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１１２２月月☆☆八八洲洲ラライイブブ２２００１１５５☆☆をを開開催催ししままししたた！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

平成２７年１２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 番場 晴美 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

２ 



 

３ 

☆生徒さんのコメント☆ 
 
 去年も楽しかったけど今年は最高でした。 

 スクーリング前半は普通だったけど、最後の最後で感動してものすごく楽しかった！ 
 
 人と人との関わりをもててまた成長しました。 

 
 友達にもバンドメンバーにも先生にも恵まれてすごく過ごしやすかったです。 

 
 できるならまたこのメンバーでスクーリングに参加したいです。 

 桜の花をつける行事がめっちゃ感動した！ 

 授業とテストが本当にいっぱいあって睡眠時間が足りなかったけど音楽活動がとても楽しかったので良かっ

たです！ 

 最初の 3 日間くらいは知り合いがいなくて楽しくなかったけど、話してみるとみんな良い人ばっかりでとて

も良かった！卒業あきらめないで良かったです。 

 感動を短時間で起こすことが出来ました！ 

 1 年分騒いで、1 年分わかって、1 年分恋愛した気分でした♪ 

 帰りたくないくらい楽しかったです！ 

文部科学省認可通信教育 

～ハンドベル部門～ 

～バンド部門～ 

～三線部門～ 

～ゴスペル部門～ 



事務部 番場 晴美 

新年を迎えるにあたり各担任の「２０１６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。 

2016年の豊富は何といっても「整理整頓が上手になる！」ことです。

2015 年は忙しい事を言い訳に、後回しにしていました。整理整頓が

できないと、探し物に時間がかかり、結局無駄な労力が必要で・・・。 

今年こそは、常に整理整頓を心掛けて頑張ります！皆さんも、何か

目標をもって取り組んでくださいね♪ 

４ 

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番クラスの生徒さん・保護者の皆様、あけましておめでとう

ございます。担任の玉城、副担任の金城共々、今年も宜しくお願い

します。 

さて、私達２人の今年の目標は、昨年と同じく５・６番クラス全員

高校卒業です!! ２月に後期卒業式を控えていることもあり、私達も

気を引き締めて引き続き皆さんを全力で応援します!! 皆さんからの

連絡お待ちしておりますので、気軽に何でも聞いて下さいね!! 

みなさん、新年あけましておめでとうございます！ 
今年も担任比嘉彩香、副担任金居央でみなさんのことを全力でサポート
していきたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょうね。 
今年度スクーリングに参加してくれた方は知っているかと思いますが、 
３・４番クラスはアットホームな雰囲気で毎月のスクーリングを頑張ってい
ます♪スクーリング中は、授業・試験がたくさんあるのでみなさんも私もパ
タパタしがちなので、★心に余裕を持って過ごすこと★が私の抱負です！ 
マイペースですが一生懸命頑張りますので、どうぞ今年も宜しくお願いし
ます＼(^o^)／ 

 

１・２番クラスの皆さん、こんにちは！ 

皆さんにとって 2015 年はどんな年になったでしょうか。いいこともよ

くないこともさまざまあったかと思います。2016 年は 

笑顔絶やさず、自分のペースでちょっとずつでもいい。 

一歩一歩前進していきましょうね♪私も皆さんのことを 

サポートさせていただきます！2016 年もどうぞよろし 

くお願いします( ´ ▽ ` )ﾉ 

 

新年明けましておめでとうございます。あっという間に一年が過

ぎ、新しい年を迎えます。毎年この時期になると、一年の抱負を

考えます。今年は旅行に行きたいと思っています！！個人的には

韓国旅行に行きたいけど、多分難しいかな(((・・;)韓国旅行は諦

めて、韓国ドラマたくさん見ます！なので、家族でディズニーラ

ンドに行きたいです(^o^)/今年も皆さんにスクーリングでお会い

できるのを楽しみにしています。 

 



＋αコース委員会 岸本 久律 

 

次に紹介します「アメリカ合衆国へのジュニア留学」に興味のある方は、各担任までご連絡下さい。 

 

 

「アメリカ合衆国ジュニア留学」のご案内（外国語ステップアップコース） 

文部科学省認可通信教育 

５ 

文部科学省認可通信教育 

～米国学校生活体験：ジュニア留学～ 

【参加者の感想】 出発の朝、私は緊張と不安でいっぱいでした。自分で決
めたものの、いざ行くとなると「英語はわかるだろうか？食べ物は合うだろ

うか？」等と色々な不安がよぎりました。その不安を取り除いてくれたのが

ホストファミリーでした。疲れて英語もろくに聴き取れない私を笑顔で暖か

く迎えてくれました。学べたことも多く、印象に残っているのは、教会に行

ったことです。ファミリーが色々教えてくれたので、とても興味深く思いまし

た。学校も楽しく、生徒はとてもフレンドリーで面白かったです。本当の家

族のような優しさのお陰で、不安なく過ごすことができました。  

               

