
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２    １月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ３    担任からのメッセージ「平成２７年度３月卒業を目指す皆さんへ」 

・ ｐ４    平成２７年度後期卒業証書授与式のご案内 ／ 証明書の発行時期について 

・ ｐ５    調査書・推薦書について ／ 通学スクーリング時間割 

・ ｐ６    平成２７年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ７    資格取得コースのご紹介 

・ ｐ８    「制服販売価格改定」のお知らせ 

・ ｐ９    「高等学校等就学支援金」事前相殺の適用拡大について 

           ／ 所得を証明する書類未提出の方へのご案内 

・ ｐ１０   「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１１   ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ１２   ２月行事予定 
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平成２８年１月２７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 

  

 

 

 

２ 

１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☆ 
 
 はじめてのスクーリングでドキドキしていたのですが特別活動など、沖縄にいてもなかなか体験できな

い事が出来て良かった。 
 友達が沢山出来て、みんなでご飯を食べて、みんなでシャワーに行って、職員室で騒いで写真を撮って

と楽しいスクーリングでした。 
 ムーチー作りは初めてで大変だったけどすごく楽しかったし、美味しかった。 
 フクギ染めは初めてだったけどキレイなエコ BAG ができてとても嬉しかった。 
 タンカンはとても甘くて美味しかった。いつか旅行で沖縄に来たらタンカン狩りをしてみたい！ 
 タンカン狩りが雨天で中止になってしまって残念でしたが熱帯ドリームセンターが想像以上に楽しか

ったので良い思い出になりました。 
 沖縄の自然を使った様々な体験をしてとても興味深かった。 
 非日常的でリフレッシュできた。沖縄が好きになった。 

スクーリングの写真をもっとご覧になりたい方は本校 HP のスクーリングフォトギャラリーをご覧ください。 

月桃の葉で作った 
ムーチー（お餅） 

植物園 

入校式で作った 
沖縄の黒米入り 
エイサー太鼓 

熱帯ドリームセンター入口 

熱帯ドリームセンター内 

オプション 
（ファーマーズマーケットでお買い物） 

熱帯ドリームセンターをバックに 
フクギ染め 



事務部 番場 晴美 

今回は各担任から「平成２７年度３月卒業を目指す皆さんへ」伝えたいことをお届けします。 

間もなく卒業を迎える方は悔いのないように残りの高校生活を満喫
まんきつ

してください！２月スクーリングで卒業予定の生徒さんはラストス

パートをかけて残りのリポート、視聴報告書を頑張
が ん ば

ってください！

また、進路が未決定の生徒さんは今からでも間に合う大学、専門学

校もあります。あきらめず、何かあればお気軽に相談してください。 

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。今回２７年度３月卒業を迎

える予定の生徒さん達、高校卒業後の進路は決まっていますか？ 

まだ悩んでいる生徒さんがいましたら、副担任の金城先生と一緒に

皆さんからの連絡お待ちしています！気軽に連絡下さい。それでは、

卒業までラストスパート、一緒に前進しましょう！自宅学習提出忘

れずに！！ 

３・４番クラスのみなさん、こんにちは(^^) 例年よりは温かい毎日が続

いていますが、体調など崩していないでしょうか？ 

今年度卒業を目指すみなさんにとっては、もうすぐ高校卒業という節目

が待っています。最後の卒業証書授与式で、みなさんの晴れ晴れとした

姿が見られるのを楽しみにしています…。ぜひ参加して下さいね！ 

卒業した後でも、何か相談やお話し等があれば気軽に連絡してくれると

嬉しいです♪みなさんにお会いできるのを、心から楽しみにしています

(*^^*) 

 

１・２番クラスの皆さん、こんにちは！ 

今年度 3 月の卒業を目指す方、卒業まで残りわずかとなりました。自分

の進路は決まっていますか？将来どういう道を歩んでいきたいのか、何

をしたいのか、自分と向き合って考えてみてください。 

一度きりの人生、自分の足で一歩ずつ前進してほしい 

なと思います。卒業式は 2 月 21 日です。ぜひ皆さん 

の名前を卒業式で呼ばせてください((^∀^*)) 

既に卒業確定された生徒さん、２月スクーリングに参加をして卒業

を目指す生徒さん、いよいよ卒業式目前となりましたね。高校生活

でやり残したことはありませんか？今だから出来ること、今しか出

来ないことがあるかもしれません。残りの時間を有意義に使ってく

ださい。リポートがまだ終わっていない方はラストスパートです！

自分で後悔しないよう進めていきましょう。それでは卒業式でお会

いできるのを楽しみにしています。 

 



