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平 成 1 7 年 8 月 3 1 日 
八洲学園国際高等学校 

八洲学園国際高等学校の正門には、シーサーがいるのをご存知ですか？沖縄では、獅子のことをシーサーと呼

びます。シーサーのルーツは、エジプトのスフィンクスが起源ではないかと言われ、琉球王国の大航海時代（１

４～１５世紀）に、エジプト、中近東、シルクロードを経由し、中国から琉球（沖縄）に伝わったものと考えら

れています。シーサーを据える目的は、権威の象徴、火伏せ、悪霊返し、及び装飾的なものと多様です。１７世

紀後半、沖縄本島南部に位置する、東風平町の富盛という集落では、たびたび起こる火事に悩まされていました。

そこで、石造りのシーサーを作り奉ったところ、火難から逃れ火災が起きなくなったそうで、そこから、シーサ

ーは沖縄本島、離島へと広まっていきました。学校に来た際には、ぜひご覧ください。  

学校見学会のお知らせ [p.9] 

 

               
 

   
 

 

 

今日のさちこ 

http://blog.study.jp/sachiko/ 
ブログ 

公開中!! 
理事長・校長のブログ 

http://blog.study.jp/wada/ 

学校紹介のお願い[p.9] 
サチコ募金について・応募広場やーも出そうぜ![p.10] 
沖縄こーなー・教職員の着任・退職のお知らせ[p.11] 
9 月の行事予定[p.12] 
NHK 高校講座 9 月番組表[p.2] 
科目追加登録のお知らせ[p.3] 
調査書・推薦書の発行について[p.3]
指定校推薦入試のお知らせ[p.4-7] 
センター試験のお知らせ [p.8] 

 



       は再放送です

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/5・7 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ商人が見たｲﾝﾄﾞ～14-17世紀のｲﾝﾄﾞ地方王朝～ 9/7・9 カーリングの物理 9/8・13・15・20 入門マルチメディアー動物園へ行こうー

9/12・14 ｢盛世｣と呼ばれた時代～18世紀の中国～ 9/21・23 仕事の貯金・エネルギー 9/22・27・29 アニメーションを作ろう

9/19・21 朱子学と支配階層｢両班｣～朝鮮王朝の社会と文化～

9/26・28 ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛとﾙﾀｰ～ﾙﾈｻﾝｽと宗教改革～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/5・7 ２次関数のグラフ（2） 9/5 金属のイオン化傾向 9/5 遺伝（2）～いろいろな遺伝～

9/12・14 ２次関数のグラフ（3） 9/12 電池 9/12 染色体と遺伝子（1）～性と染色体～

9/19・21 ２次関数のグラフのまとめ 9/19 電気分解 9/19 染色体と遺伝子（2）～連鎖と組換え～

9/26・28 2次関数の関数の最大値・最小値（1） 9/26 元素の分類、水素と希ガス 9/26 遺伝子の本体・DNA（1）～二重らせん～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/2 火山活動とその影響 9/2 近づくサイレン、遠ざかるサイレン 9/1・6 人と食べ物

9/9 岩石をつくる鉱物 9/9 光と近代物理学 9/8・13 健康と栄養

9/16 火成岩のいろいろ 9/16 光とレンズ 9/15・20 食品と調理（1）

9/23 山はなぜ高いのか？ 9/23 光の回折と干渉 9/22・27 食品と調理（2）

9/30 流水がつくる風景 9/30 光の偏光と散乱 9/29 食の安全チェック

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/1 Lesson5 Just Be Yourself！（1） 9/1 戦国大名～合戦と領国経営～ 9/2 パリ～食文化を守る～

9/6・8 Lesson5 Just Be Yourself！（2） 9/6・8 信長の天下統一策～｢天下布武｣に向けて 9/7・9 イスラーム社会～統一と多様性～

9/13・15 Lesson6 Tetsuwan Atom，a Super Robot（1） 9/13・15 太閤検地と刀狩～豊臣政権の政策～ 9/14・16 カルフォルニア～多文化共生社会に向けて～

9/20・22 Lesson6 Tetsuwan Atom，a Super Robot（2） 9/20・22 江戸幕府の成立～長期政権の土台～ 9/21・23 インドネシア～民主化と経済の課題～

9/27・29 Lesson6 Tetsuwan Atom，a Super Robot（3） 9/27・29 ｢鎖国｣の実態～江戸時代の海外交流～ 9/28・30 インド～複雑な多様性～

■水・木19：40～20：00

■　　 日16：20～17：00（水・木曜分連続放送）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/1・4 道程 9/1 こころ（2） 9/4 Lesson6：Saving Many Smiles 1

