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５５月月『『アアニニママルル』』、、  

６６月月『『沖沖縄縄料料理理』』ススククーーリリンンググをを開開催催ししままししたた！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

平成２７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 板谷 幸恵  

 今年度最初のスクーリングは・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

 沢山の生き物と触れ合えたのがとても楽しかった。 

 美ら海水族館のオキちゃんショーの舞台にあがれて良かった。 

 授業での先生の話がゆっくり丁寧に教えて下さったのでとても分かりやすかった。 

 初スクーリングで不安だったけど終わったら少し寂しい気持ちです。 

 知らない人だらけだったけど今までのスクーリングの中で1番楽しく過ごせた！ 

 蛇に触れる事が出来て良かった！ 

 

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 

２ 

ヘヘビビとと一一緒緒にに「「ははいいポポーーズズ」」♪♪  

◆◆ババッッククヤヤーードドツツアアーー◆◆  

トトカカゲゲののトトゲゲををツツンンツツンン☆☆  

ヘヘビビーーッッ！！！！  

トトリリママーー体体験験中中・・・・・・  

セセララピピーードドッッググ  



５月スクーリングリーダー 櫻井 綾子  

  

５月のテーマ、アニマルにちなんで、沢山の動物ゲストを招いてのスクーリングとなりました。 

特別活動の内容を一部ご紹介します  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、５月アニマルスクーリング レポートでした！  

スクーリングは毎月、異なるテーマで開催しています。気になるテーマを探して参加してみてくださいね、待ってます！ 

 

 

５月スクーリング 特別活動紹介 

文部科学省認可通信教育 

３ 

【１日目】：入校式と働くワン ちゃんの紹介とふれあい交流♪ 

５泊６日を一緒に過ごす八洲んちゅと出会う入校式。 

全国各地からあつまった仲間と共に、沢山の犬とふれあいました。 

沖縄各地から集合してくれたのはお仕事をするワンちゃん（災害救助犬・委託警察犬・

セラピードッグ）たち７頭。 

実際に東日本大震災の救助活動でも活躍したワンちゃん（ドーベルマン）のお仕事の

デモンストレーションはすごく頼もしかったです☆彡 

 

【４日目】：イルカトレーナーさんと行く！ 海洋博公園 イルカバックヤードツアー  

この日は学校を飛び出し、海洋博公園へGO！。 

ウミガメ館で大小さまざまなウミガメ と記念撮影。 

その後、イルカのトレーナーさんに案内してもらいながら普段は見る事のでき

ないバックヤードを案内してもらいました。 

オキちゃん劇場のステージから覗くイルカはとても人懐こくて、私たちにも近

づいてきて甘えてきます。すっかりイルカの虜になりました♡ 

 

【５日目】：修了式と爬虫類 ふれあい体験！ 

頑張った５泊、過ごしてみるとあっという間。修了式では卒業確定の生徒さんのお祝い「桜満開の儀」に感動し、

試験が無事合格したことに一安心。頑張った自分に少しだけ自信をつけることができました。 

最後の特別活動はなんと！ヘビ やトカゲ、トカゲモドキなど爬虫類ふれあい体験！ 

最初はびっくりしたけど、触ってみると意外にかわいい♡ 

ほとんどの生徒さんが抱っこにチャレンジしてくれました。 

中には、ヘビを首に巻いて「この子を家に連れて帰りたい～！」なんてツワモノも！ 

 

八洲学園大学国際高等学校は「高校卒業＋α コース」の１つとして、 

特別受講料でペットシッター士（受講期間６ヶ月）の資格を取得することが

できます。興味のある方は、クラス担任までお問い合わせください。 



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☆ 
 

 沖縄の方言、料理などをよく知ることが出来た。 

 自分がこんなにも頑張れるとは思いませんでした。頑張れたのは先生方、そして周りの人に支えられたお陰です。 
本当に嬉しかったです。ありがとうございました。 

 そばの麺を粉から作るのは普通は出来ない体験だったので楽しかった。 

 最後のアイス作りもシンプルに出来てすごいな～って思いました。 

 最初はすぐ帰りたいなぁと思っていたけど、5日目は楽しすぎて修了式の歌を歌っている時は泣きそうになったり、 
色んな体験が出来て、色んな事を知れて、色んな思い出が出来て、このスクーリングに参加して本当に良かったなぁ 
と思いました。 

