文部科学省認可通信教育

八洲学園大学国際高等学校情報誌

平成２８年１０月２５日
八洲学園大学国際高等学校
事務部 鈴木 啓之

★平成 28 年度前期卒業証書授与式を挙行しました★

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ｐ２
ｐ３
ｐ４
ｐ５
ｐ６
ｐ７
ｐ８
ｐ９－１１
ｐ１２
ｐ１３
ｐ１４－１５
ｐ１６
ｐ１７
ｐ１８－１９
ｐ２０
ｐ２１
ｐ２２－２３
ｐ２４
ｐ２５
ｐ２６

学校長あいさつ
教職員紹介
担任から皆さんへメッセージ
「ゆんたく」では
９月スクーリングダイジェスト
大切なお知らせを
平成２８年度前期卒業証書授与式
お伝えしています。
校長式辞
必ずお読み下さい。
教職員から卒業生へのメッセージ
送辞・答辞紹介
「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介
指定校推薦追加校 ／ 「女子美術大学」のご紹介
平成２８年度後期 リポート作成のポイント
平成２８年度後期 試験出題ポイント
予防だより
平成２８年度「功労賞」のご紹介 ／ 新任教職員紹介
平成２８年度（前期）
「功労賞」のまとめ
本校から徒歩圏内にある「海洋博公園」をご紹介
八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
１１月講演＆勉強会 ／ 通学スクーリング時間割
「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介
１１月行事予定
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学校長あいさつ
校長 和田 公人

八洲学園大学国際高等学校へようこそ
10 月 に ご 入 学 さ れ た み な さ ん 、よ う こ そ 八 洲 国 際 へ 。
「 ご 入 学 お め で と う ご ざ い ま す 」で は な く 、あ え て「 よ
う こ そ 」 と 申 し 上 げ て 、「 お め で と う ご ざ い ま す 」 は 、
卒業のときまで、大切に残しておきたいと思います。
当校は、入学するのは簡単ですが、卒業するのは、大
変な高校かも知れません。大変ですが、多くの人が、
卒業証書を手にされます。そして、卒業式で感動の涙
こら

を堪えきれずにいます。
これから始まるレポートやスクーリングに戸惑いや
諦 め の 気 持 ち が 生 ま れ る 時 も あ る か も し れ ま せ ん 。し か し 、困 難 で あ れ ば あ る ほ ど 、
それを達成したときの喜びは大きくなります。
さ さ い

担任をはじめ、すべての教職員がみなさんの味方です。どんな些細なことでも不
安に感じたり、心配になったらすぐに連絡してください。教職員は、常にみなさん
のことを思い、寄り添っています。
では、これからの高校生活を楽しんでください。

八洲学園大学国際高等学校

校歌「もしも願いが」
2000/8/30

２

作詞・作曲 kiyomi さん
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教職員紹介
事務部 板谷 幸恵
八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえ
るように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！

校長
和田 公人
（奈良）

教頭
中村 成希
（福岡/地歴）

1･2 番ｸﾗｽ担任
情報
島袋 友美（沖縄）

7･8 番ｸﾗｽ担任
保健体育
島袋 瑠美（埼玉）

9･0 番ｸﾗｽ担任
保健体育
平安山智子(神奈川)

提携校･海外ｸﾗｽ担任

英語
伊禮 愛里（沖縄）

国語・美術
家庭
理科・数学
原田 みき子（秋田） 与古田 初子（沖縄） 島袋 正良（沖縄）

地歴・公民
玉城 優香（沖縄）

英語
天野 葉月（沖縄）

英語
早川 知里（愛知）

英語
有島 りさ（鹿児島）

事務長
鈴木 啓之（愛知）

事務
平良 亮（沖縄）

事務
松本 美代子（東京）

事務
親川 瞳（沖縄）

事務
宮坂 あき（東京）

横浜分室 事務
番場 晴美（神奈川）

横浜分室 事務
板谷 幸恵（千葉）

校務
具志堅 慎一（沖縄）

校務補助
谷 和樹（沖縄）

学校のアイドル犬
モ モ

理科・情報
金居 央(福岡)

