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  進進路路情情報報大大特特集集！！！！  
 

 
 

平成２５年７月２９日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

「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。 

『『沖沖縄縄ママリリンンススポポーーツツ』』ススククーーリリンンググをを開開催催ししままししたた！！  

ススノノーーケケルル、、シシーーカカヤヤッックク、、体体験験ダダイイビビンンググ、、JJrr ラライイフフセセーービビンンググププロロググララムムななどど  

沖沖縄縄のの海海をを思思いいっっききりり満満喫喫ししままししたた♪♪  



事務部 番場 晴美 
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７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☆ 

 自分じゃ絶対にやらないマリンスポーツを経験できてよかった。本当に素敵な思い出ができました。

こんなに遊んで勉強するのはもうないだろうなぁと思う。マリンスポーツまたやりたいです。 

 来るのがおっくうだったけど本当に来てよかったです。全て感じたこと学んだこと、全ての出会い、

人間関係に感謝。私、この学校に入れて良かったです。 

 とにかく楽しかった。最初はいやだと思ったけど、あんがいみんな親切で優しかった。 

 いろんな友達ができて、沖縄っぽい海も入れてすごく楽しかった！最初はいやだったけど後半から、

すごく楽しくて時間が早く感じた。 

 最初はいやすぎて帰りたかったけど、最後はもっといたいって本気で思えました。ここへきてよかっ

たです。まわりの子も本当いい子ばっかでうれしいことばっかでした。せんせーも明るくて本当に良

かったです。 

シーカヤック 

 

体験ダイビング 

 

花火 

 

沖縄の海を満喫～♪ 

 



事務部 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、「進路選択のアドバイス」をお伝えします♪ 

 

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 

皆さんは「高校卒業」を目指して本校へ入学してきました。その目

標を今年度中に達成する予定の方は、次の進路を考える必要があり

ます。基本的には「進学」「就職」になりますがとても悩み、苦しく

なることもあると思います。しかし、「悩まない人(考えない人)より

悩む人(考える人)の方が成功する！」 いつでも担任の玉城＆副担任

の比嘉へ連絡ください！ 一緒にたくさん悩んで、最良の進路を見

つけましょう！！ 

皆さん、こんにちは。今年９月に卒業の方、来年３月に卒業予定の方は

卒業後の進路を考える時期になりましたね。卒業後すぐに就職したい場

合は、ハローワークの高卒求人を紹介することができますので、どんな

仕事があるのか知りたい場合はご連絡下さい。また、進学を考えている

皆さんはどこに行きたいのか、推薦入試を受けられるかどうかなど早め

に相談して受験の準備をしっかりしていきましょうね(*^_^*)卒業が来

年以降の皆さんも、卒業後の進路について気軽にご相談して下さい♪ 

進路選択 

 『やりたい事』『あっという間に時間が過ぎてしまう事』『やる気

がでる事』生きてきた中で、自分にとってこの様な出来事があった

かもしれませんね。この様な出来事が仕事に繋
つな

がったら最高。 

進学を希望する方も、最終目標は自己実現へのスタート!! 

まずは、自分と向き合って将来を考えてみましょう!! 

進路を考える時にまず最初は「進学」したいのか、「就職」したいのかで

す。「進学」を選択する場合、「指定校推薦」にするか、「学校推薦」にす

るか「AO入試」にするか「一般受験」にするかの選択も必要です。 

自分の今の状況を考え、どうすべきか決まらない方はお気軽にご相談く

ださい。進路選択はひとりひとりに合わせて考えていく必要があります。

私と一緒に将来について真剣に考えましょう！ 

卒業後の進路は自分の将来を決める大切なもの。自分は今何をしたいのか、何に

興味があるのか、しっかり考えていきたいですね。普段の生活からそのヒントが

見つかるかもしれません。同じような毎日を過ごしていても 

何かがきっかけで自分の将来に繋
つな

がることもあります。 

何をしたらいいか分からなかったり何かに迷ったり… 

相談ごとがあればいつでも連絡お待ちしています((^∀^*)) 

 

 



進路指導部 横田 裕美 

 

2013年 9月または 2014年 3月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思いま

す。今回は、指定校推薦・学校一覧（今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお知ら

せします。本誌掲載とともに、8 月には学校の HP に追加募集も加えて掲載します。ご不明な点は各担任

まで連絡をください。今月号の「ゆんたく」では、申込から入学手続きに至るまでの流れを掲載します。

校内選考申込を少しでも検討している生徒さんは、必ずこの「ゆんたく」を保管しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦入試・校内選考申込について 

