２ 

２月≪八洲ンピック!!≫スクーリング スタート 

文部科学省認可通信教育 

学学習習会会でで  

リリポポーートト作作成成 

先生とマンツーマンでスイスイ作成 

自力でコツコツ派、つまづい
たら傍らの先生に聞こう！ 

 友達の団結力でバリバリ作成  

リポートを作成したら 

記載に不備はないか先生の 

確認を済ませて・・ 

持参したり学校で作成したリポートは 

職員室のポストに投函で提出完了！ 

入校式 

リポートを作成したら・・ 

 八八洲洲ンンピピッックク 

「八洲ンピックボード」 

の前でレクリレー選手 

緑チーム 

卓球大会 

勝利への練習 

青チーム団結の 

自己紹介ゲーム 

花紙おって 

卒業式の準

備も着々！ 



事務部 板谷 幸恵 

各担任から皆さんへ、「私のメリハリ」をテーマにお届けします。 

私は消極的休養（身体を休めてリラックス）と積極的休養（心と体のリフレッシ
ュ）を上手に使い分けて生活をしています。ある時はアロマオイルを焚いてリラ
クゼーション風の音楽を聴きながら睡眠。ある時は絶景ポイントにあるカフェで
美味しいケーキとコーヒーでリラックス。そしてある時はカラオケで歌って歌っ
て歌いまくる。そして思いっきりスポーツをして汗をかいてリフレッシュ！そし
て、感動的なドラマを観て思いっきり泣く！最近はこの全てを我が子と共にし
ています。自分なりのエネルギー補給の方法がまだ見つかっていない方、見
つけられたら今まで以上に充実した生活を送れるようになるはず。是非見つけ
てくださいね！ 

３ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

リラックスの方法・・・、１日数分でも良いので自分の落ち着く時

間を持つことが大切だと思います。食事、人間関係、職場、学校、

家庭・・・、イライラしてしまうことは誰でも必ずあります。そん

な時、ただ相手にぶつけるだけだと前に進まないので、どうにか消

化する方法を見つけます。消化し切れない気持ちは自分だけの時間

を作って、好きなことで解消することが一番です！！ 

皆さん、こんにちは(^^)/日々の生活はいかがお過ごしでしょうか？
今回は、私のメリハリについて紹介します。朝起きるのがつらい時
もあるため、お仕事の日は朝ご飯を食べてエネルギーを補給して好
きな英語のラジオ番組を聞きながら仕事に向かいます。お休みの日
はたっぷり睡眠をとり、甘いものを食べながらお笑い番組を見て、
思いっきり笑うと幸せです。また、天気のいい日はお散歩して海を
見ながらぼーっとする時間も幸せだと感じます。少しでも幸せだと
思える時間を、日々感じながら過ごせるといいですね(*^_^*)皆さん
からの充実した時間の過ごし方も教えて下さいネ♪ 

私が今一番心がけているのが体調管理。スクーリングで皆さんと元気い

っぱいで会いたいから、日頃から体調を崩さないように努力しています。

でも私でも気持ちが沈んでしまう時があります(-＿-)。そんな時は友達

と思い切り遊び、友達からパワーをもらい心も体もリフレッシュさせて

います。皆さんも自宅学習などやるべきことが多いと思います。 

そんな中でも自分の好きな時間を大切にして、 

一日一日を過ごしてくださいね♪ 

 

私は子どもと一緒に「早寝、早起き、朝ご飯」を心がけています。生

活リズムを整えることは難しいかもしれませんが、皆さんも「早寝、

早起き、朝ご飯」始めてみませんか。早起きも慣れると苦ではなくな

ります。朝の陽ざしを浴びて一日が始まるってすごく気持ちがいいで

すよ(*^。̂ *)私のリラックス方法は感動するドラマや漫画を見て思いっ

きり泣くことです。感動して泣くって、こころが温かくなります。皆

さんおすすめのドラマや漫画があればぜひスクーリング中に教えてく

ださいね♪ 



 