３

3･4 番ｸﾗｽ担任
国語
比嘉 彩香（沖縄）

5･6 番ｸﾗｽ担任
国語・書道
玉城 健一（沖縄）

理科
岸本 久律（沖縄）

保健体育
知花 聖奈（沖縄）

理科
長﨑 佑（長野）
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担任から皆さんへメッセージ
事務部 番場 晴美
各担任からみなさんへ、
「スクーリングを楽しく過ごすコツ」をテーマにお届けします。
皆さんは「高校卒業」という目標を持ち、八洲に入学してきたと思
います。その為にスクーリング参加は必須です。授業や試験を受け
て単位修得することも大事だと思いますが、せっかく来たからには、
ここでしか出会えないかけがえのない仲間と、たくさん思い出を作
ってほしいなと思います。声をかけるのはとても勇気のいること。
勇気を振り絞り、一歩踏み出して仲間との交流を深め、スクーリン
グでの思い出を増やしてほしいと思います( ﾟ▽ﾟ)/
みなさん、こんにちは(*^^*)３・４番クラス担任の比嘉です。
スクーリングを楽しく過ごすコツはもちろん友達を作ることです！
ただ、初めましての人がたくさんいる状況でなかなか友達を作るのは難
しいと思います。その時に活用してほしいのが、職員室です。スクーリ
ング中は出入り自由で、職員室での出会いをきっかけに仲良くなる生徒
さんもたくさんいますし、もちろんフレンドリーな先生方とも気軽にお
話しできるようになっていますよ♪初めてスクーリングに参加するみな
さんは、特に不安なことがたくさんあると思いますので、ぜひ担任まで
お問合せ下さい！！お待ちしています＼(^o^)／
こんにちは、５・６番クラス担任の玉城です。
スクーリングを楽しむ一番のコツは、
『自分の好きなテーマに参加するこ
と』です！年１０回スクーリングを開催していますが、スポーツや芸術、
実験など様々なテーマで実施しています。自分が興味のあるテーマに参
加すると、同じ興味を持った生徒さん達が集まっていますので、自然と
友達も作りやすい環境になっています。
何と言っても八洲のスクーリングの特色は、毎月テーマ制になっている
という事！！いつ参加しようか悩んでいる方は、ぜひテーマを見て検討
してみてはいかがでしょうか。きっと気の合う仲間に出会えるはずです
(^O^)
また、八洲の職員室は入りやすい雰囲気の職員室です。不安なことがあ
れば気楽に職員室に遊びに来てください。ちなみに私のスクーリング中
の楽しみは、お菓子パーティーをしている皆さんからのおすそ分けをも
らって、ちゃっかり話に入ることですヽ(=´▽`=)ﾉ
それでは、皆さんスクーリングでお会い出来るのを楽しみにしています。
スクーリングでは全国各地から様々な生徒さんが参加します。同じ時期
に参加したというのも縁ですのでなるべく多くの方と触れ合って欲しい
です。また、学校近くは美ら海水族館をはじめ、
「フクギ並木」やエメラ
ルドビーチなど様々な観光を楽しむスポットがあります。空き時間をう
まく活用して沖縄の自然や文化を満喫してください。
みなさん、こんにちは♪ 海外・提携校クラス担任の金居です。
スクーリングを楽しむコツは、自分のペースで過ごすことです(^^♪
慣れない環境でのスクーリングは、楽しいこともつらいこともあります。
その時に、自分のペースで、沖縄のきれいな海を見に行ったり、職員室
で遊んだり、友達とお話したりすると、スクーリングもあっという間に
時間が経って楽しめると思います。学校の中には、談話室や宿舎や職員
室で遊べるゲームやスポーツ用具、本などもあります。ぜひ、スクーリ
ングでは勉強だけでなくリフレッシュしながら、自分のペースで過ごし
てくださいね(＾◇＾)
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９月スクーリングダイジェスト
事務部 番場 晴美

こ う り

ハートロックで はいポーズ ♪

古宇利ウォーキング

ひ じ おおたき

古宇利ビーチで海水浴

比地 大滝
到着！

比地大滝でトレッキング

入校式で体力測定

上体起こし

長座位体前屈

身長計測

☆生徒さんのコメント☆


めったに出来ない橋の上を歩くという経験が出来てよかった。



前回のスクーリングは自分の事で精いっぱいだったけど、今回は沢山友達が出来て楽しすぎまし
た。



とても健康的になりました。大満足です。ありがとうございました。



比地大滝のトレッキングは楽しくて、話せる友達も出来てとてもよかった。



体を動かすことが大切だと言うことを身をもって知りました。



卒業式は一人ひとりがとっても素敵でした。

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。

５
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平成２８年度前期卒業証書授与式
事務部 番場 晴美

56 名の卒業生の
皆さん、卒業おめでとう
ございます！！
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平成２８年度前期卒業証書授与式

校長式辞
校長 和田 公人

ご卒業おめでとうございます。みなさんが手に
された卒業証書は法律に基づいて発行されます
ので、どの高等学校の卒業証書も同じはずです。
しかし、それを手にする道のりは、一人ひとり違
います。特に通信制の高等学校を選択された方の
道のりは、大きく違っていたと思います。

卒業証書の価値を決めるのは、それを手にするために払った努力です。どんなごちそうでも、お腹
お い

がいっぱいのときは美味しく感じません。簡単に手に入る物を手にしても喜びは得られません。多
くの汗と涙を流せば流したほど、勝利した時の感激は大きくなります。

高等学校を卒業したからと言って、この後の人生が保障されるわけではありません。これからも、
あきら

多くの努力が必要でしょう。しかし、達成したときの感激を想像し、 諦 めずに努力をしてみてくだ
つら

さい。努力が辛くなったときは、卒業証書を手にするまでのことを思い出してください。

それでも、どうしても続けることができなくなったときは、その道を自分で選択したかを問いなお
してください。自分で選択していない道、すなわち、他人のための努力や他の人に強要されたこと
は辛いかも知れません。他人のアドバイスを参考にしたり、他の人のために選んだとしても、最終
的に自分で判断したのあれば、自らの選択です。

自らが判断し選んだ道であることを自覚することが、努力が辛くなった時に、それを乗り越える
原動力となります。これからの人生、まず、自分で考え、自分で判断し、自分の人生を歩んでく
ださい。そして、美味しいごはんを食べるために、ときには、腹ペコになってください。
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教職員から卒業生へのメッセージ
事務部 板谷 幸恵
 和田 公人（校長） ご卒業おめでとうございます。これからも、自分で選んだ道を進んでください。
 中村 成希（教頭） 祝 ご卒業おめでとうございます。
 島袋 友美（1･2 番クラス） 卒業おめでとうございます。これからの人生、自分の足で自分のペー
スで前進してください。応援しています。素敵な思い出ありがとう(^^)/
 比嘉 彩香（3･4 番クラス） 新しい門出にあたり「おめでとう」の言葉をおくります。これからみ
なさんの人生に起きる出来事や出会いに無駄なものは決してありません。八洲での思い出を胸
に、自信を持って歩いていってください☆
 玉城 健一（5･6 番クラス） 高校卒業おめでとうございます。これからも自分らしく、自分のペー
スで前進して下さい!! 応援しています!!
 島袋 瑠美（7･8 番クラス） Congratulations! 皆さんの新たな旅立ちを応援しています。皆さん
の笑顔が大好きです(^^)
 平安山 智子（9･10 番クラス） 高校卒業後、どう生きるかは自分次第です！悔いのない人生を送っ
て下さい。皆さんのご多幸をお祈りしています。
 岸本 久律 卒業おめでとうございます。人生山あり谷ありですが、今ひとつの山を越えました。
また笑顔で会えるのを楽しみにしています。
 知花 聖奈 ご卒業おめでとうございます。今後の皆さんの活躍を期待しています。人生、楽しんで歩
んで下さい。応援しています☆
 金居 央 卒業おめでとうございます！一人一人自分の夢に向かって前進して下さい。応援しています。
 島袋 正良 卒業おめでとう。これからも一歩一歩前進していきましょう！
 原田 みき子 人を大切に！自分を大切に！