文部科学省認可通信教育 

 

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、面接と書類審査の場合が多く（一部小論文あり）、合格の可能性が高

いです。そのため、各学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、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることができる方となり

ます。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）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。保護者の方とよく相談して、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。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高校の代表となります。後輩の道を拡げるか、また

は閉ざしてしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。安易な気持ちで希望するのでは

なく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強したいのか、また卒業した

らどうしたいのかなどをよく考えてください。 

４ 

 

①『指定校推薦入試申込書』『志願理由書』『誓約書』『自己ＰＲ』『調査書・推薦書発行願』の提出 

・指定校推薦入試校内選考申込書と志望理由書は各担任に事前に連絡し、入手して下さい。 

・誓約書、調査書･推薦書発行願、自己ＰＲは『学習の手帳』P32、P39、P40をコピーしてご使用下さい。 

・提出期限：８月２８日（水）１７時必着 ※進路指導部・横田（沖縄）宛 

※募集期間及び定員に余裕がある場合のみ第二次募集を別途設定する予定です。 

 

②校内選考 

 

 

 

 

 

※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。 

 

③出願 

●学校案内・資料を請求し、可能であればオープンキャンパス等へもご参加下さい。 

●指定校推薦にはほとんどの場合、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。(面接練習を希望の方は、各担任までご相談下さい。) 

【 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 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。 

③ 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） 



 

1. 校長が推薦を認めること。 

2. 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. 推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

4. 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を保護者連名で提出できること。(専願) 

  ※上記『1･2･4･5』または『1･3･4･5』の4項目を満たす事が必要です。 

※各校の基準と共に、上記基準を満たしていないと指定校推薦は受けられません。 

 

 

 

【指定校推薦校内選考(合格)後の流れ】 
・9月中旬 ～ 下旬頃に書類送付。 

 ■  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ください。 

  

■ 出願開始までに以下のことを行ってください。 

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 39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。 

・申込書が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかりと 

確認し、受験が決定次第早急に申込みをしてください。 

・電話での発行申込みは一切受付しておりませんので、ご了承ください。 

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、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます。） 

③ 願書作成 

・鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません。） 

・受験料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願していただきます。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ください。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 

 

【出願と受験に関して】 
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十分確認してください。 

推薦書・調査書の申込みや健康診断の受診は早めに行ってください。 

また、授業料や納付期限に関しては必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 

 

 

 

５ 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 横田 裕美 

選出方法、出願資格、出願期間等の詳細は、担任の先生もしくは進路指導部まで連絡してください。 

※一覧表は 7/16現在。追加校は順次ゆんたくでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦一覧表 

文部科学省認可通信教育 

６ 

所在地 大学 学部・学科

北海道 札幌国際大学 【人文学部】現代文化学科【観光学部】観光ビジネ
ス学科,国際観光学科【スポーツ人間学部】スポー
ツビジネス学科,スポーツ指導学科

北海道 函館大学 【商学部】商学科

青森県 八戸工業大学 【工学部】機械情報技術学科,電気電子システム学
科,システム情報工学科,バイオ環境工学科,土木建
築工学科【感性デザイン学部】感性デザイン学科

宮城県 東北文化学園大学 【総合政策学部】総合政策学科

山形県 東北公益文科大学 【公益学部】公益学科

群馬県 上武大学 【ビジネス情報学部】スポーツ健康マネジメント学
科,国際ビジネス学科

埼玉県 城西大学 【経営学部】マネジメント総合学科

埼玉県 尚美学園大学 【芸術情報学部】音楽表現学科,情報表現学科【総
合政策学部】総合政策学科,総合政策学科(指定校
特待生),ライフマネジメント学科,ライフマネジメント
学科(指定校特待生)

埼玉県 駿河台大学 【経済経営学部】経済経営学科

埼玉県 西武文理大学 【サービス経営学部】サービス経営学科,健康福祉
マネジメント学科

埼玉県 東京国際大学 【国際関係学部】国際関係学科,国際メディア学科

埼玉県 人間総合科学大学
(通信制)