【研修期間】 2016年 3月 26日～4月 5日（11日間） 

【研 修 地 】 アメリカ合衆国 （西海岸の郊外都市） 

【研修費用】 358,000 円 （沖縄県をはじめ、全国ほとんど

の県から同一の料金で参加できます。） 

 ※燃油サーチャージ料等は含みません。 

【研修内容】 
アメリカの一般家庭で家族の一員としてホームステイしながら、

月曜から金曜まで午前中は、現地の中学校（ジュニア留学）で

アメリカ人の子供達と一緒に授業を受け、午後からは社会見

学、ボランティア活動等があります。そして、週末はホストファミ

リーと過ごす総合的な異文化体験学習プログラムです。 

 

 【参加資格】 
● 中学生、高校生 
● 心身健康で、自分の身の回りのことを一人でできること 

【申込締切】 2016年 2月 5日  

（定員になり次第締め切ります。） 

 



＋αコース委員会 岸本 久律 

平成２８年度から、八洲学園大学国際高等学校「＋αコース」に新たに『声優・アニメ・

クリエイター』が加わります。（通学先は全国１０ヶ所：東京校・大阪校・名古屋校・福岡

校・広島校・横浜校・大宮校・札幌校・仙台校・金沢校） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

 ＋α資格取得コースの「美容スキンケア」で当

校と提携している 日本スキンケア協会 小野浩二

理事（美肌・小顔専門家：エステ王子）の新しい

書籍「なぜ、一流の男は「肌」を整えるのか？ 

（あさ出版）」が出版されました。美容に興味のあ

る方は、ご一読いただければ幸いです。 

 

http://www.asa21.com/ichiryu-hada.html 

 

 

 

「声優・アニメ・クリエイターコース」開設のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

６ 

文部科学省認可通信教育 

「なぜ、一流の男は「肌」を整えるのか？」出版のお知らせ 



+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 

７ 

アロマセラピスト・インストラクター 

【受講期間】6ヶ月 

通信講座 

ひきこもり支援相談士 

 

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。 

ひきこもり支援相談士の活動目的は、ひきこもり当事者（本

人や家族）に第三者として寄り添い支援を行ったり、ひきこ

もり問題の正しい知識・理解を広めたりすることです。 

●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 

 

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」が実施しているアロマセラピスト・

インストラクターの通信課程では、メディカルハーブ（病

気の治療や健康の増進などの機能を持つハーブ）の基礎

知識をはじめ、ハーブの栽培やブレンド、精油の知識な

どとともに心理学も学ぶことができます。カウンセリン

グや心理学の知識を得ることでインストラクターとして

の心得や人へ物事を伝える重要性を身につけることがで

きます。 

【受講期間】6ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 
・ひきこもり支援団体の相談員として貢献したい方 

・子どもに接する機会が多く、ひきこもりや 

不登校問題に興味関心がある方 

・社会問題としてひきこもり問題に興味関心がある方 

●こんな方におススメ！！ 
・自宅でアロマやハーブの教室を開きたい方 

・メディカルハーブや、アロマセラピーを学びたい方 

・インストラクター資格を身につけたい方 

資格一覧 



          『モノづくりの楽しさ』をテーマに掲げ、未経験者であ

っても一人ひとりが「主役」になれる学校として那覇市に

沖縄写真デザイン工芸学校が開校されてます。 

 

 

 

 

 

「不登校・ひきこもりの子どもたち」には手先が器用な子が多く、今回、ひき

こもり支援相談士認定協議会沖縄支部は、沖縄写真デザイン工芸学校の協力をい

ただいて、実際に「モノづくり」も体験させて頂きながら、特色ある学びの勉強

をさせて頂く事にしました。興味のある方はこれを機に参加してみませんか？ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・貴金属加工 ・ワックス加工 ・ジュエリーＣＡＤ ・鋳造 ・ハイジュエリ
ー ・ファッションアクセサリー ・コンテンポラリーアート etc. 