 玉城 優香 卒業おめでとうございます。みなさんのこれからの人生がさらに飛躍することを心から願
っています。
 与古田 初子 卒業おめでとうございます。一息ついたら次へのチャレンジですね。今日の日の達成感
を忘れないで!!
 長崎 佑 祝 卒業 『諦めない、困った時は相談する、一時でも安らげる場・時間を持つ』この 3 つ
の言葉を忘れずにおおいに羽ばたこう
 天野 葉月 卒業おめでとう!!! 何事もあきらめず、いつも前を向いて歩み続けて下さい。輝く未来が
あなたたちを待っているはずです。NEVER GIVE UP YOUR DREAM
 早川 知里 Congratulations on your Graduation!! 八洲での経験を自信にして、社会に出ても自
分に負けず頑張って下さい。
 有島 りさ 卒業おめでとうございます☆ミ good luck!!!
 鈴木 啓之 人生は長い。楽しいことも辛いこともたくさん出合うだろう。さあ、顔を上げ前を向いて
人生を謳歌しよう。
 平良 亮 ご卒業おめでとうございます。お体に気を付けて、今後の人生充実した日々を送れるようお
祈りいたします。
 松本 美代子 卒業おめでとうございます。これから先辛い事もあるかもしれない。でもきっとのりこ
えられる。明日また朝がくる。本当におめでとう。
 親川 瞳 ご卒業おめでとうございます。これからもずっと、応援しています。"健康第一!!"でね～
無理はしちゃダメよ～
 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます。山あり谷ありの人生と思いますが自信を持って前に進んで
行ってくださいね！応援しています。
 具志堅 慎一 NEVER GIVE UP. 人生の大地に根を張り大きくなれ！アバヨ！
 谷 和樹 ご卒業おめでとうございます。
 板谷 幸恵 やしまでの思い出を胸に、自分らしく前へ進んで行ってください。応援しています！

 番場 晴美 「苦しい時が成長する時」これからも、あきらめず頑張って下さい！
８
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「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介
教頭 中村 成希
八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ Ａｃａｄｅｍｙ 日本支部
（フレンズアブロード）』と教育提携を結んでおりますので、
「日本の高校卒業資格」と同時に、
『アメリ
カの高校卒業資格』の取得が可能です。

平成２８年９月１８日に挙行いたしました「平成２８年度前期卒業証書授与式」で、１名の男子生徒
さん（画像左）が無事に、米国私立高校も卒業致しましたのでご紹介します。私自身（画像右）も、平
成２５年度に卒業しましたので、また新しい後輩ができ、嬉しく思います。おめでとうございました。
八洲学園大学国際高等学校の「外国語ステ
ップアップコース」には、米国私立高校卒業
の他に、「セブ島や米国への短期語学留学」
もあります。興味のある方は、詳しい資料を
送らせて頂きますので、各担任へ連絡を下さ
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・Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ）マークシート形式
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。
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指定校推薦追加校
進路指導主事 金居 央

ゆんたく 7・8・9 月号及び WEB サイトに指定校推薦一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案
内がありましたので掲載いたします。
指定校校内選考の第一回の募集は、9 月 12 日に〆切ましたが、枠に余裕があり、かつ出願に間に
合う場合には随時、校内選考の申請を受付けています。詳しくは、各担任へお問い合わせください。
【専門学校】
都道府県
千葉県

沖縄県

学校名
松山学園松山福祉専門学校

沖縄福祉保育専門学校

学科
介護福祉科

特典

福祉ビジネス科

1年次及び2年次学費の半期分を免除
（各36万円、2年間合計72万円の免除）

こども未来学科
(保育士・幼稚園教諭コース／保育士スペシャリストコース)

保育士・幼稚園教諭コース：100.000円 免除
保育士スペシャリストコース：80.000円 免除

ヒューマン介護福祉科
(スペシャリストコース／ヒューマンケアコース)

スペシャリストコース：90.000円免除
ヒューマンケアコース：70.000円免除

「女子美術大学」のご紹介
進路指導主事 金居 央
たいじ

女子美術大学は、1900 年、当時男子校で女学生の入学を認めていなかった東京美術学校に対峙し
創設された「私立女子美術学校」に始まり、100 年以上続く歴史のある美術大学です。私立美術学校
としては最も歴史が長く、多くの女性美術家やデザイナー、クリエーターを輩出しています。

右の図のように、東京芸大を頂点
に、通称「東京五美術大学」が位置
しています。
「東京五美術大学」とは
武蔵野美術大学、多摩美術大学、東
京造形大学、女子美術大学、日本大
学芸術学部のことで、美術大学の早
稲田・慶応と言われています。
今年度、
「女子美術大学」より指定
校の認定を受けました。出願期間は、
11 月 1 日～始まります。美術・デザ
インに深い興味を持ち、進学して専
門知識や技術を学びたい気持ちを持
っている生徒さんは、是非一度、オ
ープンキャンパスに参加して受験を考えてみてはいかがでしょうか？
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平成２８年度後期 リポート作成のポイント
教務部 島袋 瑠美