教務部 島袋 瑠美 

 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２１日（日）】に、平成２７年度後期卒業証書授与式を挙行いたしま

す。１月スクーリングまでに卒業確定している方で、卒業証書授与式に出席を希望されている方へ、

１月１５日（金）に「卒業証書授与式詳細文書」を発送しています。嬉しかったこと、楽しかったこ

と、辛かったこと、苦しかったことなど、すべての思いを胸に、高校生活最後のイベントである卒業

証書授与式に参加し、今までを振り返り、新たな人生への第一歩にしていただきたいと思います。ご

家族の皆様も、卒業を迎える生徒さんとご一緒に是非お越し下さい。また、卒業式を欠席される方に

は、簡易書留にて卒業証書を後日送付させて頂きます。 

 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成２７年度後期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。

今まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言

葉やエールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、

「やってみようかな」とお考えの方は担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表

者を選出させて頂きます。 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 

  

 年度末が近づきましたので、『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期について、 

改めてご案内します。  

  
 

■ 単位修得証明書･･･平成２７年度後期に単位修得した科目は、４月１日以降の発行 

※（２７年度後期卒業生は３月１日以降の発行） 

■ 卒業証明書  ･･･平成２７年度後期卒業の方は、３月１日以降に発行 

 ※（２７年度後期卒業生確定者・見込者は卒業前に「在校生料金」で申込ができます） 

 

 なお、２月２１日 卒業証書授与式の翌日以降に学校受信の証明書発行願申請については、証明書発

行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、証明書の必要な方はお早めにお申込下さい。 

 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

４ 

平成２７年度後期卒業証書授与式のご案内 

証明書の発行時期について 

申請は 

余裕を 

持って！ 



事務部 鈴木 啓之 

 

大学や専門学校の平成２８年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで願書を受け付け

ている場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、本校事務宛てに申し込みください。

申込用紙が学校に到着後、発行までに 1 週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日などを

確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

なお、調査書発行手数料は、２月２１日までの受理については無料ですが、２月２２日以降は、一通

につき２００円の手数料がかかります。 

 

  
 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

５ 

通学スクーリング 

平成２７年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

 

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♪ 
 

２月通学スクーリング ２月１４日[日] 

・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。 

 

※昼食のバス送迎は出ません。 

※送迎バス利用者は３限～８限までの 

参加となります。 

 

 

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

書道Ⅰ
玉城（健）

英語Ⅱ
天野
英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

学習会

2/14（日） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

英語Ⅰ
有島

化学Ⅰ
岸本

化学基礎
岸本

コミュ英語Ⅰ
有島

地学Ⅰ
島袋

地学基礎
島袋

学習会
日本史B
玉城（優）

日本史B
玉城（優）

英語Ⅰ
有島

コミュ英語Ⅰ
有島

地理B
玉城（優）

英語Ⅰ
有島

コミュ英語Ⅰ
有島

コミュ英語基礎
早川

学習会
オーラルⅠ

有島
コミュ英語基礎

早川
オーラルⅠ

有島
学習会



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。

授与対象の男子生徒さんが１２月スクーリング「八洲ライブ２０１５」に参加しておりましたのでご紹

介します。（※１２月スクーリングでは、バンド部門に所属し、ベース演奏を頑張っていました。） 

 

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

優勝 河村聖也（画像右から二番目） 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

６ 



+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 

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 

不登校訪問専門員 

【受講期間】6ヶ月 

通信講座 

覆面調査士 

 
覆面調査とは、一般のお客様に扮した調査員がお店を利

用し、接客態度や商品・サービスの質などの店舗の実態

を顧客の立場で把握する調査のことです。 

不登校訪問専門員の活動目的は、不登校当事者（本人・

家族）に第三者の立場で接し、学校・社会復帰を目指し、

支援することです。 

●こんな方におススメ！！ 
・様々な教育現場で活かせるスキルを身につけたい方 

・不登校について正しい理解を深めたい方 

通信講座 

デジタルスキル 

 代々木アニメーション学院が開校以来蓄積してきたアニメ作画

のノウハウをもとに作成された、キャラクターイラスト技術習

得方法を公開！ペイントソフトの使い方やデジタル彩色などの

パソコン上での制作技術を習得することができます。 

【受講期間】6ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 
・覆面調査に興味がある方 

・コンプライアンス（法令順守）や企業の危機管理を 

勉強したい方 

【受講期間】2ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 
・ペイントソフトを用いた CGイラストの 