9/2・4 二十億光年の孤独 9/4 こころ（1）〔16：20～〕 9/4 Lesson6：Saving Many Smiles 2

9/3・4 シジミ 9/4 こころ（2）〔16：40～〕 9/4 Lesson6：Saving Many Smiles 3

9/8・11 羅生門（1） 9/7・11 こころ（3） 9/5・11 Lesson6：Saving Many Smiles 4

9/9・11 羅生門（2） 9/8・11 こころ（4） 9/6・11 Lesson6：Saving Many Smiles 5

9/10・11 羅生門（3） 9/14・18 こころ（5） 9/7・11 Lesson6：Saving Many Smiles 6

9/15・18 羅生門（4） 9/15・18 こころ（6） 9/12・18 Lesson6：Saving Many Smiles 7

9/16・18 羅生門（5） 9/21・25 こころ（7） 9/13・18 Lesson6：Saving Many Smiles 8

9/17・18 話し合い（1） 9/22・25 こころ（8） 9/14・18 Lesson6：Saving Many Smiles 9

9/22・25 話し合い（2） 9/28 こころ（9） 9/19・25 Lesson6：Saving Many Smiles 10

9/23・25 話し合い（3） 9/29 こころ（10） 9/20・25 Listen and Speak！【5】

9/24・25 話し合い（4） 9/21・25 How Do You Say It？【3】

9/29 話し合い（5） 9/26 Lesson7：Don't Forget Breakfast！1

9/30 春暁 9/27 Lesson7：Don't Forget Breakfast！2

9/28 Lesson7：Don't Forget Breakfast！3

■金・土20：00～20：20 ■木20：20～20：40

■    月(金曜分)・火(土曜分)5：40～6：00 ■    土曜日5：40～6：00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/2・5 応急手当の意義とその基本 9/2・5 更級日記　門出（1） 9/1・3 ONE  OF A KIND 1

9/3・6 心肺蘇生法 9/3・6 更級日記　門出（2） 9/8・10 ONE  OF A KIND 2

9/9・12 日常的な応急手当 9/9・12 更級日記　源氏の五十余巻（1） 9/15・17 ONE  OF A KIND 3

9/10・13 ライフステージとスポーツ 9/10・13 更級日記　源氏の五十余巻（2） 9/22・24 ONE  OF A KIND 4

9/16・19 文化としてのスポーツ 9/16・19 平家物語　忠度の都落ち（1） 9/29 FAIR TO MIDDLING 1

9/17・20 地域におけるスポーツライフ 9/17・20 平家物語　忠度の都落ち（2）

9/23・26 ライフスタイルとスポーツ 9/23・26 平家物語　忠度の都落ち（3）

9/24・27 アメリカのスポーツライフ 9/24・27 宇治拾遺物語　御堂関白の御犬、晴明ら、奇特の事（1）

9/30 思春期と健康 9/30 宇治拾遺物語　御堂関白の御犬、晴明ら、奇特の事（2）

地  学  Ⅰ 物 理 Ⅰ Ａ
■金15：30～16：00

■      月(金曜分)・火(土曜分)10：40～11：00

体育α・β・γ

■月・火・水20：20～20：40

■金・土19：40～20：00

■     日15：00～16：00（月・火・水曜連続放送）■　　  日5：30～6：30（木・金・土曜分連続放送）

オーラルコミュニケーションⅠ(Ａ)古  典 （古 典 Ⅰ）

■木・金・土20：40～21：00

■木15：30～16：00   ■        火(月曜深夜)1：30～2：00

現   代   文国 語 総 合（国 語Ⅱ） 英  語  Ⅱ
※ＮＨＫラジオ第2放送です。1回20分番組です。1枚作成するには3回分の番組視聴が必要です。

英  語  Ⅰ
■火15：00～15：30  ■        木（水曜深夜）1：00～1：30

■金15：00～15：30

※ＮＨＫ教育テレビです。1回30分番組です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

■月15：30～16：00  ■        水（火深夜）1：30～2：00

日 本 史 Ｂ
■火15：30～16：00  ■      木（水曜深夜）1：30～2：00

地  理  Ｂ

世 界 史 Ｂ

■水15：30～16：00  ■     　　金（木曜深夜）1：30～2：00

■隔週水15：00～15：30  ■        　金（木深夜）1：00～1：30

理科総合Ａ 情  報  Ａ

■月15：00～15：30  ■        水（火曜深夜）1：00～1：30

数  学  Ⅰ

家　庭　総　合

生物Ⅰ(生物ⅠＡ)
■月14：30～15：00　■月14：00～14：30　

■隔週木15：00～15：30

化学Ⅰ(化学ⅠB)

■      毎週火(月曜深夜)1：00～1：30/翌週木曜15：00～15：30



 
            八洲学園国際高等学校 

教  務  部 ・ 吉  良 

 

 
次の学習に取り組むために新しく勉強する履修科目を申込むことを「科目追加登録」といいます。 

この科目追加登録の申込みをしないと、次の学習には進めません。 

１年間に２回、この登録の時期がありますが（前期４月・後期１０月）、 

後期生は基本的にこの時期に登録します。 

また、前期生でも登録できる場合がありますので、確認していきましょう。 

 

 
☆基本的に後期生はこの時期に登録します。また、前期生でも登録できる場合がありますので確認しましょう。 
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【後期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢１｣の人 
 