科目

担当教員

国語表現
原田みき子
現代文 B
国語総合
比嘉彩香
古典
古典 B
日本語基礎

玉城健一

世界史Ａ

地理Ｂ

玉城優香

日本史Ｂ

現代社会

倫理

玉城優香

数学Ⅰ
島袋正良

数学Ａ
科学と人間生活

生物基礎

各リポートの問題には答えが載っている教科書のページが示されています。その部分を
読めば解答できます。語句や漢字の問題は国語辞典や漢和辞典を活用しましょう。
該当する教科書のページが示されています。その部分をよく読めば解答できます。国語
辞典や漢和辞典で調べましょう。
No.1～8 は教科書・学習課題ノートをしっかり読んで解いてみましょう。No.9～12 は、
本文の雰囲気をさらっとつかみましょう。学習課題ノートが解答の参考になるので有効
に使いましょう。
本文はさらっと読んで古典作品の雰囲気をつかみましょう。内容理解は学習課題ノート
を利用するとよいでしょう。
リポートの問題は全て教科書の中から出題しています。教科書の説明を良く読んで理解
して、リポート作成を行いましょう。
たくさんの国が登場するため、どの国の出来事なのかを把握することがポイントです。
目次から同じタイトルの章を探し、範囲を絞りましょう。重要な語句は太字で強調され
ていますが、本文全体に目を通してください。教科書の後ろに載っている「索引」や「年
表」を利用してもよいでしょう。
教科書の本文もそうですが、図やグラフ、脚注など教科書のすみずみに目を通しましょ
う。重要な語句は太字で強調されていますので、その前後の文章にも注目してみてくだ
さい。また、一つの問いに解答が複数ある問題もありますので、問題をよく読んで答え
ましょう。※No.6 １のグラフですが、記号が一段ずつ下にずれているので解答の際は
注意してください。
教科書の本文をしっかり読んでリポートに取り組みましょう。重要な語句は太字で記載
されていますが、その前後にも注目してみましょう。図や写真、年表なども参考にして
ください。
教科書本文を読んで答えが見つからない問題は、問題の文章の中から、キーワードにな
る単語を探し出してみてください。キーワードを教科書の後ろの索引で引き、答えを探
し出してください。また、ヒント集にもヒントがあります。※No.4 ２の(12)は教科書
の改訂により記載がなくなったため、解答しなくても構いません。
教科書の本文だけではなく、枠外の人物画や図表にも目を向けてください。本文枠外か
らも多く出題されています。
太字になっている箇所以外も問題になっていますので、隅々
まで読み込んでください。
まずは問題文をしっかり読み、何を問われているかを確認してから解答しましょう。主
に教科書本文からの出題が多いですが、図表や脚注にも目を通してみてください。出題
されている図表や年代が教科書の記載と多少違う場合は、一番近い数字を参考にしてく
ださい。

政治経済

数学Ｂ

リポート作成のポイント

リポートに参考となる教科書のページと例題が載っているので、その解法を見て解いて
いきましょう。索引も利用しましょう。
リポートに書かれている教科書のページを確認し、解法を見ながら解いてみましょう。
教科書の例を参考にするとよいでしょう。

金居央

まずはリポートに載っている学習範囲の教科書ページを読んでから問題に取り掛かりま
しょう。文章をしっかり読んでいけば解ける問題になっています。

長﨑佑

設問の多くが教科書の文章に近い形で出題されています。教科書をよく読むことと、図、
表、探究の中にも解答の鍵があります。設問の中の代表的な単語あるいは「語群」の単
語を教科書巻末の索引で調べ、解答を見つけ出す方法もあります。
尚、ポイントチェックも採点に入りますので忘れずに解答してください。
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地学基礎

島袋正良

とても調べやすい内容になっていて、リポートの教科書参考ページから、図と太文字を
たよりにすぐ探すことができます。また、教科書の索引をうまく使うと早く見つけるこ
とができます。

化学基礎

岸本久律

全体的に調べやすくなっています。約 10％は応用問題ですが教科書をゆっくりと進めて
いくとほとんど書き込むことができます。

理科課題研究

岸本久律

リポートは教科書に沿った内容になっていますので、リポートに記載されているページ
NO.を確認し、教科書を読めば解答と重なる文章や図が見つかります。

体育γ

平安山智子
島袋瑠美
知花聖奈

教科書の該当ページをしっかり読んで解いていきましょう。難しい用語は教科書の巻末
の「さくいん」から調べると分かりやすいです。

保健

平安山智子

教科書の該当ページをよく読めば解ける問題になっています。落ち着いて進めていきま
しょう。

体育α
体育β

書道Ⅰ

美術Ⅰ

コミュニケーシ
ョン英語基礎

コミュニケーシ
ョン英語Ⅰ

英語Ⅱ

コミュ二ケーシ
ョン英語Ⅱ

オーラル・
コミュニケーシ
ョンⅠ

家庭総合
社会と情報

玉城健一

① №2～№6 はリポートと一緒に作品提出も必要です。
② 「書く」だけではなく、
「鑑賞」にも趣きを置く様に心掛けましょう。

原田みき子

No.3 描きたい風景を見つけ、枠におさまるよう全体をつかむ。遠近法（近い部分は大き
く濃く、遠い部分は小さく薄く）を使って奥行きを出すこと。No.6 描く文字は漢字、ひ
らがな、カタカナ、ローマ字何でもいいです。苗字だけ、名前だけ、頭文字だけでもい
いです。デザイン的であることが大事。

早川知里

まずは教科書の本文を声に出して読んでみましょう。発音や意味のわからない単語は辞
書で調べましょう。次にワークブックの「文のきまりを身につけよう」を参考にしなが
らワークブックの練習問題をやってみましょう。リポートの大半はワークブックから出
題されています。

有島りさ

リポートに記載の教科書のレッスンを読みましょう。分からない単語は教科書の各レッ
スンや P199～120 に記載の「本文で学習する語」
・辞書を使って調べましょう。各レッス
ンの後の“Target”には文法の説明が記載されていますので、例文を参与に問題を解い
てみましょう。

天野葉月

まずは教科書を読み、新しい単語や表現を確認しましょう。次に、本文に書かれている
内容の理解を深めます。ワークブックやレッスンごとの“target”を参考にすると良い
でしょう。

天野葉月

まずは教科書を読み、新しい単語や表現を確認しながら本文に書かれている内容を理解
していきましょう。次に、ワークブックとレッスンごとの“target”を参考にして、文
法を確認します。教科書の『文法のまとめ』も目を通すようにしましょう。

伊禮愛里

テキストを読んで、
“表現”
（テキストの章の初めの左にあります）が文中のどこに使わ
れているかを理解します。わからない単語にはチェックを入れ、辞書で調べましょう。
リポートには、テキストの参照ページが書かれていますので、該当するところを探して
いけば答えもしくはヒントにたどり着けます。教科書 93～97 ページの「表現のまとめ」
も参考になります。テキストを声に出して読むことが大切です。