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 

４ 

材材料料  

ススラライイスス  フフラライイ  

野野菜菜チチッッププススがが揚揚ががっったたよよ！！  

ここんんななにに食食べべらられれるるかかなな～～？？  

沖沖縄縄そそばば＆＆ジジュューーシシーー  

アアガガララササーー（（蒸蒸ししパパンン））  

完完成成((**^̂__^̂**))  

生生地地ををののばばししてて  

美美味味ししくくななーーれれーー☆☆  

自自分分でで作作っったた沖沖縄縄そそばば、、最最高高にに美美味味ししいいっっ＼＼((^̂oo^̂))／／  

ししっっかかりり茹茹ででてて・・・・・・  



事務部 番場 晴美  

各担任から皆さんへ、「スクーリングの達人！」をテーマにお届けします。是非参考にして下さい♪ 

スクーリングに参加する事はすごく勇気のいる事です。多くの生徒

さんは、全国各地の空港からたった１人で飛行機に乗って那覇空港

に到着します。でも、初日に集合するほとんどの方がひとりぼっち

で参加します。だから、全員同じ気持ちでスタートできます。緊張

したみんなが高校卒業という目標に向かって一緒に過ごす中で色々

な気持ちを共有でき、感動が生まれるんです！みなさんの勇気ある

行動、お待ちしています！ 

５ 

担任から皆さんへメッセージ 
 

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！ 今回はスクーリングの話
しを少しだけ・・・。 スクーリング参加時期が決まっていない生
徒さんはすぐに私まで連絡下さい！ 経験上、いつのスクーリング
がどんな雰囲気でどれくらいの人数になるか予測が出来ますので、
皆さん１人ひとりにあったスクーリング参加時期・方法を紹介でき
ます。 また、後回しにしていると卒業時期が延びる可能性も出て
きますので、早め早めに行動しましょう！ まずは私に連絡下さ
いヽ(^o^)丿 

３・４番クラスのみなさん、こんにちわ(^^) 

みなさんそろそろ自宅に届いた教材を開けて、自宅学習を少しずつ

進めているところかと思いますが、単位修得するためには集中スク

ーリングにも参加しないといけません！ 

みなさん一人一人に合った学習の進め方を見つけるために、どんな

小さな点でもぜひ担任までご相談下さい♪自分のペースで学習を進

められるように一緒に頑張っていきましょうね(#^^#) 

 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは((^∀^*)) 

テーマはスクーリングの達人ということですが、初めて参加する方、何

度も参加されている方様々だと思いますが、いつ参加してもみなさん始

めは緊張してしまうものです。でも、「楽しむ心」、「単位修得するぞ！と

いう強い気持ち」があれば、スクーリングも 

楽しく有意義に過ごせるのではないかなあと 

思います。みんなで全力で楽しみましょう★ 

スクーリングは毎月違ったテーマを設けていますので、ぜひ自分に

あったテーマを選んでみてください。きっと気の合う仲間に出会え

るはず(^O^) もし、自宅学習が進まなくて悩んでいる方がいたら一

度スクーリングに参加してみるのも一つの手です！！スクーリング

では学習会という時間がありますので、リポートが進まない方はこ

の学習会でリポート作成のコツをつかんでほしいと思います。いつ

参加しようかなと悩んでいる方、リポートが進まず困っている方は

ぜひご連絡ください。 

 

 



事務部 鈴木 啓之 

 

 
 

 

 

前号「ゆんたく５月号」（５月２７日発送）でご案内いたしました「平成２７年度高等学校等就学支

援金」の支給に必要な書類：『様式１ 収入状況届出書』、『平成２７年度市町村民税課税証明書』の

提出はお済みでしょうか。未提出の方は大至急、ご手配ください。 

平成２７年７月から翌平成２８年６月までの高等学校等就学支援金支給額決定については、最新

の平成２７年度市町村民税課税証明書等が必要です。証明書等の提出が遅れると、国の例規により

高等学校等就学支援金基本支給を含めて遅れた期間に応じて月割計算で減額され、平成２７年度

前期授業料への見込みの支援金支給額と実支給額との差額分の追加徴収となります。 

※ 未提出の場合、平成２７年度後期の追加科目登録、平成２８年度前期の追加科目登録の授

業料の一部についても、高等学校等就学支援金支給が受けられなくなります。 

平成２７年度分の提出方法 

 