◎ 昨年度または今年度スクーリングに参加し、単位を修得した人

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成

が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 今年度９月で履修科目の有効期限が切れてしまった人 

◎ 除籍猶予者 
 

 

のような登録の必要があることをご理解いただき、学習計画を進めてく

かわからないことがあれば、お気軽に担任・副担任までご連絡ください

査書・推薦書の発行について 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願

期間を考えて早めに担任へ申し込んで下さい。調査書が発行されるまで

かかる時間も考えて、期限間近になって慌てることのないように、ゆと

査書・推薦書の申込方法 
注意事項》 

 調査書・推薦書の発行には、原則１週間かかります。即日発行はで

 電話での申込みは一切受けつけておりません。またＦＡＸでの申込

 調査書の発行は、卒業者、卒業見込み者に対して発行するものです。

了承願います。 
 提出先の決まっていない調査書は発行しません。提出先の学校名と

路指導部または担任まで申し出て下さい。 
 調査書 

学校に提出す

るもの 

① 学習の手帳ｐ.３１「調査書・推薦書発行願」をコピー

し、必要事項を記入します。 

② 受験しようとする学校の募集要項（コピー可） 

学習の手帳ｐ．３２「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入しま

す（調査書作成の参考にします） 

手数料 在校生：無料        卒業生：１通 ２００円 

返信用封筒を用意します 

＊封筒の大きさ・・・２通までは定型の最大の大きさ（１２ｃｍ×２３．５

ｍ）の封筒、それ以上はＢ５ノートが入るものを用意します。封筒には

名を明記し、切手を貼ります。 

9月16日発送

 

【前期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢０｣の人 
 
◎ 今年度４月に追加登録をおこわなかった人 

◎ 今年度前期のスクーリングに参加し、単位を修得し、次の学習

を進めたい人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成

が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 除籍猶予者 
ださいね。 

。 

書を提出するには調査書の発行が必要です。志望校が決定しましたら、出

には、原則として、発行願が学校に届いてから１週間かかります。 郵送

りを持って申込みをしてください。 

きませんので御注意下さい。 
みもできません。 
著しく出席状況や単位修得状況が悪い場合には、発行できませんので、ご

学部を封筒に記載してお渡し致しますので、提出先を変更する場合は、進

推薦書 

① 学習の手帳ｐ．３１「調査書・推薦書発行願」をコピーし、 

必要事項を記入します 

② 学習の手帳ｐ．３２「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します（推薦書作成

の参考にします） 

③ 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コ

ピー可） 

④ 専願の場合は、学習の手帳ｐ２５「誓約書」をコピーし、記入して下さい 

１通 ２０００円※手数料は郵送の場合、切手でお支払可能です。その場合

は、なるべく小さな額の切手でご用意下さい。 

ｃ

宛

送料 １通 ２通 ６通まで １０通まで 

通常料金 ８０円 ９０円 １６０円 ２００円 

速達 ３５０円 ３６０円 ４３０円 ４７０円 

の成績表と同封でお送りする予定です。 



指定校推薦入試のお知らせ     八洲学園国際高等学校 進路指導部 金居 
 

                                                   

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から、本校に対して入学者を推薦するように依頼のある入

学試験です。選考方法は、面接と書類審査のみの場合が多く（一部小論文あり）、合格の可能性が極めて高い

です。そのため、各校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっています。 

対象者は、校内（下枠内）及び各校の出願資格の条件（基準）を満たし、学校長の推薦を受けることのでき

る方となります。推薦基準を満たしているか、指定校推薦入試受験者としてふさわしいかを確認するために、

希望者全員に校内選考（作文・成績で判定）を行います。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通知が届き、

合格すれば授業料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者（家族）の方ともよく相談して、慎重に決

めてください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。リポート作成を計画的に進め、

スクーリングに参加するようにして下さい。可能な限り、早めに卒業を確定させるのが望ましいです。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園国際高校の代表となります。安易な気持ちで希望するのでは

なく、なぜ、その学校に入学したいのか、その学科で勉強したいのかということをよく考えてください。 

 
 

 
①学校案内・資料の請求 
②オープンキャンパス・学校説明会 参加 
③申込書と志望理由書の提出  

・ 申込書と志望理由書は各担任に連絡し、期限までに提出できるように入手して下さい。 
・ 志望理由書「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について４００字程度にまとめてください。 
・ 提出期限は９月１５日（木）必着で、担任まで提出して下さい。 

④面接準備・練習 
・ 指定校推薦にはほぼ必ず面接があります。服装・頭髪の色・装飾品や言葉遣いなどにも注意しま

しょう。 
・ 準備や練習は各自でおこなって下さい。 

⑤校内選考 
 
【 選考方法 】 

1、志望理由書 ： 「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について 400 字程度 
2、成績 ： 今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む） 

※ その他必要に応じて選考方法を追加することがあります。 

 
 
 
 

・ これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 
⑥出願 
     

 

１． 

２． 

学校長が推薦を認めること。 

前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクーリング出

席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３． 

４． 

推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２．３以上あることを原則とする。 

それに満たない場合は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５． 入学辞退をしない旨の誓約書(学習の手帳P25)を保護者連名で提出できること。 