与古田初子

まず教科書を読みましょう。本文だけでなく、コラムや表・細字の部分にも解答になる
重要なヒントが書いてあります。

島袋友美

教科書をよく読んだら必ず解ける問題ばかりです。教科書の中の太字に注目したり、教
科書の後ろにある用語集や索引を利用したりしてリポート作成がんばってください！

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.html
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平成２８年度後期 試験出題ポイント
教務部 島袋 瑠美

科目

出題ポイント

※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

国語表現

教科書 P45「記書きの例」
、教科書 P34～35「待遇表現」敬語によるコミュニケーション、教科
書Ｐ103「面接評価表」
、作文「10 年後の私」というテーマでのびのびと書く。
「スクーリング
の感想」でも良い。300～400 字

国語総合

リポート：№4、№9、NO.10、NO.11、№12、授業内容

現代文 B

＜一＞教科書 P323「国際化の流れの中で」を読んでおくこと。最後の項は特にしっかり読ん
でおくこと。＜二＞教科書に出てくる作家５名とその作品を線で結ぶ。＜三＞最近のニュース
から気になることを選んで書く（例、健康問題・温暖化現象・難民問題など。何もない人は「私
の夢」を書く）（300～400 字）

古典・古典 B

リポート：№4、№9、№11、№12、授業内容

日本語基礎

リポート：№1【一】
【二】
、授業内容

世界史 A

リポート：№2、授業内容、配布資料

日本史 B

リポート：№5、授業内容、配布資料

地理 B

リポート：NO.6、NO.7、授業内容、配布資料

現代社会

リポート：№2、授業内容、配布資料

倫理

リポート：№6、授業内容、配布資料

政治経済

リポート：№2、授業内容、配布資料

数学Ⅰ

リポート：№1【4】、№2【3】【4】
、№3【3】
【4】
【5】
、№4【4】
、№6【2】
【3】
【4】【5】
【6】
、
№7【1】
、№9【1】
【2】

数学 A

リポート：№1【1】【2】
【5】【6】、№2【1】【3】
【4】
【6】、№3【1】【2】
【4】
【6】
、№6【6】

数学 B

リポート：№1【1】【2】
【3】【4】【5】
【6】
、№2【1】
【2】【3】
、№3【1】
【4】
【5】
、№5【1】

科学と人間生活 リポート：№1、№3、№5、授業中に配布したプリント
生物基礎

リポート：№1①、③教科書 P10、P13、P20、№6④教科書 P150～152、授業内容

化学基礎

リポート：№1～4、授業内容、元素の周期表の原子番号 1～20、原子の構造

地学基礎

リポート：№5 全部、№6 全部

理科課題研究

リポート：No1～3、授業内容

保健

リポ―ト NO1「生活習慣の予防について」、NO2【1】
【2】
【3】
【5】
、NO5【4】
、NO3【1】
【3】
【4】、
NO4【2】
【4】

【6】、№2 Lesson2【6】
、№3 Lesson3【5】
、№4 Lesson5【3】、
コミュニケーション リポート：№1 Lesson1【5】
英語基礎
№5 Lesson7【1】
コミュニケーション
リポート：№1、№2、№3、№4、(現在形、過去形、進行形、助動詞)、授業内容
英語Ⅰ

英語Ⅱ

Lesson2 ： リ ポ ー ト No2(2)(3)(4) 、 Lesson3 ： リ ポ ー ト 3(3)(4) 、 Lesson7 ： リ ポ ー ト
No.7(1)(4)(5)、授業内容（本文の訳など）
、Lesson9 ：リポート No.9(3)(4)(6)

コミュニケーション Lesson2 ： リ ポ ー ト No2(2)(3)(4) 、 Lesson3 ： リ ポ ー ト 3(3)(4) 、 Lesson7 ： リ ポ ー ト
英語Ⅱ
No.7(1)(4)(5)、授業内容（本文の訳など）
、Lesson9 ：リポート No.9(3)(4)(6)

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ
社会と情報

教科書 P29,59,75,81、Lesson3（What are you crazy about?）
、Lesson6(Talking about our town)、
Lesson8(My Way)、Finish-up(Equal Roles)、リポート No.3、No.5、No.6
リポート：№1【1】、№2【4】【5】
、№3【2】
、№4【1】
【2】
、授業内容

※体育α・β・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α・β・γに関して試験は実施せず、授業中の提出
物やリポートなど総合的に評価します。
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予防だより
環境保健部

金居 央

秋から冬にかけては、全国的にかぜやインフルエンザなどの感染症がはやります。日ごろより手
洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。
集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共機関での移
動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。公共機関を
利用する時や、人ごみを通る時にはマスク装用をするなど、事前の十分な予防対策をお願いします。
また、ここ最近 RS ウイルス感染症の流行も警告されています。かぜをひいたと感じたら、早め
に受診するなどして万全を期しましょう。

インフルエンザにかかった人が
せきやくしゃみをすることでウイ
ルスが空気中に広がり、それを吸い
込むことによって感染します。
つばや鼻水を触った手で触れた
ところを触ることによる接触感染
でも広がります。よく見られる症状
は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋
肉痛などで、のどの痛み、鼻水など
があります。

① 予防接種がもっとも有効です。
お近くの病院（内科／小児科）
で受けることができます。
② 日頃から充分な栄養・休養が大
切です。
③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗いと
うがいを心がけましょう。
④ マスク装用、うがい薬や食塩水
でのうがいなどを心がけ、喉を
乾かさないようにしましょう。

今年度の予防接種は、季節性イ
ンフルエンザ（Ｂ型）と再流行が
予想されるＡ香港型ともに効果が
あります。なお、接種してから予
防効果を発揮するまでに約 2 週間
程度かかります。スクーリング参
加の 2 週間以上前に接種すること
をお奨めします。

保護者のみなさまへ
インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染症です。生徒さんが感染すると、法令により
解熱した後２日を経過するまでまたは発熱後７日間、出席を停止させることと定められています。スクーリ
ング中に体調不良などで学習が滞らないよう万全の備えをお願いします。