●入学資格が中学校卒業以上 

●高等学校の卒業も目指す事が出来る 

●少人数の授業スタイル 

 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

１月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆共 催：学校法人琉美学園 沖縄写真デザイン工芸学校 

◆日 時：１月２３日（土）１４～１６時（１３：３０から受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆申 込：事前電話予約（ 098-988-4696 担当：堀川 ） 

◆参加費：５００円（ モノづくり体験の材料費 ） 

◆会 場：沖縄写真デザイン工芸学校（ 098-988-4696 那覇市松尾 2-1-13 ） 

◆講 師：白岩 直明 （ フォトグラファー ・ 沖縄写真デザイン工芸学校 校長 ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

【職歴】東京ビジュアルアーツ写真学科講師・写真学科長を経て現職。 

（日本写真芸術学会正会員・潜水士有資格者・写真事務所 AD BIRO代表） 

８ 



事務部 鈴木 啓之 

 

短期語学研修、スポーツなどの海外遠征、旅行や観光で外国に行く際には、外務省海外旅行登

録「たびレジ」の登録をおすすめします。渡航先の在外公館等から登録された連絡先に、渡航先で

役に立つ情報が無料で送られてきます。 

「たびレジ」に登録すると、まず旅行先国の最新防犯情報や注意事項が電子メールで提供
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

され

ます。また、旅行先国に所在する日本国大使館などが在留邦人に出す緊急一斉通報や
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、
．
最新の渡航
．．．．．

情報もリアルタイムで受け取る
．．．．．．．．．．．．．．

ことができます。更に、現地で大きな事件や事故
．．．．．．．．．．．

、
．
災害が起
．．．．

こった
．．．

場合には
．．．．

、
．
登録された連絡先を基に日本国大使館などから緊急連絡
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を行いますので、必要な方は支

援がスムーズに受けられます。 

「たびレジ」は以下のインターネットサイトから登録できます。メールアドレスを３つまで登録

できますので、携帯電話や自宅のパソコンだけでなく、家族のアドレスの分も含めることができま

す。また、フリーメールアドレスも登録できますので、携帯端末がない方でも、旅行先のインター

ネットカフェなどで情報を受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3か月以上の長期滞在の際は、外務省「在留届電子提出」をご利用ください。 

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ 

「たびレジ」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

「たびレジ」で入力する情報は、旅券に記されてい

る氏名や旅券番号などのご自身の情報と， 旅行日

程，滞在先，連絡先などです。 

９ 



事務部 松本 美代子 

沖縄県外で働きながら当校で学ぶ沖縄県出身の生徒さんが利用できる給付奨学金制度（年額６万

円、返済義務はありません）を紹介します。支援を受けることを希望する生徒さん・保護者様は、

クラス担任または事務部 松本までお知らせください。申請様式をお送りいたします。 

この沖縄青少年勉学支援制度は、各地の職場で働きながら学ぶ沖縄青少年を支援し奨励するため、

公益財団法人「沖縄協会」が昭和 48 年に「働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金」を基に設けたも

のです。 

●対象 

沖縄県外において働きながら学ぶ沖縄県出身者で次のいずれの項目にも該当する方 

① 25歳以下 

② 八洲学園大学国際高等学校の在校生 

③ 勤労収入により生計を維持している 

④ 保護者が沖縄県内に居住している 

●勉学支援金額 

・ 年額 60,000円（月額 5,000円）  ※返済義務はありません 

・ ４月から ９月までの６カ月分（前期分）と、１０月から３月までの 

６カ月分（後期分）の２ 回に分けて勉学支援生の銀行口座に 

振り込まれます。 

●申請に必要な書類 

①「勉学支援申請書」（希望者に当校から様式をお送りします） 

②「在職証明書」（在職の職場で発行してもらってください） 

③「在学証明書」（当校で在学証明書発行の手続きを取って下さい） 

●申請期間 

平成 28年 4月 1日より 6月 30日まで 

●問い合わせ 

事務部 松本（０１２０－９１７－８４０）までご連絡ください 

 

進路指導部 金居 央 

 

進路で悩んでいる生徒さんもいらっしゃると思いますが、まだ進学・就職共に入学試験や入社試験が

行われています。進路で悩んでいる生徒さんは、早めに担任に相談してください。今回、下記掲載校が

指定校として追加されました。出願希望の方は、７月号・９月号ゆんたく指定校一覧と共に下記追加校

をご確認下さい。 

校名：横浜美術大学 

出願期間：2016年 1月 5日～1月 14日 

試験日：１月 17日 

出願資格：本学を第一志望とする。評定平均値 3.0以上 

募集人数：若干名 

平成 28年度沖縄青少年勉学支援生の募集について 

文部科学省認可通信教育 

公益財団法人沖縄協会は、沖縄県に

かかる各種奨学基金事業および沖縄

県営記念公園内にある沖縄平和祈念

堂を運営しています。 

指定校追加校のお知らせ 
 

１０ 



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 

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♪ 
 

１月通学スクーリング １月１８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
（9：50～10:00）

1時間目
（10：10～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）

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

国総
現代文

/現代文B
理科課題研究

コミュ英語基礎 コミュ英語Ⅰ 美術Ⅰ



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 

●琉美インターナショナルビューティカレッジ 沖縄県那覇市 

●沖縄写真デザイン工芸学校 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　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
1/6 １次不等式 1/4 衣料の科学 1/6 ５点アップ作戦(3)〈have to〉