期限：平成２７年６月３０日(火)必着（遅れると減額になる場合があります） 

対象者：平成２６年度/２７年度入学者 全員 
（除く平成２５年度以前に他校に入学した転入学生、年度末退学・編入学生） 

 
提出物： ①『様式１ 収入状況届出書』 

（前号「ゆんたく５月号」に同封の様式をご利用ください） 

 ②「平成２７年度市町村民税課税証明書」 

 または「生活保護受給証明書」 
 

提出方法：封筒に「収入状況届出書」と朱引して定形郵便として郵送 

（レポート提出用青色封筒は利用しないで下さい。） 
 

郵送先：〒９０５－０２０７  

沖縄県国頭郡本部町備瀬1249 

八洲学園大学国際高等学校 就学支援金係 宛 

 

※「ゆんたく５月号」を紛失した方は、学校ＷＥＢサイトよりＰＤＦ版「ゆんたく」をダウンロードし、 

『様式１ 収入状況届出書』を印刷してご利用ください。 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/schoollife/pdf/201505.pdf 

※ 当校では、できるだけ多くの生徒さん・保護者様が就学支援金支給を受けられるよう、「提出いただいた

書類に不備がある方」・「書類未提出の方」を対象に、６月中下旬より、個別に郵送等によりご案内を差し

上げることとしています。ご提出と行き違いになりましたらご容赦ください。 

【再掲】高等学校等就学支援金状況届出書について 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

 平成２６年度/２７年度に新入学した方 
 平成２６年度/２７年度に編入学した方 
 平成２６年度に他校に入学し、転入学した方 
（平成２５年度以前に他校に入学し年度末の３月に退学し、４月に編入学した方は、３ページの対象者です） 

お問い合わせ先： 

親川、平良 0120-917-840 

６ 



 

事務長 鈴木啓之 

 

高校生等奨学給付金（都道府県により名称は異なります）は、教科書費・教材費・学用品費等の負担を軽減

するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う各都道府県の事業です。年額で３万８１００円が、保

護者様がお住まいの都道府県より直接補助されます。支給基準は次の通りです。 

・平成２６年度以降に高校に新入学の生徒で高等学校等就学支援金受給資格がある 

・保護者全員の平成２７年度市町村民税課税証明書の所得割額が非課税 

各都道府県とも６月下旬より募集・受付を開始する見込みです。各都道府県において制度の詳細は異なりま

すので、具体の要件、給付額、手続等については、下記のリンク「高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一

覧」にてご確認の上、お住まいの都道府県にお問合せください。  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm 

なお、平成２７年度高等学校等就学支援金 収入状況届出書を当校へ提出いただいた方について、「高校

生等奨学給付金」対象の方がいましたら、学校より個別に対象者であることをお知らせいたします（様式の取り

寄せ・申請は希望者自らがお住まいの都道府県担当課で行う必要があります）。 

 
 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生等奨学給付金について 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 

７ 

・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[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。 

 

 

 

 

 

 

※ 網掛部の時限は学校バス利用可能な時間 

です。コンビニ送迎はありません。 

 

1限 8:20-9:00

2限 9:00-9:40

3限 9:50-10:30

4限 10:30-11:10

5限 11:20-12:00

6限 12:00-12:40

昼食 12:40-13:30

7限 13:40-14:20

8限 14:20-15:00

9限 15:10-15:50

10限 15:50-16:30

休憩 20分間

11限 16:50-17:30

12限 17:30-18:10

夕食 18:10-19:30

13限 19:40-20:20

14限 20:20-21:00

15限 21:10-21:50

16限 21:50-22:30
学習会 英語Ⅱ

コミュ英語
Ⅱ

オーラル・コミュニ
ケーションⅠ

7/2（木）

英語Ⅰ コミュ英語Ⅰ 地学Ⅰ 地学基礎

学習会 英語Ⅱ コミュ英語Ⅱ

学習会 現代文 現代文Ｂ 地理Ｂ

学習会 日本史Ｂ 日本史Ｂ

学習会 生物Ⅰ 生物基礎 学習会

書道Ⅰ
国語表現

地学Ⅰ 地学基礎
学習会

1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

理科総合Ａ
科学と
人間生活

学習会 化学Ⅰ 化学基礎



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 

●世田谷みどり塾 東京都世田谷区 

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 

和歌山県 ●社会福祉法人 檸檬会 和歌山県紀の川市 

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番高等学院 山口県 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 佐賀県 

熊本県 
●家庭教師の成績１１０番高等学院 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番高等学院 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 

