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平成２７年１１月２４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 番場 晴美 
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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☆ 
 
 とても良い先生と仲間たちに出会えて本当に良かったです！ 

 初めてのスクーリングで色々緊張したけど無事に終わってよかった。 

 手先がすごく不器用だったけどそれなりに楽しめました。 
 
 島ぞうり作るのが大変だったけど楽しくできました！ 

 
 普段は人と関わる事が苦手で１人でいる事が多い私に気づけば沢山の

友達が出来ていました。 

 海で沢山のサンゴや貝、石を拾って自然を感じることが出来ました。 

 

サンゴ＆貝のペンたて完成！ 島ぞうりアートに挑戦中 

デザイン作成中♪ 

オリジナル作品完成しました☆ 



事務部 番場 晴美 

今回は各担任の先生方へ、「私の大ニュース！」をおしえてもらいました♪ 

私のクラスの大ニュースについてです。実は最近、２００４年の３
月に卒業した卒業生が学校に遊びに来ました！再会は１１年ぶりで
した。今年で３０歳になり、仕事も充実しているとのことで、奥様
と１歳半になったばかりの長男を連れて遊びに来てくれました。な
んでも、毎年奥様の誕生日に合わせて旅行を企画してまわっている
とのことでした。高校生の頃は、色々な事に不安や葛藤を抱えてい
ましたが、自信に満ち溢れた表情で来校してくれました。皆さんも
色々悩むこともあるかもしれませんが、時間が解決してくれる事も
あると思いますので前を進んでいきましょう！ 

３ 

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。クラスの大ニュースといえ
ば、４月から副担任の金城先生が入ってきたことです。今年度スク
ーリングに参加したことがある生徒さん達は会っていると思います
が、いつも笑顔で癒し系の先生です！特に女子生 
徒さん達からは「相談しやすい！何でも聞いてく 
れる！」と大人気です！これから皆さんに電話が 
けを行ったり、スクーリングで携わる機会も増え 
てくると思いますので、まだ会話したことが無い 
生徒さんは是非声をかけてみて下さいね！ 

みなさん、こんにちわ(*^^*) 

私の「最近の大ニュース」はというと、視力がかなり低下してしま
っていることです。 

もともと視力は低かったのですが、日常的にスマートフォンやパソ
コンをよく使うためか、更に視力が低下してしまいました…。 

これ以上低下しないように日々気を付けていきたいと思います( ..) 

この時期になると、だんだん肌寒くなってきますので、目だけでは
なく体調管理にも十分気をつけてくださいね♪ 

 

毎日、同じような日々を送っているので特に大ニュースはないですが、

しいて言えば、７月から今までで７キロ痩せていたことが判明しまし

た！！７月から今までスクーリングに参加している生徒さ 

んはあんまり変わらないと思っていたかもしれませんが、 

実はちょっと痩せてました♡この調子で、みんなに「痩せた 

ね」って言われるように、不摂生しないで頑張って痩せよ 

うと思います！目指せローラ（笑） 

 

今回は７・８番クラス副担任の岸本先生に『私の大ニュース！』
についてお話しを聞きました(^O^) 
島袋（瑠）「岸本先生、大ニュースありますか？」 
岸本   「ジャジャーン、携帯を iPhone6S に替えまし
た！！！！（笑）」 
島袋（瑠）「へぇー」 
こんな感じで会話は終わってしまいましたが、少しうらやましい
なと思った島袋でした。ちなみに私の大ニュースは１０km マラ
ソンにチャレンジ予定☆ 

 



教頭 中村 成希 

 

ゆんたく１０月号でご紹介しました「セブ島短期語学留学」プログラムが、平成２８年１月より

往復の旅行手配を含むパックとして利用できるようになります。当校と提携する旅行代理店「日本

旅行」が面倒な手続きを一括して代行しますので、飛行機や空港からの交通・宿泊の予約や決済の

ご負担が大幅に軽減されます。申し込み締め切りは出発日の３５日前までとなります。興味のある

方は、お気軽に担任までご連絡ください。詳しい資料をご案内いたします。 

 

 

「セブ島短期語学留学パック」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 文部科学省認可通信教育 
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日次 地 名 現地時刻 行 程