教務部 島袋 瑠美 

 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（金）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（金） ～  3月 31日（火）  当日必着 4 月 15日（水） 

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

 

※ 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27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[木] 

・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）

書道Ⅰ
情報/

社会と情報
化学Ⅰ/
化学基礎

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

体育α コミュ英語Ⅰ 地理Ｂ



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校では、新たに「資格の取得コース」を設置する事となりまし

た。本学の在校生なら特別受講料にてチャレンジする事が出来ます。また、卒業生・保護

者の方も特別受講料で可能な資格もあります。ご興味のある方は、ご連絡下さい。 

（※今後、資格の種類がまだ増えていく予定。） 

 

 

「資格の取得コース」設置のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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● ２０１４年度沖縄タイムス伝統芸能選考会 琉球古典音楽器楽「太鼓の部」優秀賞・「舞踊の部」 

新人賞  猪野屋楓さん（沖縄県出身） 

 
 

 

 

総合推進部 鈴木 啓之 

八洲学園大学では第１学期(４月入学) を募集しています。 

 

２７年度 第１学期（４月入学）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 

 ●通学不要（学習はすべてネット上で行う） 

 ●資格取得（図書館司書など４つの国家資格を取れる） 

 ●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

【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。 

まだ間に合う！ 八洲学園大学 ４月入学 

自分のペースで卒業できる 

日本初のインターネット大学 

７ 

文部科学省認可通信教育 



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 

８ 

  【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 

●早稲田育英ゼミナール（浦添校） 
  

沖縄県浦添市 

 



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

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

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

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/6 （休止） 3/2 （休止） 3/2 （休止）

3/7 （休止） 3/3 （休止） 3/3 （休止）

3/13 （休止） 3/9 （休止） 3/9 （休止）

3/14 （休止） 3/10 （休止） 3/10 （休止）

3/20 里山物語 (1) (日高敏隆) 3/16 こころ (1)（夏目漱石） 3/16 Reading 1 Mujina (1)

3/21 里山物語 (2) (日高敏隆) 3/17 こころ (2)（夏目漱石） 3/17 Reading 1 Mujina (2)

3/27 （休止） 3/23 （休止） 3/23 （休止）

3/28 （休止） 3/24 （休止） 3/24 （休止）

4/3 りんごのほっぺ(1)　 3/30 こころ (3)（夏目漱石） 3/30 Lesson 7-1 A Microcosm in the Sea (1)

4/4 りんごのほっぺ(2)　 3/31 こころ (4)（夏目漱石） 3/31 Lesson 7-2 A Microcosm in the Sea (2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/4 （休止） 3/6 （休止）

3/5 （休止） 3/7 （休止）

3/11 （休止） 3/13 （休止）

3/12 （休止） 3/14 （休止）

3/18 交通社会における運転者の資質と責任 (1) 3/20 平家物語（1）～忠度の都落ち(1)～

3/19 交通社会における運転者の資質と責任 (2) 3/21 平家物語（2）～忠度の都落ち(2)～

3/25 （休止） 3/27 （休止）

3/26 （休止） 3/28 （休止）

4/1 安全な交通社会づくり 4/3 平家物語（3）～能登殿の最期(1)～

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

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

９ 

「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～９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 日  16 月  

2 月  17 火  

3 火  18 水 後期のリポート・視聴報告書提出〆切 

4 水 ●３月スクーリング● 19 木  

5 木  20 金 科目追加登録のお知らせ発送 

6 金  21 土 春分の日 

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火  

10 火  25 水 成績発送 

11 水  26 木  

12 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

   31 火 ゆんたく発送 

編集後記 

 平成2６年度スクーリングも残すところ
あと 1 回となりました。3 月２０日には
新年度前期の科目追加登録の申請書を発
送いたします。登録が必要な生徒さんは忘
れないように登録して、次のステップに進
みましょう。 
困ったことや不明な点があれば 
担任の先生に相談して下さいね。 

横浜分室 番場 晴美 

１０ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

  

 