「RS ウイルス感染症」は飛まつ
や接触感染で感染します。
かぜ様
症状（39℃の発熱、鼻水、咳）
が２～３日続き、
軽快に向かいま
す。
一般的なかぜに比べて肺炎を
併発しやすく、
ウイルスの感染力
が強いとされています。

 ワクチンはなく、有効な抗ウイ
ルス剤もありません。また、免
疫もできにくいので、日ごろの
予防が唯一の対策になります。

 手洗いは、石鹸や消毒液を用い
ていねいにこすって洗います。
帰宅時だけでなく、こまめに手
洗い・うがいの習慣をつけまし
ょう。

 RS ウイルスは石鹸や消毒で容
易に感染力を失うので手洗いが
有効です。

 人ごみの場に出るときは、飛ま
つ感染を防ぐため、マスク装用
をお奨めします。

スクーリングの際は、
生徒さんに食堂利用前の
うがい・薬用石鹸での手
洗いと消毒液での手の消
毒を課し、衛生と感染予
防に努めています。
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平成２８年度「功労賞」のご紹介
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、９月
スクーリングに参加しましたモデル界の２名の生徒さんを表彰しましたのでご紹介します。また、バレ
エ界・ＲＡＰ界の２名の卒業証書授与確定生徒さんもご紹介させて頂きます。
（画像中央：和田公人校長）

●モデル活動 東京ガールズコレクション（日本最大級ファッションショー）
２回連続出演 エモン久瑠美（東京都出身：左から１番目）※詳しくは「学校新聞ゆんたく（９月
号）」をご参照下さい。

●モデル活動 （各種雑誌「ゼクシィ」等）
曲尺ジェームズ愛斗（兵庫県出身：どちら
の画像も、右から１番目）
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●第３回東京シティ・バレエ団（全国バレエコ
ンペティション）ジュニア A
第２位 田中黎水那（宮城県出身）

●第９回高校生ＲＡＰ選手権
ファイナリスト 奥間玲央（通称：レオ
クマ）沖縄県出身
●第１０回高校生ＲＡＰ選手権
オールスター戦出場 奥間玲央（通称：
レオクマ）
●フリースタイルダンジョン
出場 奥間玲央（通称：レオクマ）
※画像中央

新任教職員紹介
事務部 板谷 幸恵

いれい

あいり

伊禮 愛里（英語）
出身地： 那覇市
趣味： 料理、映画鑑賞
マイブーム： 海外ドラマ

みなさん、初めまして！９月から勤務させていただくことになりました。担当は、英語（オーラル
コミュニケーションⅠ）です。おしゃべりが好きなので、気軽に話しかけてくださいね。皆さんと
スクーリングで、たくさんお話しできるのを楽しみに待っています！！
みなさんのサポートをできるように頑張りますので、よろしくお願いします。
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平成２８年度（前期）
「功労賞」のまとめ
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。
平成２８年度（前期）の対象生徒さん一覧をご紹介します。
（受賞等ありましたら、各担任にご連絡下さ
い。
）

『功労賞』（平成２８年度９月３０日現在）
●YAGP 2016 ニューヨーク・ファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix 2016 New York final）
シニア男性 第３位 清田元海
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第８戦）ノービスクラス 優勝 新垣嘉浩
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第５戦）ノービスクラス 第２位 新垣嘉浩
●第１１回伊達クラシックバレエコンペティション シニア部門 第２位・審査委員長賞 上林奈央
●モデル活動（各種雑誌「ゼクシィ」
、各企業ＨＰ等） 曲尺ジェームズ愛斗
●第９回高校生ＲＡＰ選手権 ファイナリスト 奥間玲央（通称：レオクマ）
●第１０回高校生ＲＡＰ選手権 オールスター戦出場 奥間玲央（通称：レオクマ）
●フリースタイルダンジョン 出場 奥間玲央（通称：レオクマ）
●CONCURSO INTERNACIONAL DE BAILADO DO PORTO（ポルトガル） 男性クラシックバレエ部門
第２位 市川真紀
●第１０回 ザ・バレコン東京

Young Lady & Young Man 部門 第３位 奥田美妃

●ダイナムカップ in さいたま２０１６（スカッシュ） 優勝 渡邉聡美
●アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） ３位

渡邉聡美

●東アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） 準優勝 渡邉聡美
●TAC premier open２０１６（スカッシュ） 優勝 渡邉聡美
●香港ジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝 ( U-13,15,17,19 4 階級制覇 )
渡邉聡美
●ジャパンジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝 渡邉聡美
●ペナンジュニアオープン２０１６（スカッシュ）U-19 優勝 ( 2 連覇 ) 渡邉聡美
●YAGP 2016 ピッツバーグ・セミファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix 2016 Pittsburgh
semifinal） シニアクラシック男子 ソロトップ６ 団体金賞 豊田隆一
●第３回東京シティ・バレエ団（全国バレエコンペティション）ジュニア A

第２位 田中黎水那

●東京ガールズコレクション（日本最大級ファッションショー）２回連続出演
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本校から徒歩圏内にある「海洋博公園」をご紹介
地域貢献委員会 平安山 智子

本校から徒歩１５分で行ける海洋博公園はこんな所！
世界最大の魚「ジンベイザメ」や世界初の繁殖に成功した「ナン
ヨウマンタ」が観察できる大迫力の巨大水槽「黒潮の海」や、謎
に包まれた沖縄の深海を再現した「深層の海」水槽など、沖縄の
ちゅ

うみ

海を丸ごと体感出来る沖縄美ら海水族館（有料：高校生割引で１，
２３０円）。天候にも左右されず、じっくり沖縄の海を満喫出来
るのでスクーリングに来たついでに足を運びたいという方は是
非、参考にしてください。今回は沖縄美ら海水族館のパンフレッ
トを皆様に同封しています。
ちゅ