１日目

成田空港 発
セブ空港 着
語学学校 着

17:00
19:25
00:05

成田空港 第２ターミナル集合【予定】
出国手続後： 空路、フィリピンセブ島へ
着後： 専用車にて研修先語学学校へ移動

滞在中の説明
その後、お部屋にてお休みください

【セブ/Ｈｏｗｄｙ ドミトリー泊】

２日目

｜

27日
目

語学学校
（セブ島滞在）

終 日 ２日目： オリエンテーション＆レベルテストを実施

２－２７日目： 語学学校にて、終日、集中英語レッスンプログラム

休日の過ごし方： 8日目 講師と行くショッピングツアー
15日目 アイランドホッピングツアー

【セブ/Ｈｏｗｄｙドミトリー泊】

28日
目

語学学校 発
セブ空港 発
成田空港 着

05:30
07:55
13:25

混載車にてドミトリーより空港へ
出国手続後： 空路、帰国の途へ
着後： 入国審査・税関を経て解散

※※研修お疲れさま！※※

２３９,０００円～２９７,０００円週末はアイランドホッピングや講師と行くショッピングツ
アーなどで勉強した英語を実践で使ってゆきます。
【セブ島マンツーマン語学研修 ４週間スケジュール例】

実践英語を集中合宿！
マンツーマンで本格的な

◆この日程は2015年11月10日現在のスケジュールです。交通機関・各スケジュールは変更になる場合がございます。

≪成田発着・エコノミークラス利用・ドミトリー利用・添乗員同行なし≫

14:30～15:20 自習
15:30～16:20  教科授業
16:30～17:20  教科授業
17:30～18:20 教科授業
18:20～19:30 夕食
19:30～ 自習

【プログラム（例） Ｈｏｗｄｙ】 ※朝・昼の２食の食事が提供されます。

07:00～08:２0 朝食
08:30～09:20 英語マンツーマンレッスン
09:30～10::20 自習
10:30～11:20 英語マンツーマンレッスン
11:30～12:20 昼食
12:30～13:20 英語グループレッスン
13:30～14:20 英語マンツーマンレッスン

ＣＨＥＣＫ.１
クオリティー

セブの英語研修は多くの企業・学校で導入されています。

フィリピンは、東南アジア随一の英語圏。
人口約1億人の9割以上が公用語、第二外国語として英
語に堪能であり、英語人口は米国、インドに次ぐ世界第3
位です。新聞やテレビなどの日常生活でも英語が中心。
独自の英語教育スタイルと安価な生活費により近年、海
外からの留学生が急増中。アジアの英語教育拠点として
その地位を確立しています。

１．英語人口は世界第３位

受講者と同じ環境で講師が滞在しています。自由時間
や食事時間にもコミュニケーションを図ることができ、日
常生活の中でも充実した英語環境を実現しています。
こうした授業時間外での交流も英語のスキルアップにつ
ながります。

２．２４時間“英語”に恵まれた環境

多くの企業・大学・高校でグローバル人材育成のために
セブでの語学研修を導入しています。日本での文法中
心の英語からセブではマンツーマンでスピーキング・ヒア
リングの強化をするのが目的です。グループ授業中心の
欧米での語学研修と異なりマンツーマン中心の授業で
英語力は大きく飛躍します。

３．グローバル人材への第一歩

■出発日：2016年1月16日・23日・30日
2月6日・13日

旅

行

代

金

4人部屋
（相部屋） ２３９，０００円

2人部屋
（相部屋） ２５８，５００円

1人部屋 ２９７，０００円

【旅行代金に含まれるもの】

・航空往復航空券代 ・燃油サーチャージ ・成田空港利用税

・ドミトリー宿泊費 ・食事代（朝27回、昼27回）

・滞在中の水道、光熱、掃除、洗濯代 ・現地空港送迎代

・休日のアクティビティ代

【現地でのお支払いが必要なもの】

・SSP（Special Study Permit）発行費用 6,000ペソ

・教材費 約2,500ペソ ・学生証発行費用 250ペソ

・夕食オプション 250ペソ（1食あたり） ・マクタン空港利用税 750ペソ

（レート：1ペソ＝2.8円/2015年11月10日現在）

≪2月13日出発の旅行代金は10,300円増額となります。≫
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文部科学省認可通信教育 