★大学・短期大学・専門学校受験希望者 

※専願の推薦入試受験希望者は、上記１と４と５に加え、２か３のいずれかを満たしていること。 



  指定校受験者に決定された方は  

校内選考に合格された方には、９月中旬 ～ 下旬頃にご連絡します。 

  

■ 学校からは以下の書類を配布します 

① 指定校出願書類 → 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳２７ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 

・ 誓約書（入学を辞退しない旨の誓約書：保護者連名）も併せてご提出下さい。 

 

※ 発行するまでに受付後１週間かかります。出願期間を確認し、決定次第、早急に申込みをして下さい。 

※ 電話での発行の申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、全員受診が必要です。 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で下書き後、再度確認をし、清書してください。 

・ 検定料の振込も忘れずに行ってください。 

                                     

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しましょ

う。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は別途ご連絡させて頂きます。 

 

 

 出願と受験に際して  

 校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」という自覚を持って試験に臨んでください。

出願期間・出願に必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を確認してください。推薦書・調

査書の申込みや健康診断の受診は早めにしてください。また、授業料等の金額や納付期限については必ず保

護者の方にお知らせしておいてください。 

なお、下記の簡易表は今年度の指定校一覧です。紙面の都合上、詳細は省いています。また下記一覧

は 8 月 19 日時点のものですので、今後、指定校が増える場合もあります。最新の指定校推薦校の一覧や、

各校の推薦基準・出願資格など詳しいことは担任の先生にご確認下さい。その際に、申込書類や手続き

についても確認するといいでしょう。 

また、各学校の情報については、ホームページや入学案内を各自で確認するか、オープンキャンパス

などに参加し、自分の望む学校かどうか直接確認し、保護者の方ともよくご相談下さい。 

 

指定校推薦は、公募制推薦より合格率は高くなりますが、合格したら必ず入学することが条件となりますの

で、その学校に入学したいという強い意思が必要です。将来のことも良く考えながら、どんな大学があるか、

地域・学部・学科などを見てみましょう。 

 

 



学校名 所在地 学部・学科・コース等 

沖縄国際大学 沖縄県 総合文化学部（日本文化学科） 

名桜大学 沖縄県 国際文化学科、経営情報学科、観光産業学科、人間健康学部(ｽﾎﾟｰﾂ健康学科) 

沖縄大学 沖縄県 人文学部（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科）（第一部・第二部） 

拓殖大学北海道短期大学 北海道 経営経済科、環境農学科、保育科 

立正大学 埼玉県 地球環境科学部（環境システム学科） 

城西国際大学 千葉県 福祉総合学部、経営情報学部、メディア学部、人文学部、観光学部 

LEC 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ大学 東京都 総合キャリア学部（総合キャリア学科） 

嘉悦大学短期大学部 東京都 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

星城大学 愛知県 経営学部経営学科 

名古屋産業大学 愛知県 環境情報ビジネス学部（環境ビジネス学科/人間環境マネジメント学科） 

三重中京大学 三重県 現代法経学部 

鈴鹿国際大学 三重県 国際学部（国際学科/観光学科/英米語学科） 

朝日大学 岐阜県 法学部、経営学部 

岐阜経済大学 岐阜県 経済学部（経済学科/コミュニティ福祉政策学科）、経営学部（スポーツ経営学科/経営情報学科） 

京都光華女子大学 京都府 
文学部（日本語日本文学科/英語英米文学科）、人間関係学部（人間関係学科臨床心理専攻/心理

学専攻/メディア情報専攻）、社会福祉学科 

〃  短期大学部 京都府 生活環境学科（生活デザイン専攻/生活情報専攻） 

京都創成大学 京都府 経営情報学部（経営情報学科） 

大阪国際大学 大阪府 人間科学部（心理ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科/国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科/人間健康科学科） 

大阪国際大学短期大学部 大阪府 
家政科（生活文化コース/国際文化学科/観光・国際コース/流通・経営コース/情報・メディアコ

ース） 

大阪経済法科大学 大阪府 経済学部、法学部 

常磐会学園大学 大阪府 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科） 

羽衣国際大学 大阪府 
産業社会学部ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（経営マーケティングｺｰｽ、地域貢献コース、観光レジャーコース、

放送・メディア情報コース） 

姫路獨協大学 兵庫県 
外国語学部（ドイツ語学科/英語学科/中国語学科/日本語学科/スペイン語学科/韓国語学科）、

法学部（法律学科）、経済情報学部（経済情報学科/経営情報学科） 

徳島工業短期大学 徳島県 自動車工業学科 

山口東京理科大学 山口県 基礎工学部（電子・情報工学科/物質・環境工学科） 

東亜大学 山口県 
サービス産業学部（サービス産業学科）、医療工学部（医療工学科）、デザイン学部（デザイン

学科）、総合人間･文化学部（総合人間･文化学科） 

別府大学 大分県 
文学部芸術文化学科(芸術･美術史コース/ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝｺｰｽ/視覚伝達デザインコース/絵画表現