制作方法を習得したい方 

・自分のイラストの表現の幅を広げたい方 

●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 

 

※在校生のみ特別受講料対象 

※資格ではありません 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の指定制服をデザイン製作しております株式会社三越伊勢丹

より「制服販売価格改定のお知らせ」があります。ご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「制服販売価格改定」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

 

 



事務部 鈴木 啓之 

平成２８年度４月より、次の方を対象に、入学／追加科目登録時の校納金中、授業料をゼロ円として

請求させていただくことになります。（学校負担で高等学校等就学支援金基本支給見込み額と加算支給

額見込み額で授業料全額を事前相殺します）。これにより対象世帯の一時的なご負担が大きく軽減され

ます。 

【対象世帯】 

１．生活保護世帯 

２．保護者全員の市町村民税所得割額が非課税の世帯 

【負担軽減 例】 

一時負担授業料 (改定前) ８６,０７６円 → (改定後) ０ 円・・・・・・２年次標準履修の場合 

※施設利用料、教科書代などの費用はかかります。 

※高等学校等就学支援金の支給単位数、支給月数の上限を超える場合は授業料負担が発生します。 

※所得を証明する書類または生活保護受給証明書を提出していない世帯は対象外となります。 

※平成 28年度課税が所得 350万円以上の区分へ変わった場合は、差額の授業料を追加徴収します。 

 

改定前(現行)は、今回負担軽減の対象者は高等学校等就学支援金基本支給見込み額を本来の授業料か

ら事前相殺して差し引き８６,０７６円（２年次標準の場合）を本校へ納入して頂き、就学支援金加算

支給が行政に認定され加算支給分の補助金が学校に交付されてから、加算支給額８６,０７６円をお届

けの口座へ振り込ませて頂いておりました。改定後は、学校の負担で就学支援金基本支給見込み額と加

算支給見込み額を全額立て替え、保護者様の授業料負担を０円といたします。 

  

事務部 鈴木 啓之 

 高等学校等就学支援金は、保護者の所得を証明する書類により支給額が行政決定され、高校授業料を軽減

する補助金として支給されます。在校生については、「ゆんたく平成 27年６月号」で平成 27年度の所得を証明

する書類の提出をご依頼させていただきました。しかしながら、未だに未提出の方が少なからずいます。書類未

提出の場合、高等学校等就学支援金が支給されません。 

 

対象者：平成２７年度の所得を証明する書類を未提出の方 

すべきこと：保護者全員の平成２７年度課税証明書 または 

 生活保護受給証明書を学校へ提出してください。 

最終期限：２月２９日（月）必着締切日 

未提出の場合：平成２８年度の高等学校等就学支援金が支給されません。 

 平成２８年度授業料が全額負担となります。 
 

不明な点があれば、本校事務部（0120-917-840 親川・平良）まで気軽にお問い合わせ下さい。 

「高等学校等就学支援金」事前相殺の適用拡大について 

文部科学省認可通信教育 

９ 

所得を証明する書類未提出の方へのご案内 

 



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 
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  【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 
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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
2/3 関数 2/1 プラスチックの科学 2/3 伝説のオリジナル♪〈動詞の過去形 (1)〉

2/10 ２次関数と２次関数のグラフ (1) 2/15 金属とセラミックスの科学 2/10 過去もいろいろ〈動詞の過去形 (2)〉
2/17 ２次関数と２次関数のグラフ (2) 2/29 （休止） 2/17 私は○○だった〈動詞の過去形 (3)〉
2/24 ２次関数の最大値・最小値 2/24 ５点アップ作戦(4)〈過去進行形〉

3/2 （休止） 3/2 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
2/3 Lesson 6 A Funny Picture from the Edo Period (1) 2/5 変動を記録する地層 2/5 分子でできている物質 ～高分子化合物～

2/10 Lesson 6 A Funny Picture from the Edo Period (2) 2/12 地球の形と大きさ 2/12 分子の極性 ～なかよしな分子たち～