うみ

←世界最大級「美ら海水族館」

そのほかにも様々な無料施設があります！
４～１０月が遊泳期間のエメラルドビーチ。海洋博公園の北
端にあり、サンゴに囲まれた人工ビーチ。遊泳期間には監視
員も配置し、安心して遊泳が楽しめます！白い砂浜にエメラ
ルドグリーンの海♪♪５～９月にスクーリングに参加する方
で空き時間のある方はぜひ、足を運んでいただきたい場所の
ひとつです。

エメラルドビーチ

イルカスタジオ

ウミガメ館

オキちゃん劇場

海洋博公園には人魚と間違われたと由来のある「マナティ」を見学出来る「マナティ館」や、浦島
太郎が乗っていたウミガメを連想させてくれるウミガメがたくさん泳いでいる「ウミガメ館」、様々
な角度からのイルカを見せてくれるイルカショーなど、色々な無料施設があります。年中無休の施
設ですので、スクーリングの空き時間がある方はこちらにも足を運んでいただきたいです！
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八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
教頭 中村 成希
日本で初めての本格的なｅラーニング大学として「八洲学園大学」が神奈川県横浜市に開学して

おり、多数の公開講座を開設しております。大学附属の八洲学園大学国際高等学校との高大連
携の一環として、本学の在校生・卒業生・保護者の方が、公開講座の受講を希望された場合、
受講料が割引されます。興味のある方は、八洲学園大学国際高等学校の各担任までご連絡下さ
い。

【●八洲学園大学公開講座ウェブサイト●】

http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/
講座名
『子どもと関わるために知っておきたいこと（全５回）』
■講座概要：子どもに関わる時、少しの知識があれば、親も子どもも、もっと楽しく、もっと簡単で円滑なコ
ミュニケーションを図ることができます。５回にわたり、日常に活かせるカウンセリング法や、自己肯定感の
育て方、ストレス対処の仕方など、親としての子どもへのアプローチ法をご紹介します。
□対象者：保護者、カウンセリングに興味をお持ちの方。
■受講形態：
「八洲学園大学（横
浜市）来校」か「インターネッ
ト（録画）配信」
□開催日時：①平成 28 年 10 月
15 日(土)、②11 月 19 日(土)、
③12 月 10 日(土)、④平成 29 年
1 月 21 日(土)、⑤2 月 18 日(土)
※最終開講日より 1 ヶ月間は、
講座の録画をインターネット
で配信いたしますので、上記日
程でご都合の合わない方でも
お申込いただきましたら、オン
デマンド（録画）で視聴いただ
けます。
■講師：柳川由紀
□受講料：通常受講料：各２，０００円（税込）一括申込９，０００円（税込）
在校生・卒業生・保護者の方：各１，５００円（税込）一括申込７，０００円（税込）
■支払方法：申込完了後に大学より案内
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□日程と各回の内容：
日程

時間

内容
「子どもに生かす簡単カウンセリング」

1

10 月 15 日
（土）

13:00-14:30

子どもが言うことを聞かない、イライラする、と言う子育ての悩みは視点
を変えることで解決できることが多いもの。子どもを理解することから始
めましょう。
「ソーシャルスキルを磨く」

2

11 月 19 日
（土）

13:00-14:30

ソーシャルスキルとは 他の人との協調を保って生きるために必要とされ
る生活上の能力。この能力を磨き、より良い対人関係を築けるように子ど
もを導くには？
「自己肯定感を育てる」

3

12 月 10 日(土)

13:00-14:30

人は、自己肯定感の高さ低さで、幸福度や満足度に差が出ると言われてい
ます。子供とのどんな関わりが自己肯定感を上げるのか、または下げてし
まうのか、押さえておきましょう。
「コーピングを活用」

4

1 月 21 日(土)

13:00-14:30

コーピングとはストレスに対応する行動。特定のストレスや問題に対処行
動をとって、ストレスを適切にコントロールできるようにしましょう。毎
年、難関大学合格者を輩出するカリスマ塾長と共にお伝えします。
「受験時に力を発揮するスキーマの形成」
同じ出来事に直面しても、人によって捉え方が違うのは、それぞれ自分だ
けの判断基準を持っているから。その人の物事の捉え方を「スキーマ」と

5

2 月 18 日(土)

13:00-14:30

いいます。
スキーマは、経験や情報から得られる知識が人によって違うため、個性が
あります。受験時に力を発揮できるようなスキーマを形成する方法を、毎
年、難関大学合格者を輩出するカリスマ塾長と共にお伝えします。

≪八洲学園大学「柳川 由紀（やながわ ゆき）先生」の紹介≫
静岡のマスコミ企業に就職し、幼児教育相談事業番組を始め教養番組、ド
キュメンタリー番組、情報番組などを担当。
20 年余りに及ぶ番組制作、各媒体での取材経験から、「コミュニケーショ
ン能力の引き出し方」を中心に「親として、子どもの成長に合わせた寄り
添い方のコツ」を伝授。
2009 年、日本家庭教育学会認定の「家庭教育アドバイザー」資格を取得後
は、静岡市学校教育相談員を経て、家庭教育支援協会理事を 2015 年まで
務める。「親力アップ静岡」を主宰し、「子どもを伸ばすための家庭教育
講座」を「親の力」に視点を置いて開講している。
一方、表千家流茶道を 20 年以上続ける中で禅語の面白さに触れ、その中
に家庭教育のヒントを見出し、禅語と結びつけた家庭教育の大切さも講座
やワークショップで伝えている。
家庭教育アドバイザー。日本家庭教育学会会員。静岡県家庭教育支援員。静岡市食育審議委員。
表千家講師。
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１１月講演＆勉強会
教頭 中村 成希

～軽い子ほどリスクが高い！～
◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄県支部
◆日 時：１１月６日（日）１４～１６時（１３：３０受付）
◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要）
◆参加費：５００円
◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ）
◆講 師：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学准教授 博士（医学） ）
【職歴】岡崎国立共同研究機構 生理学研究所、ドイツ国ハンブルグ大学生理学研究所、
茨城大学、茨城県教育庁を経て現職。