＋αコース委員会 岸本 久律 

学校法人 八洲学園大学国際高等学校は『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ  

Ａｃａｄｅｍｙ 日本支部』と教育提携を結んでいますので、「日本の高校卒業資格」と同

時に、「アメリカの高校卒業資格」の取得を目指す事が可能です。（フロリダ州私立高校） 

興味のある方は、お気軽に八洲学園大学国際高等学校までご相談下さい。 

 

≪５つの学習ポイント≫ 

①英語による主要５教科の課題提出（必履修：Ｅｎｇｌｉｓｈ・Ｓｃｉｅｎｃｅ・ 

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ） 

②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。 

③Ｅラーニングによる英語訓練。 

④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月） 

⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。 

⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする。 

 

●フロリダ州私立高校 フロリダ州教育省 区番号：１３ 学校登録番号：４２８３ 

●別途、アメリカンハイスクールアカデミーでの学費がかかります。 

アメリカの高校卒業のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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文部科学省認可通信教育 



+αコース委員会 金城就実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格取得コースのご紹介 

文部科学省認可通信教育 

在校生・卒業生、そして保護者の方も特別受講料！！ 
※興味のある方は各担任へご連絡ください。 

資格一覧 

リフレクソロジー＆アロマライフアドバイザー 

●こんな方におススメ！！ 

・人を癒すことのできるリフレクソ

ロジーを学びたい方 

・リフレクソロジーと合わせてアロ

マセラピーも学びたい方 

【受講期間】6ヶ月 

通信講座 

省エネ環境診断士 

 
省エネ環境診断士は一般財団法人省エネ環境推進機構が認定

する資格です。環境問題、地球温暖化問題、省エネルギー対策

についてわかりやすく学ぶことができます。また、改正省エネ

法に関する届出・提出書類についての知識を習得します。 

リフレクソロジーは、「Reflex（反射）」＋「-logy（学問）」→

「反射学」という意味を持っています。足裏の特定部位を指で

刺激することにより血液やリンパの流れをスムーズにし疲労の

改善などをはかる療法のことです。内閣府認証 特定非営利活動

法人である「日本アロマセラピー統合医学協会」が実施してい

るリフレクソロジー＆アロマライフアドバイザーの通信課程で

は、リフレクソロジーの効果や特徴をはじめ、足の構造やトラ

ブルに対する対処法など幅広く学ぶことができます。また、ア

ロマセラピーやハンドリフレクソロジー（ハンドマッサージ）

に関する内容も合わせて学ぶことができます。 

 

【受講期間】6ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 
・省エネ環境作りについて正しい知識を身につけたい方 

・CO₂削減などエコに興味がある方 

●美容スキンケア●スイーツ＆ストーンデコ●メンタル心理士●ペットシッター士●介護職員初任者研修●省エネ環境診断士

●イラスト基礎●デジタルイラスト●心理アロマアドバイザー●ソフト整体●ネイリスト●ジェルネイル●不登校訪問専門員 

●メディカルハーブセラピスト●ハワイアンロミロミ●心理カウンセラー＆アートセラピスト●ひきこもり支援相談士 

● リ フ レ ク ソ ロ ジー ＆ ア ロ マ ラ イ フ ア ド バ イ ザ ー●ア ロ マ セ ラ ピ ス ト ・ イ ン ス ト ラ ク タ ー● 覆面調査士 
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＋αコース委員会 岸本 久律 
 

八洲学園大学国際高等学校「建設業技術訓練コース」で提携をしている沖縄産業開発青

年協会では、建設労働者緊急育成支援事業（厚生労働省）の一環として下記内容を実施し

ます。訓練費用は補助金により無料となります。また、沖縄県在住の生徒さん以外も参加

可能で、その際は那覇空港までの往復の飛行機代も補助されます。 

●高校内応募締切：１２月１５日まで ●実施期間：１月上旬～３月下旬（予定） 

（興味がありましたら資料を発送いたしますので、各担任に連絡下さい。） 

「躯体系技能者コース（型枠・鉄筋・足場）」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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総合推進部 鈴木 啓之 

八洲学園大学では平成２８年１月６日（水）１１時より 

第１学期(４月入学) の出願を開始いたします。 

 

出願期間：～４月２５日（月）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）※Windowsパソコンのみ 