1/13 いろいろな１次不等式 1/18 光と色の科学 1/13 何してる？〈現在進行形〉
1/20 ２次方程式 1/20 ブログを書こう〈１学期のまとめ〉
1/27 ２次方程式の解の公式 1/27 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
1/6 Lesson 5Lifelong Friends (1) 1/8 中生代 1/8 金属と金属結合～金属はピカピカしてるだけじゃない～

1/13 Lesson 5Lifelong Friends (2) 1/15 新生代 1/15 分子の性質～身の回りの酸素は原子？分子？～

1/20 Let's Communicate!- 3 1/22 地層の形成 1/22 分子の形成～分子の模型を作ろう！～

1/27 Back to the Basics 1/29 環境変化を記録する地層 1/29 分子でできている物質～有機化合物～

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

1/5 水から世界を考える 1/4 高齢者との幸せな関係は？ 1/7 DNAとタンパク質合成

1/12 工業の世界地理 1/11 地域と社会と高齢者 1/14 タンパク質とその分配

1/19 どうする？　ニッポン～農林水産＆工業～ 1/18 相手を大切に思うのなら… 1/21 生命現象を支えているDNA(1)

1/26 地域の宝を発掘せよ！～観光産業～ 1/25 安心できる社会って？ 1/28 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

1/5 室町幕府の創設 1/11 プレゼンテーションの極意 1/7 「二次創作」に挑戦

1/12 室町時代の交易と文化 1/25 インターネットって何？ 1/14 大脳と表現すること

1/19 戦国大名 1/21 「よく考える」ってどういうこと？

1/26 織田信長 1/28 国語表現 連絡文の書き方

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/4 色彩の鍵をつかめ 1/11 写経を極める～般若心経～

1/18 漫画はやっぱりおもしろい～人物～ 1/25 それは甲骨文から始まった～書の歴史～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

1/8 手技に学ぶ(2)（前田英樹） 1/4 僕らの時代のﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰ(2)（森　達也） 1/4 Lesson 4-5 The Spirit of the Forest(5)

1/9 討論する (1) 1/5 僕らの時代のﾒﾃﾞｨｱ･ﾘﾃﾗｼｰ(3)（森　達也） 1/5 Lesson 4-6 Let's Try! 「注意を促す時の表現」

1/15 討論する (2) 1/11 鼻 (1)（芥川龍之介） 1/11 Lesson 5-1 Girl with a Pearl Earring(1)
1/16 徒然草 (1)亀山殿の御池に（兼好法師） 1/12 鼻 (2)（芥川龍之介） 1/12 Lesson 5-2 Girl with a Pearl Earring(2)

1/22 徒然草 (2)奥山に、猫またといふものありて（兼好法師） 1/18 鼻 (3)（芥川龍之介） 1/18 Lesson 5-3 Girl with a Pearl Earring(3)

1/23 徒然草 (3)雪のおもしろう降りたりし朝（兼好法師） 1/19 鼻 (4)（芥川龍之介） 1/19 Lesson 5-4 Girl with a Pearl Earring(4)

1/29 枕草子(1)うつくしきもの(清少納言) 1/25 鼻 (5)（芥川龍之介） 1/25 Lesson 5-5 Girl with a Pearl Earring(5)

1/30 枕草子(2)うつくしきもの(清少納言) 1/26 鼻 (6)（芥川龍之介） 1/26 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

1/6 スポーツと経済 1/8 枕草子（1）～春は、あけぼの～

1/7 ドーピングとスポーツ倫理 1/9 枕草子（2）～うつくしきもの～

1/13 現代の感染症 1/15 枕草子（3）～すさまじきもの(1)～

1/14 感染症の予防 1/16 枕草子（4）～すさまじきもの(2)～

1/20 性感染症・エイズとその予防(1) 1/22 枕草子（5）～中納言参り給ひて～

1/21 性感染症・エイズとその予防(2) 1/23 枕草子（6）～御方々、君たち～

1/27 応急手当の意義とその基本 1/29 論語～三人行、必有我師焉/不敬何以別乎～

1/28 心肺蘇生法 1/30 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
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※「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 金 元日、学校休業日 16 土  

2 土 学校休業日 17 日  

3 日 学校休業日 18 月 ☆通学スクーリング （自由参加） 

4 月 
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) 
19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木 ２月スクーリング申込〆切（消印） 22 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 

8 金 ●１月スクーリング● 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 成人の日 26 火 ２月スクーリング返送書類必着 

12 火  27 水 ゆんたく発送 

13 水 ２月スクーリング申込〆切（必着） 28 木  

14 木  29 金  

15 金 ２月スクーリング詳細発送 30 土  

   31 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 