コース)、 英文学科 

日本文理大学 大分県 
工学部（知能機械システム工学科/電気・電子工学科/建設都市工学科/建築デザイン学科/環境マ

テリアル学科/航空宇宙工学科/情報メディア学科）、経営経済学部 

第一経済大学 福岡県 経済学部（経済学科/経営学科/商学科） 

東海大学福岡短期大学 福岡県 情報処理学科、国際文化学科 

第一福祉大学 福岡県 人間社会福祉学部（社会福祉/介護福祉/人間福祉/心理/福祉産業 学科） 

九州情報大学 福岡県 経営情報学部（経営情報学科、情報ネットワーク学科） 



九州産業大学 福岡県 
経営学部（国際経営学科/産業経営学科）、工学部（物質生命化学科）、芸術学部（美術学科/

芸術工芸学科/デザイン学科/写真学科） 

九州東海大学 熊本県 応用情報学部、工学部 

International 

Pacific College 

ニュージ

ーランド 

国際総合学部（企業経営学科/健康福祉学科/観光ホスピタリティ学科/スポーツマネジメント学

科/国際環境学科/国際総合学科） ※入学後は基礎教育課程による英語学習からスタートし、そ

の後、段階的に専門課程に進みます。専攻学科はその時点で選択することができます。 

東洋公衆衛生学院 東京都 臨床検査技術学科 

東京ミュージック&メディ

アアーツ尚美 
東京都 

ヴォーカル学科、プロミュージシャン学科、管弦打楽器学科、ピアノ学科、電子オルガン学科、 

アレンジ・作曲学科、ミュージカル学科、ダンス学科、声優学科、音響・映像学科、ミュージッ

クビジネス学科、メディアアーツ学科 

トラベルジャーナル旅行

専門学校 
東京都 

旅行学科（ツアーコンダクターコース/トラベルコーディネーターコース/クルーズコーディネー

ターコース）、ホテル&レジャー学科（ホテルコース/海外ホテル実習コース/カフェ・レストラン

コース/テーマパークコース/ブライダルコース）、航空・運輸学科（フライトアテンダントコー

ス/グランドスタッフコース/鉄道コース/鉄道パーサーコース/航空貨物コース/空港ハンドリン

グコース） ※ 昼間部・夜間部ともに修業年限 2 年 

キャットミュージック 

カレッジ専門学校 
東京都 

《昼間部》 

総合学科（総合音楽専攻/総合スタッフ専攻）、ミュージシャン学科（ソロボーカル専攻/バンド

ボーカル専攻/シンガーソングライター専攻/ギター専攻/ベース専攻/ドラム専攻/キーボード専

攻/音楽製作専攻[デジタルミュージックコース、作曲アレンジコース]）、ダンス学科（ストリ

ートダンス専攻/ダンスエンタテインメント専攻）、音楽技術学科（音響エンジニア専攻/ライテ

ィングスタッフ専攻/コンサート企画制作専攻/映像製作専攻）、楽器ビジネス学科（ギターエン

ジニア専攻/ピアノ調律専攻） 

《夜間部》 

ミュージシャン学科二部（ボーカル専攻/ギター専攻/ベース専攻/ドラム専攻/キーボード専攻）、

音響技術学科二部（音響エンジニア専攻） 

中日本航空専門学校 岐阜県 航空電子制御科、航空生産科、エアポートサービス科 

京都コンピュータ学院 京都市 

 京都コンピュータ学院の全校全学科が対象  

※ 但し、メディア工学科 RIT 留学コース、情報処理科 RIT 留学コース、国際情報処理科 RIT 大

学院修士課程留学コースは除く 

西日本柔道整復専門学校 大阪府 医療専門課程柔道整復学科 

天王寺 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専門学校  
大阪府 

(2 年制)デジタルクリエイター学科、総合情報経理学科 

(1 年制)情報経理ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ学科 

（来年度より天王寺経理専門学校に校名変更予定） 

西沢学園 

関西テレビ電気専門学校

大阪建設専門学校 

大阪ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 

大阪府 

関西テレビ電気専門学校（放送電子科/電気テレビ科/電子研究科）、大阪建設専門学校（建築学

科Ⅰ/建築学科Ⅱ/バイオエコロジ科/ビオトープ科）、大阪コンピュータ専門学校（情報処理科/

マルチメディア科/フォトグラファ科） 

大阪 IT 会計専門学校 

大阪法律専門学校 

（他、天王寺校も含む） 

京都 IT 会計法律専門学校 

大阪府 各学校の開設学科・コース対象 

大阪情報ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校 大阪府 

（4 年制）総合情報メディア学科、（3 年制）情報システム開発学科、メディアクリエイト学科、

（2 年制）情報処理学科、ゲーム学科、メディアデザイン学科、IT ビジネス学科 

 