【人間科学部】人間科学学科

埼玉県 平成国際大学 【法学部】法学科

埼玉県 ものつくり大学 【技能工芸学部】製造学科,建設学科

千葉県 城西国際大学 【経営情報学部】総合経営学科【国際人文学部】国
際文化学科,国際交流学科【福祉総合学部】福祉
総合学科【環境社会学部】環境社会学科【観光学
部】ウェルネスツーリズム学科【メディア学部】メディ
ア情報学科

千葉県 清和学園大学 【法学部】法律学科(法学：昼間主),法律学科(法学：
夜間主),法律学科(経営法：昼間主)

東京都 嘉悦大学 【ビジネス創造学部】ビジネス創造学科

東京都 国士舘大学 【文学部】東洋史学専攻

東京都 サイバー大学 【ＩＴ総合学部】ＩＴ総合学科

東京都 第一工業大学 【工学部】情報電子システム工学科

東京都 大東文化大学 【法学部】政治学科【環境創造学部】環境創造学科

東京都 宝塚大学 【東京メディアコンテンツ学部】メディア・コンテンツ
学科

東京都 東京医療保健大学 【医療保健学部】医療情報学科

東京都 東京純心女子大学 【現代文化学部】こども文化学科,国際教養学科

東京都 東邦音楽大学 【音楽学部】音楽学科

東京都 東洋学園大学 【グローバル・コミュニケーション学部】グローバル・
コミュニケーション学科,英語コミュニケーション学科
【現代経営学部】現代経営学科【人間科学部】人間
科学学科

東京都 日本文化大学 【法学部】法学科

神奈川県 神奈川歯科大学 【歯学部】歯学科

神奈川県 相模女子大学 【学芸学部】日本語日本文学科,英語文化コミュニ
ケーション学科,メディア情報学科,生活デザイン学
科【人間社会学部】人間心理学科

神奈川県 東京工芸大学 【工学部】建築学科,コンピュータ応用学科,電子機
械学科

神奈川県 横浜薬科大学 【薬学部】漢方薬学科,健康薬学科,臨床薬学科

新潟県 敬和学園大学 【人文学部】英語文化コミュニケーション学科,国際
文化学科,共生社会学科

新潟県 新潟経営大学 【経営情報学部】経営情報学科

富山県 高岡法科大学 【法学部】法律学科,ビジネス法学科

山梨県 身延山大学 【仏教学部】仏教学科,福祉学科

山梨県 山梨学院大学 【法学部】法学科,政治行政学科【現代ビジネス学
部】現代ビジネス学科【経営情報学部】経営情報学
科

岐阜県 岐阜経済大学 【経済学部】経済学科,公共政策学科【経営学部】
情報メディア学科,スポーツ経営学科

岐阜県 中京学院大学 【経営学部】経営学科

静岡県 静岡産業大学 【経営学部】経営学科,スポーツ経営学科【情報学
部】情報デザイン学科,国際情報学科

愛知県 愛知東邦大学 【経営学部】地域ビジネス学科【人間学部】人間健
康学科【教育学部】子ども発達学科

愛知県 愛知みずほ大学 【人間科学部】心身健康科学科

愛知県 桜花学園大学 【学芸学部】英語学科

愛知県 名古屋音楽大学 【音楽学部】音楽学科

愛知県 名古屋経済大学 【経済学部】現代経済学科【経営学部】経営学科
【法学部】ビジネス法学科

愛知県 名古屋産業大学 【環境情報ビジネス学部】環境情報ビジネス学科

所在地 大学 学部・学科

愛知県 名古屋文理大学 【健康生活学部】フードビジネス学科【情報メディア
学部】情報メディア学科

三重県 鈴鹿医療科学大学 【保健衛生学部】医療福祉学科(医療福祉コース),
医療福祉学科(臨床心理コース),鍼灸学科【医用工
学部】医用情報工学科

京都府 京都光華女子大学 【健康科学部】医療福祉学科(社会福祉専攻),心理
学科,キャリア形成学科

京都府 種智院大学 【人文学部】仏教学科,社会福祉学科

大阪府 大阪経済法科大学 【経済学部】経済学科【法学部】法律学科

大阪府 大阪国際大学 【グローバルビジネス学部】グローバルビジネス学
科【人間科学部】心理コミィニケーション学科,人間
健康学科【国際コミュニケーション学部】国際コミュ
二ケーション学科