不登校となる好発学齢は中学２年前後であるが、いわゆる軽度発達障害児は
その後の学齢・青年期を通じて「不登校リスク・社会的ひきこもり」が高く、
再登校に至りにくい現状がある。
そこで、予備知識のない初学者・これから教育や支援実務に携わる初任者に
役立つよう、不登校やその定着の背景となる心理・社会的脆弱性を紹介しなが
ら、発達障害児の発達の理解・支援のヒント・ポイントについて紹介していき
ます。

通学スクーリング
事務部 板谷 幸恵
・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♪

１１月通学スクーリング

１１月１４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。
11月

1年次(α)

通学スクーリング

ホームルーム

2年次(β)
各クラスの集合場所（教室）は
校内放送でお知らせします。

（9：50～10：00）

1時間目

合同体育α・β・γ

（10：10～11：30）
昼休み
（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

3年次(γ)

学校バスでコンビ二まで

送迎致します
科学と人間生活

英語Ⅱ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

書道Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

理科課題研究

3時間目
（14：10～15：30）
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「全国にある学習拠点（学習提携校）
」のご紹介
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・家庭教師派遣などをご
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。
）

【学習提携校名】
北海道ブロック

北海道

東北ブロック

宮城県

関東ブロック

東京都
千葉県
静岡県

中部ブロック

愛知県
石川県

関西ブロック

大阪府
京都府

中国ブロック
四国ブロック

広島県
山口県
高知県

福岡県

九州ブロック

大分県
佐賀県
熊本県
長崎県
宮崎県
鹿児島県

沖縄ブロック

沖縄県

●代々木アニメーション学院（札幌）
●札幌中央義塾高等学院
●代々木アニメーション学院（仙台）
●代々木アニメーション学院（東京）
●アップスクール高等部（東京）
●世田谷みどり塾（東京）
●ＯＳＥアカデミー（千葉）
●ヒーローズアカデミー国際高等部（静岡）
●代々木アニメーション学院（名古屋）
●中京ドリーム高等学院（名古屋）
●代々木アニメーション学院（金沢）
●代々木アニメーション学院（大阪）
●近畿自由学院（大阪）
●ライセンススクールコーポレーション（京都）
●代々木アニメーション学院（広島）
●プロ家庭教師のディック学園（広島校）
●みはら塾（広島）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●陽気塾（高知）
●代々木アニメーション学院（福岡）
●サンライズスクール（福岡）
●ＨＡＢＩＴＺ高等部（福岡）
●福岡理容美容専門学校（高等課程）
●寺子屋みらい高等学院（福岡）
●寺子屋みらい高等学院（北九州校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（福岡校）
●プロ家庭教師のディック学園（久留米校）
●プロ家庭教師のディック学園（北九州校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（大分校）
●プロ家庭教師のディック学園（中津校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●楠陽（なんよう）学院高等部（佐賀）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（熊本校）
●プロ家庭教師のディック学園（長崎校）
●プロ家庭教師のディック学園（延岡校）
●スタディルーム高等部（鹿児島）
●マイン高等学院（鹿児島）
●プロ家庭教師のディック学園（鹿児島校）
●マイン高等学院（沖縄）
●スタディ（沖縄県内各地）
●早稲田育英ゼミナール（浦添校）
●未来学習塾（石垣島）
●琉美インターナショナルビューティカレッジ
●沖縄写真デザイン工芸学校
●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校）
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【住 所】
北海道札幌市中央区
北海道札幌市西区
宮城県仙台市青葉区
東京都千代田区
東京都板橋区
東京都世田谷区
千葉県佐倉市
静岡県浜松市中区
愛知県名古屋市中村区
愛知県名古屋市千種区
石川県金沢市
大阪府大阪市北区
ちゅ
大阪市城東区
おお
京都市下京区
広島県広島市中区
広島県広島市中区
広島県福山市
山口県
高知県高知市
福岡県福岡市博多区
福岡県糸島市
福岡県久留米市
福岡県福岡市中央区
福岡県福津市
福岡県北九州市
福岡県
福岡県
福岡県久留米市
福岡県北九州市小倉北区
大分県
大分県大分市
大分県中津市
佐賀県
佐賀県佐賀市
熊本県
熊本県熊本市
長崎県長崎市
宮崎県延岡市
鹿児島県鹿屋市
鹿児島県鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市久米
沖縄県本島内各地
沖縄県浦添市
沖縄県石垣市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市

文部科学省認可通信教育
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●１１月スクーリング●

１２月 S 申込書〆切（必着）

１２月 S 詳細発送

☆通学スクーリング（自由参加）

１２月Ｓ：ＲＨ提出〆切

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。

ご相談・お問合せ

（無料）

平日９時～１７時

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。

フリーコール ０１２０-８４０-５９８
（PHS/携帯/公衆電話からも可）

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/
（携帯ＱＲコード）
http://k.yashima.jp/（携帯サイト）
フェイスブック http://www.facebook.com/yashima.kokusai

２６

●いよいよ音楽好きの仲間が集まる１２月スクーリング【八洲ライブ２０１６】の時期が
やってきました！下記の音楽活動（４部門）の選択制です。

さんしん

★ボーカル、エレキギター、ベース、

★沖縄の弦楽器「三線」をみんな

ドラム、ギター、キーボード etc.

で練習し、数曲発表する予定。初

★学校にはドラムセット、ベース、

心者の方も歓迎♪但し、楽器の数

エレキギター、電子ピアノ、アンプ

に限りがあるので、沖縄の方で、

がありますが、練習時に順番待ちに

持っている方は持参お願いしま

なります。持参できる方は極力楽器

す。

を持参してください。詳しくは担当
の中村まさき（ナカマサ）まで。

★両手にハンドベルを持ち、みん
なで力をあわせて曲の完成を目
★「ゴスペル」と聞くと難しそうで

指します♪クリスマスの時期な

すが、みんなで歌う「合唱」をリズ

ので、雰囲気がでてイイよぉ～。

ムにのって楽しく歌う♪といった

人数限定。
（少数）

カンジかな？スタッフも兼ねてま
す。

ゲスト情報はブログでチェック→
音楽好き八洲人ＷＥＬＣＯＭＥ♪