KCS 福岡情報専門学校 福岡県 
（4 年課程）大学併修科、（3 年課程）情報システム専門科、マルチメディア専門科、（2 年課程）

情報システム科、マルチメディア科、IT ビジネス科 

福岡教員養成所 福岡県 小学校教諭、幼稚園教諭、保育士の各免許の取得 

第一リハビリテーショ

ン専門学校 
鹿児島県 はり・きゅう学科 

※ 推薦基準等の詳細、最新の指定校情報は各担任にご確認下さい。 

 



センター試験のお知らせ 

平成 18 年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。入手方法は大きく２つ。センタ

ー試験を利用する全国の各大学の窓口で入手するか、有料になりますが、電話やホームページ（テレメール Web）、

郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタログで申し込みをすることができます。詳し

くは下記アドレスのホームページ、または電話問合せ窓口にてご確認下さい。学校ではセンター試験願書を取

り寄せることは致しませんのでご注意下さい。 

 

  大学入試センターホームページ ⇒ http://www.dnc.ac.jp/center_exam/18exam/haifu.html 

全国学校案内資料管理事務センター ⇒ TEL（06）6231-5992（平日 9:30～18：00） 

 

なお、来年３月卒業予定の生徒さんと、今年９月の卒業する生徒さんでは出願方法が異なります。この 9 月

に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますが、来年 3 月卒業予定の生徒さんは、学校から一括での出願

になります。一括出願は、学校で受験者の願書を取りまとめた上での出願となりますので、大学入試センター

の定める申し込み締切り（10 月 14 日）より早い 10 月３日（月）必着が学校への出願書類提出締切りにな

りますので、下の表に記しました流れを参考に、受験案内の入手、学校への提出を期日までに行えるようにご

準備下さい。 

願書提出方法 ～ 来年３月卒業予定の生徒さん対象 (一括出願) ～ 
 ※ この９月に卒業する生徒さんは、個人での出願になりますのでご注意下さい！ 

出願までの流れ 注意事項① 

①願書を入手します 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（木）か

らです。願書は、各自で取り寄せてください。 

②検定料を納付します 平成１６年９月１日（木）～１０月３日（月）の期間に、検定料を銀行・郵便局で納付し、

領収証書を志願票に貼付して下さい。 

③願書を記入します 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入して下さい。 

・八洲学園国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・全員現住所を記入して下さい。 

 

・高等学校コードは、４７５０６Ｊです。 

④出願します  

200６年 3 月卒業予定の方 

            ▼ 

学校からの一括出願です。 

必ず八洲学園国際高等学校進路指導部宛に郵送して下さい。 学校経由以外での

出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意下さい。 
⑤出願期間             ▼ 

出願書類の学校への提出受付期間は、 

 ９月２６日(月)～１０月３日(月)必着  
です。期限に遅れた場合は受験できませんので、注意して下さい。 

 
※ 入試センターへの願書提出期間より、学校への提出期間が早目になっているのは、願書の記入ミスが

あった場合に、再度訂正・郵送していただくためです。 
 
健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありませんが、各大学受験の際には必要になります。各

大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。  

http://www.dnc.ac.jp/center_exam/18exam/haifu.html


 
 
 
 
 

 

広報 中村 智子 

「１０月入学生募集」＆「学校説明会開催」のお知らせ 

願書受付期間：９/1（木）～１０/2０（木）（消印有効） 

皆さんの周りで、「中卒・高校中退・他の高校からの転校希望」でお悩みの方はいらっしゃ

いませんか？本校では在校生宛でもパンフレットを無料で送付いたします。 

また、以下の日程で学校説明会を全国各地で開催いたします。実際に使っている教材やスクーリ

ング時での写真なども持参して、説明させていただきます。また、個々の事情による相談にも応じさ

せていただきます。本校へのご入学をお考えの方に、是非、最寄りの説明会会場の日程をご紹介くだ

さい。 

ご相談・お問い合わせ：フリーコール ０１２０－８４０－５９８までお願いします。 

＜  説明会の「会場」と「日程」 ＞ 
地域 会場名 住所 電話 

東京（新宿） 八洲学園高等学校（新宿会場） 新宿区新宿 2-12-13 03-3225-5491 

東京（上野） 八洲学園高等学校（上野会場） 東京都台東区下谷 1-6-5 ＫＩＳＡＫＡビル１Ｆ 03-3847-3004 

神奈川（横浜） 八洲学園高等学校（横浜会場） 横浜市西区南幸 2-20-11（NS ビル 4F） 045-312-5588 

兵庫（三宮） 八洲学園高等学校（三宮会場） 神戸市中央区磯上通 8-1-33（幸和ビル 2F） 078-261-2835 

大阪（梅田） 八洲学園高等学校（梅田会場） 大阪市北区堂島 2-3-29 06-6343-1173 

愛知（名古屋） マナハウス (7 階)マナルーム 名古屋市中区錦三丁目 22 番 20 号 052-971-3830 

福岡（天神） アクロス福岡 福岡市中央区天神 1 丁目 1 番 1 号 092-725-9113 

沖縄（那覇市） 沖縄県青年会館 那覇市久米 2-15-23 098-864-1780 

沖縄（沖縄市） 沖縄市立中央公民館 沖縄市八重島 1-1-1 098-939-0033 

沖縄（本部町） 八洲学園国際高等学校 国頭郡本部町備瀬 1249 0980-51-7711 

 