 ●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。 

 

総合推進部 鈴木 啓之 

八洲学園大学では「いつでも・誰でも」気軽に勉強ができる公開講座を年間100講座開講しています。

このたび、新システムを導入しiPhoneやiPadなどのスマートフォン、タブレット端末からでも受講できる

ようになりました（有料ソフトやカメラ購入の必要はありません）。また、当日受講できない方は、録画

された講義の受講できます。興味のある方は、ぜひご受講ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■わからないことはネット上で質問可能    ■通信環境があれば、外でも受講可能 

 

≪開講予定の講座≫ 

・茶の湯で哲学する 

開講日：２０１５年１２月０６日／１３日／２０日 １４：４０～１６：１０ （全３回） 

 

・チャイルドケア特別講座 心の調和を図る花療法 バッチフラワーエッセンスを利用しよう 

開講日：２０１６年１月３０日 １３：３０～１５：００／１５：３０～１７：００  （全２回） 

 

詳細は、八洲学園大学 公開講座サイトをご覧ください。 
【八洲学園大学 公開講座サイト】http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/ 

「八洲学園大学」４月入学生募集 

スマートフォンで気軽に八洲学園大学公開講座受講！ 

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 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 中村 成希 
 

PANCRASE（ライトフライ級：総合格闘技）の大会で昨年史上最年少優勝し、２０１５年３月に八

洲学園大学国際高等学校を卒業しました神部建斗くん（ALLIANCE／1位：画像左側）が「ライトフ

ライ級・王者決定戦（ディファ有明：１２月１３日開催）」に出場する事になりました。 

現在、ライトフライ級１位として日々努力しており、各種格闘技雑誌などでも活躍の様子が取り上

げられております。タイトルマッチ、応援のほど宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

八洲学園大学国際高等学校では、日ごろ、活躍している生徒さんに「功労賞」を授与しておりますので、

ご紹介します。 

●第６回琉球フリーファイト「ブラジリアン柔術」 白帯フェザー級（７０ｋｇ以下） 

優勝 河村聖也くん（若柔術所属 沖縄県出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ライトフライ級・王者決定戦」のご紹介 

成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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（日本武道教育新聞社 佐佐木澪様撮影） 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 



事務部 番場 晴美 

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 １２／２５（金）１７：３０まで 

■ 休業   １２／２６（土）～１／３（日） 

■ 仕事始め １／４（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 比嘉クラス 090-6869-8551 ahiga@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 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１１

１ 

通学スクーリング 
 

・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[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。 

※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 8:30-9:10

2限 9:10-9:50

3限 10:00-10:40

4限 10:40-11:20

5限 11:30-12:10

6限 12:10-12:50

昼食 12:50-13:40

7限 13:50-14:30

8限 14:30-15:10

9限 15:20-16:00

10限 16:00-16:40

休憩 16:40-17:00

11限 17:00-17:40

12限 17:40-18:20

夕食 18:20-19:30

13限 19:40-20:20

14限 20:20-21:00

15限 21:10-21:50

16限 21:50-22:30

日本史Ｂ
玉城（優）

12/2（水） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

科学と人間生活
金居

生物基礎
長﨑

生物Ⅰ
長﨑

学習会
英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

書道Ⅰ
玉城（健）

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

古典
比嘉

古典Ｂ
比嘉

地学Ⅰ
島袋（正）

地学基礎
島袋（正）

学習会
英語Ⅱ
天野

学習会 学習会

数学Ⅰ　島袋（正） 日本史Ｂ
玉城（優）

英語Ⅰ
有島

コミュ英語Ⅰ
有島

ＯＣⅠ
天野

コミュ英語
基礎 早川

英語Ⅰ
有島

コミュ英語Ⅰ
有島

化学Ⅰ
岸本

化学基礎
岸本

コミュ英語
基礎 早川



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 

１２ 

  【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 

●近畿自由学院 大阪市城東区 

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 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 大分県 

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 

●マイン高等学院（鹿児島キャンパス） 鹿児島県鹿児島市 

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 

●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所） 沖縄県本島１１ヶ所 

●未来学習塾 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 

●学校法人 琉美学園 沖縄県那覇市 

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
12/9 実数の分類 12/14 食品の科学 12/9 決めセリフを “叫べ”〈命令文〉