●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 

セブ島 ●セブ島キャンパス(HOWDY ENGLISH ACADEMY高等部) フィリピン共和国セブ島 

 



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 7/13 （休止） 7/8 ベーＥ サスペンス劇場 (2) 〈if〉

7/15 （休止） 7/27 （休止） 7/15 （休止）
7/22 （休止） 7/22 （休止）
7/29 （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 7/10 海水とその運動 7/10 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） 7/17 （休止） 7/17 （休止）

7/22 （休止） 7/24 （休止） 7/24 （休止）

7/29 （休止） 7/31 （休止） 7/31 （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

7/7 ここに注目！ヨーロッパ(2) ～地域格差と多文化社会～ 7/6 和服にめざめよう！ 7/9 日本のバイオーム

7/14 （休止） 7/13 （休止） 7/16 （休止）

7/21 （休止） 7/20 （休止） 7/23 （休止）

7/28 （休止） 7/27 （休止） 7/30 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/7 新たな世界秩序 7/6 個人情報の保護 7/9 インターネットで表現する

7/14 （休止） 7/20 （休止） 7/16 （休止）

7/21 （休止） 7/23 （休止）

7/28 （休止） 7/30 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/13 （休止） 7/6 仮名の書 (2) ～和の表現～

7/27 （休止） 7/20 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/10 美しさの発見（２）（高階秀爾） 7/6 折々のうた (3) （大岡 信） 7/6 Lesson 11-3 Bitter Truth about Chocolate (3)

7/11 自己基準と他者基準（１）（鈴木孝夫） 7/7 折々のうた (4) （大岡 信） 7/7 Lesson 11-4 Bitter Truth about Chocolate (4)

7/17 自己基準と他者基準（２）（鈴木孝夫） 7/13 ユーモアと笑い (1) （阿刀田 高） 7/13 Lesson 11-5 Bitter Truth about Chocolate (5)

7/18 自己基準と他者基準（３）（鈴木孝夫） 7/14 ユーモアと笑い (2) （阿刀田 高） 7/14 Lesson 11-6 Let's Try!「感動を表す時の表現」

7/24 実用文について考える（１） 7/20 メディアに軽重はあるか (1) （杉本 卓） 7/20 Lesson 12-1 Hayabusa's Present from Space (1)

7/25 実用文について考える（２） 7/21 メディアに軽重はあるか (2) （杉本 卓） 7/21 Lesson 12-2 Hayabusa's Present from Space (2)

7/31 学ぶということ（論語） 7/27 夏の花 (1) （原 民喜） 7/27 Lesson 12-3 Hayabusa's Present from Space (3)

8/1 人間を見つめる（論語） 7/28 夏の花 (2) （原 民喜） 7/28 Lesson 12-4 Hayabusa's Present from Space (4)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

7/8 ザ Interview (8) 7/10 蜻蛉日記（1）

7/9 日本のスポーツ振興 7/11 蜻蛉日記（2）

7/15 世界のスポーツ振興 7/17 紫式部日記（1）～日本紀の御局（1）～

7/16 スポーツと環境 7/18 紫式部日記（2）～日本紀の御局（2）～

7/22 大気汚染と健康 7/24 無名抄（1）～深草の里（1）～

7/23 水質汚濁・土壌汚染と健康（１） 7/25 無名抄（2）～深草の里（2）～

7/29 水質汚濁・土壌汚染と健康（２） 7/31 三国志演義（1）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（1）～

7/30 健康被害の防止と環境対策 8/1 三国志演義（2）～張飛、大いに長坂橋を騒がす（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 

※「学習の手帳」P26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 ●７月スクーリング：９泊● 16 木  

2 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 金  

3 金 ●７泊コース● 18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月 海の日 

6 月 ８月スクーリング申込〆切（消印） 21 火  

7 火  22 水  

8 水  23 木  

9 木  24 金 
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 

10 金 ８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  28 火 ８月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

14 火  29 水  

15 水 ８月スクーリング詳細発送 30 木 ８月スクーリング返送書類必着  ゆんたく発送 

   31 金  

編集後記 

 今期最初のスクーリングの模様をお届け

しました。アニマルスクーリングは初の企

画で、動物にまつわる世界観が広がったの

ではないでしょうか？沖縄料理も是非ご自

宅で作ってみてはいかがでしょうか♪ 

 

横浜分室 番場 晴美 

１０ 

（携帯ＱＲコード） 
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