 
 
 
 
 

 

 

新宿 上野 横浜 三宮 梅田 

8/27（土） 10/1（土） 9/4（日） 9/23（祝） 9/11（日） 

9/10（土）    9/19（祝） 

     

午前の部：１０時～ 
午後の部：１４時～ 

名古屋 福岡 那覇市 沖縄市 本部町 

9/10（土） 9/18（日） 9/19（祝） 9/17（土） 9/18（日） 

  9/25（日） 9/24（土） 9/23（祝） 

  10/1（土） 9/30（金） 10/2（日） 

  10/8（土） 10/9（日） 10/10（祝） 

説明会は予約不要です。 
ご自由にお越し下さい。 

午前の部：１０時～ 
午後の部：１３時～ 



サチコ募金について 
担当 中村智子 

八洲学園国際高等学校では、スクーリング、学習会参加者の在校生や教職員から、サチコはみんなの

お陰で元気に長生きできているんだよ、という位置づけのサチコ募金をしております。4 月に一度ご報

告させていただきましたので今回は 5 月以降に使わせていただいた項目のご紹介をさせていただきま

す。 

日にち 項目 金額 

5/6 （金） ドッグフード 418 円 

5/12（木） ドッグフード 942 円 

7/8 （金） ドッグフード 942 円 

6/12（日） 狂犬病予防注射代 3000 円 

8/11（木） ノミ・ﾏﾀﾞﾆ予防の首輪「ボルホ・プラスカラー」 2300 円 

  合計 7602 円 

 

本当に、皆さんのお陰でサチコが健康で元気に生活できていることを実感しています。これからも、

サチコは学校の癒し係として役割を果たせるように頑張っていきますのでご理解ご協力を、何卒宜しく

お願いします。ちなみに、最近 HP 上でサチコのブログを始めました。携帯からでも見ることができま

すので是非一度アクセスしてみてください♪ ⇒ http://blog.study.jp/sachiko/ 
 
 
 
 

             総 務 部 

やーとはあ

と言う意味

なた

♪ 
 く

 く

 

わしくは

ださいね

、直接応募先に聞いて 
！ 

～第 9 回 高校生のフォトメッセージコンテスト～ 

「みつめよう 伝えよう わたしたちの日常（くらし）を」をテーマに、1人の高校生（自分は除く）を主人公にした5枚

の写真と文章（４００字程度）で主人公の生き方、くらし、人となりを生き生きと表現 

してください。そして主人公の生き方やくらしに触れて、気がついたこと、感じたこと、考えたこと、世界の高校生に伝

えたいことなどを、自分の言葉で自由に書いてください。 

○参加資格：高校生 

○応募方法：写真と所定の応募用紙を下記に郵送してください。（応募用紙は HP からダウンロード） 

○締め切り：2006 年 1 月１0日（消印有効） 

○ 応 募 先 ：〒163-0726 新宿区西新宿 2-7-1 新宿第一生命ビル 26 階   

      （財）国際文化フォーラム フォトメッセージコンテスト係       

       TEL：03-5322-5211 FAX：03-5322-5215 MAIL：photocon@tjf.or.jp   

HP：http://www.tjf.or.jp/photocon/index.htm 

○ 主 催 ：（財）国際文化フォーラム 

○ 後 援 ：外務省・文部科学省・全国都道府県教育長協議会・全日本写真連盟 

(社)日本ユネスコ協会連盟・朝日新聞社 

http://blog.study.jp/sachiko/


 
さて、今月の沖縄こーなーでは、沖縄の気候をご紹介します。皆さんがスクーリングに参加する時に参考に

してみてください。沖縄の１年間の気候をみてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 服装 気候の特徴  服装 気候の特徴 

１
月 

セーター 

フリース 
北風が冷たくなる季節。気温はそれほど下がら

なくても、体感温度は低め。沖縄の冬は“思った

よりも寒い”かもしれません。学校からは海が近

く、海風は冷たいので防寒具は必需品です！ ７
月 

強烈に強い日差しが沖縄を照り付

けます。それでも最高気温は本土

ほど上がることはなく、日陰に入れ

ば風が心地よい・・・沖縄の“真夏”

に入ります。10 月まで思い切りマリ

ンスポーツが楽しめます！ただし、

海では日焼け止めは必ず塗りまし

ょう！熱射病予防は万全に！ 

２
月 

セーター 

フリース 

薄手のコート 

1 月と似ています。沖縄人のほとんどが、きっと

「2 月が一番寒いさぁ」と答えるかも？！ ８
月 

パインやマンゴ、島バナナなど、夏

を代表する果実が実り、夏真っ盛

り。片降り（カタブイ）といってスコー

ルのような雨が多くなります。 

３
月 

長袖シャツ 

フリース 

薄手のコート 

二月風廻り（ニンガチカジマーイ）と呼ばれる低

気圧が発生し、風の強い日が多くなります。春

を迎える準備ですね。沖縄本島周辺離島では

海開きがはじまるところもあります。元気な子ど

も達は 3 月から泳ぎ始めます。 

９
月 

7 月～10 月は台風シーズン。特に

後半にかけては大型化する傾向に

あります。沖縄の台風に傘は役に

立たないので、雨具を用意しておき

ましょう。後半になると日差しは多

少弱くなります。が、まだまだ暑い

日は続きます。 

４
月 

長 袖 シ ャ ツ( 半

袖シャツ) 