12/16 分母の有理化 12/28 （休止） 12/16 自慢できるぜ！〈can〉
12/23 １次方程式 12/23 マストな心得！〈must〉
12/30 （休止） 12/30 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
12/9 Let's Communicate! - 2 12/11 原始地球の誕生 12/11 元素の周期表 ～周期表の見方を知ろう！～

12/16 Lesson 4 A Symphony of Soup and Noodles (1) 12/18 先カンブリア時代 12/18 イオンの形成 ～失いやすい原子と受け取りやすい原子～

12/23 Lesson 4 A Symphony of Soup and Noodles (2) 12/25 古生代 12/25 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～

12/30 （休止） 1/1 （休止） 1/1 （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

12/8 林業・水産業と世界の自然環境 12/7 さあ、どんな親になろう？ 12/10 DNAの正確な複製

12/15 飽食と飢餓の世界地理 ～さまざまな食料問題～ 12/14 いろんな子どもに目を向けよう！ 12/17 細胞分裂とDNA (1)

12/22 エネルギーの世界地図 12/21 いつかはみんな年をとる 12/24 細胞分裂とDNA (2)

12/29 （休止） 12/28 （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

12/8 鎌倉幕府の誕生 12/7 ディジタルだからできること 12/10 励ますことば・受け入れることば

12/15 承久の乱と執権政治 12/21 情報が伝わる仕組み 12/17 ことばを遊ぶ

12/22 モンゴル襲来 12/24 川柳を作ろう

12/29 （休止） 12/31 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/14 さらに描く ～風景・版画～ 12/7 石に刻んだ書 ～世界遺産・龍門石窟～

12/28 （休止） 12/21 手書きだから伝わること ～生活の中の書～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/11 守株 （韓非子） 12/7 ナイン (3) （井上ひさし） 12/7 Lesson 3-5 Crossing Language Barriers (5)

12/12 借虎威 （戦国策） 12/8 ナイン (4) （井上ひさし） 12/8 Lesson 3-6 Let's Try! 「気づかう時の表現」

12/18 五十歩百歩 (孟子) 12/14 短歌と俳句 (1) 短歌 12/14 Lesson 4-1 The Spirit of the Forest (1)
12/19 未来をつくる想像力(1) (石田英敬) 12/15 短歌と俳句 (2) 俳句 12/15 Lesson 4-2 The Spirit of the Forest (2)

12/25 未来をつくる想像力 (2) （石田英敬） 12/21 短歌と俳句 (3) 創作に挑戦 12/21 Lesson 4-3 The Spirit of the Forest (3)

12/26 手技に学ぶ (1) （前田英樹） 12/22 僕らの時代のﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰ (1) （森 達也） 12/22 Lesson 4-4 The Spirit of the Forest (4)

1/1 （休止） 12/28 （休止） 12/28 （休止）

1/2 （休止） 12/29 （休止） 12/29 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

12/9 喫煙と健康 12/11 方丈記（1） ～ゆく川の流れ～

12/10 飲酒と健康 12/12 方丈記（2） ～安元の大火～

12/16 薬物乱用と健康 (1) 12/18 万葉集（1）

12/17 薬物乱用と健康 (2) 12/19 万葉集（2）

12/23 オリンピックと国際理解 12/25 古今和歌集

12/24 ザ Interview(4) 12/26 新古今和歌集

12/30 （休止） 1/1 （休止）

12/31 （休止） 1/2 （休止）

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

１３ 

※「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。 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 



 

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 火 ●１２月スクーリング：９泊● 16 水  

2 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 木  

3 木 ●７泊コース● 18 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 

4 金 １月スクーリング申込〆切（消印） 19 土  

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火  23 水 天皇誕生日 

9 水  24 木  

10 木 １月スクーリング申込〆切（必着） 25 金 ゆんたく発送 ・ 仕事納め 

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 学校休業日 

14 月 １月スクーリング詳細発送 29 火 学校休業日 

15 火 成績発送 30 水 学校休業日 

   31 木 学校休業日 

ゆんたく編集より 

緊急のお知らせや、ゆんたく編集時以降

のお知らせは、学校 WEB サイトの「最新

情報」に掲載しています。 

併せてご覧ください。 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

1月 4日（月） 

仕事始め 