2/17 Let's Communicate! - 4 2/19 地球の構造 2/19 構成粒子と物質の分類 ～いろんな結晶を見てみよう！～

2/24 Lesson 7 Living on Ice (1) 2/26 地球内部の動き 2/26 原子量・分子量 ～原子や分子の質量を表す～

3/2 （休止） 3/4 （休止） 3/4 （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

2/2 世界を結ぶ交通と通信 2/1 自分のため みんなのため 2/4 体内環境の特徴

2/9 世界を結ぶ貿易と経済 2/8 働くってどういうこと？ 2/11 血液のはたらきと血液凝固

2/16 世界の人口問題を考える 2/15 私とお金と幸せと 2/18 体液の循環

2/23 村落と都市のすがた 2/22 かしこく買おう！ 2/25 肝臓のつくりとはたらき

3/1 （休止） 2/29 （休止） 3/3 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/2 豊臣秀吉 2/8 ＷＷＷと電子メール 2/4 効果的な説明の方法

2/9 江戸幕府の確立 2/22 情報の検索 2/11 文章を豊かにするレトリック

2/16 キリスト教禁止と鎖国 2/18 相手や目的に応じた文章

2/23 近世の経済と産業 2/25 小論文作成の準備

3/1 （休止） 3/3 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/1 あなたのまわりの世界 (1) ～デザインする～ 2/8 書聖・王羲之の世界 ～行書を始めよう～

2/15 あなたのまわりの世界 (2) ～使うもの～ 2/22 日本の書のパイオニア ～空海「風信帖」～

2/29 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/5 二十億光年の孤独 （谷川俊太郎） 2/1 実用の文章 (1) 2/1 Communication 1 「病気になったら」

2/6 冬が来た （高村光太郎） 2/2 実用の文章 (2) 2/2 Communication 2 「別れの言葉」

2/12 羅生門 (1) （芥川龍之介） 2/8 こころ (1) （夏目漱石） 2/8 Lesson 6-1 Grandchildren's Restaurant (1)
2/13 羅生門 (2) （芥川龍之介） 2/9 こころ (2) （夏目漱石） 2/9 Lesson 6-2 Grandchildren's Restaurant (2)

2/19 羅生門 (3) （芥川龍之介） 2/15 こころ (3) （夏目漱石） 2/15 Lesson 6-3 Grandchildren's Restaurant (3)

2/20 羅生門 (4) （芥川龍之介） 2/16 こころ (4) （夏目漱石） 2/16 Lesson 6-4 Grandchildren's Restaurant (4)

2/26 意見文を書く (1) 2/22 こころ (5) （夏目漱石） 2/22 Lesson 6-5 Grandchildren's Restaurant (5)

2/27 意見文を書く (2) 2/23 こころ (6) （夏目漱石） 2/23 Lesson 6-6 Let's Try! 「目的を述べる時の表現」

3/4 里山物語 (1) （日高敏隆） 2/29 こころ (7) （夏目漱石） 2/29 Reading 1-1 Mujina (1)

3/5 里山物語 (2) （日高敏隆） 3/1 こころ (8) （夏目漱石） 3/1 Reading 1-2 Mujina (2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

2/3 ザ Interview (5) 2/5 老子 ～柔弱～

2/4 日常的な応急手当 2/6 荘子 ～蝴蝶之夢～

2/10 欲求と適応機制 2/12 更級日記 (1) ～門出(1)～

2/11 心身の相関とストレス 2/13 更級日記 (2) ～門出(2)～

2/17 ストレスへの対処 (1) 2/19 更級日記 (3) ～源氏の五十余巻(1)～

2/18 ストレスへの対処 (2) 2/20 更級日記 (4) ～源氏の五十余巻(2)～

2/24 心の健康と自己実現 2/26 平家物語 (1) ～忠度の都落ち(1)～

2/25 交通事故の現状と要因 2/27 平家物語 (2) ～忠度の都落ち(2)～

3/2 交通社会における運転者の資質と責任 (1) 3/4 平家物語 (3) ～能登殿の最期(1)～

3/3 交通社会における運転者の資質と責任 (2) 3/5 平家物語 (4) ～能登殿の最期(2)～

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

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

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

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

１１ 

※「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 月  16 火  

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木 ３月スクーリング申込〆切（消印） 19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日 ２７年度後期卒業証書授与式 

7 日  22 月  

8 月  23 火 
３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 火 ２月スクーリングキャンセル返金可能〆切(17:30) 24 水  

10 水 ３月スクーリング申込〆切（必着） 25 木  

11 ○木  建国記念の日 26 金 
３月スクーリングキャンセル返金可能〆切(17:30) 
３月スクーリング返送書類必着 
ゆんたく発送 

12 金 ３月スクーリング詳細発送 27 土  

13 土 ●２月スクーリング：９泊● 28 日  

14 日 ☆通学スクーリング （自由参加） 29 月  

15 月 ●７泊コース●    

      

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） 
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