セータ ー(前半

のみ) 

初夏です。うりずんと呼ばれ、沖縄ではもっとも

過ごしやすい季節だといわれています。セミも

元気に鳴き始めます。海開きも本格的に始まり

海水も大分温かくなりますが、水着ではまだ少

し寒い 4 月。 

１０
月 

 

半袖シャツ 

半ズボン 

日焼け対策の

長袖シャツ 

 
7、8 月ほどではなくとも十分暑い 10

月。7 月から 11 月はお祭り尽くしの

熱い夜が続きます。海水浴は 10 月

まで可能です！ 

５
月 

半袖シャツ 

半ズボン 
上旬から蒸し暑くなり、GW を過ぎた頃から梅雨

に入ります。お待たせしました！水着で泳げる5

月です。 
１１
月 

半袖シャツ 

長袖シャツ 
比較的涼しく、安定した天気が多い

11 月です。それでも晴れた日の日

中の日差しはあなどれない沖縄の

空です。 

６
月 

半袖シャツ・半

ズボン・日焼け

対策の長袖シャ

ツ 

比較的快晴の多い沖縄の梅雨ですが、後半に

かけては大雨になりやすいといわれます。梅雨

明けは 6/23 慰霊の日前後。日差しがだんだん

強くなるので日射病･熱射病には要注意です！ 

１２
月 

長 袖 シ ャ ツ( 半

袖シャツ) 

セーター 

フリース 

風が少し冷たくなります。沖縄の短

い冬がこの頃から始まります。1 月

同様、学校は海風が強いので、防

寒具は必要です。 

沖縄の年間平均気温・平均水温  （那覇）  

  １ 月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

月平均降水量（mm） 113 106 162 152 243 253 190 259 168 151 117 123 

月平均降雨日数（1mm 以上） 10.9 10.9 11.7 9.5 11.6 11.9 9.5 13.1 10.8 8.0 8.3 9.7 

月平均最高気温（℃） 18.6 19.0 20.8 23.9 26.5 28.8 31.1 30.7 29.9 27.2 24.0 20.6 

月平均最低気温（℃） 13.6 13.9 15.6 18.6 21.5 24.2 26.1 25.8 25.0 22.3 19.1 15.7 

月平均気温（℃） 16.0 16.3 18.1 21.1 23.8 26.2 28.3 28.1 27.2 24.5 21.4 18.0 

月平均海水温（℃） 20.2 20.0 20.6 22.4 23.9 26.0 27.8 27.9 27.2 26.1 23.9 21.8 

 

 

教職員の着任・退職のお知らせ 

 この度、2005 年 8 月 1日より、神川
かみかわ

大樹
ひ ろ き

先生（保健体育）が着任されました。また、2005 年 8 月 31 日を持

ちまして、松元潤先生が退職されました。この場を借りまして、ご報告させていただきます。 



 
 
                                      

                                      

                                      

1 木  16 金 
成績発送 

科目追加登録のお知らせ発送 

2 金  17 土 保護者懇談会（沖縄市） 

3 土  18 日 保護者懇談会（本部・福岡） 

4 日  19 月 
敬老の日 

保護者懇談会（那覇・梅田） 

5 月 ９月７泊集中 S（～12 日） 20 火  

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金 秋分の日 

9 金  24 土  

10 土 保護者懇談会（新宿・名古屋） 25 日  

11 日 前期卒業式 26 月  

12 月  27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 ゆんたく発送 

☆ 〆切日に直接学校にリポートなどの提出物を持参する場合は、１７時までとします。 

☆ 〆切は全て消印有効とし、その〆切とは各月のスクーリング参加予定者のみとします。 

☆ S はスクーリング、R はリポート、H は視聴報告を意味します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ご兄弟やご親戚、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） 

 

編集後記 

 沖縄は、まだまだ暑い日が続いていますが、皆

さんの地域では、いかがでしょうか？本州のほう

では、秋らしくなってきているのではないかと思い

ます。秋は１年の中でも、とても気候のいい季節

ですので、スポーツや読書に励んで、秋を満喫し

てはいかがでしょうか？ 

金居（kanesue@okinawa.yashima.ac.jp） 

〒905-

�   

Fax   

HP   

 

八洲学園国際高校通信 

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 

0980-48-4115（科目に関する質問など受け付けております） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

http://www.yashima.ac.jp/i/2/ （i モード対応） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
http://www.yashima.ac.jp/i/2/