大阪府 大阪成蹊大学 【マネジメント学部】マネジメント学科

大阪府 相愛大学 【人間発達学部】発達栄養学科

大阪府 羽衣国際大学 【人間生活学部】食物栄養学科,放送・メディア映像
学科(メディア文化コース),放送・メディア映像学科
(映像コンテンツコース)【現代社会学部】現代社会
学科(現代ビジネスコース),現代社会学科(観光コー
ス),現代社会学科(スポーツライフコース),現代社会
学科(国際文化・英語コース)【人間生活学部】人間
生活学科(生活福祉コース),人間生活学科(生活マ
ネジメントコース)

大阪府 東大阪大学 【こども学部】こども学科,アジアこども学科

兵庫県 神戸医療福祉大学 【社会福祉学部】社会福祉学科,健康スポーツコミュ
ニケーション学科,経営福祉ビジネス学科

兵庫県 神戸夙川学院大学 【観光文化学部】観光文化学科,観光マネジメント学
科

兵庫県 姫路獨協大学 【外国語学部】外国語学科【法学部】法律学科【経
済情報学部】経済情報学科【医療保健学部】こども
保健学科

奈良県 帝塚山大学 【文学部】日本文化学科,文化創造学科【経済学
部】経済学科【経営学部】経営学科【法学部】法学
科【現代生活学部】居住空間デザイン学科

奈良県 奈良大学 【社会学部】心理学科,社会調査学科

岡山県 吉備国際大学 【社会科学部】経営社会学科,スポーツ社会学科
【保健医療福祉学部】社会福祉学科【心理学部】心
理学科,子ども発達教育学科

岡山県 倉敷芸術科大学 【芸術学部】デザイン芸術学科,メディア映像学科
【産業科学技術学部】経営情報学科【生命科学部】
生命科学科,健康科学科健康科学専攻,健康科学
科鍼灸専攻

岡山県 山陽学園大学 【総合人間学部】言語文化学科

山口県 東亜大学 【人間科学部】心理臨床・子ども学科,国際交流学
科,スポーツ健康学科【医療学部】医療工学科,健康
栄養学科【芸術学部】アート・デザイン学科,トータル
ビューティ学科

山口県 徳山大学 【経済学部】現代経済学科,ビジネス戦略学科【福
祉情報学部】人間コミュニケーション学科

山口県 梅光学院大学 【文学部】日本文学科【国際言語文化学部】英語英
文学科,東アジア言語文化学科【子ども学部】子ども
未来学科

山口県 山口東京理科大学 【工学部】機械工学科,電気工学科,応用化学科

愛媛県 聖カタリナ大学 【人間健康福祉学部】社会福祉学科(社会福祉専
攻),人間社会学科,健康スポーツ学科

福岡県 九州産業大学 【経営学部】国際経営学科,産業経営学科,デザイン
学科

福岡県 第一薬科大学 【薬学部】薬学科

福岡県 日本経済大学 【経済学部】経済学科,経営学科,商学科,経営法学
科,健康スポーツ経営学科

福岡県 保健医療経営大学 【保健医療経営学部】保健医療経営学科

長崎県 長崎国際大学 【人間社会学部】国際観光学科

大分県 ＮＢＵ日本文理大学 【工学部】航空宇宙工学科,機械電気工学科,情報メ
ディア学科,建築学科【経営経済学部】経営経済学
科

宮崎県 九州保健福祉大学 【社会福祉学部】スポーツ健康福祉学科,臨床福祉
学科,こども保育福祉学科【保健科学部】作業療法
学科,言語聴覚療法学科,視機能療法学科,臨床工
学科【薬学部】薬学科,動物生命薬科学科

鹿児島県 第一工業大学 【工学部】航空工学科,情報電子システム工学科,機
械システム工学科,自然環境工学科,建築デザイン

沖縄県 沖縄大学 【法経学部】法経学科【人文学部】国際コミュニケー
ション学科,福祉文化学科社会福祉専攻

沖縄県 沖縄国際大学 【総合文化学部】日本文化学科,社会文化学科



 

 

 

７ 

文部科学省認可通信教育 

所在地 短期大学 学部・学科

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科

東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科

東京都 東邦音楽短期大学 音楽科

岐阜県 中京大学中京短期大
学部

保育科,健康栄養学科

愛知県 名古屋短期大学 英語コミュニケーション学科,現代教養学科

京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科(夜間課程)

京都府 京都光華女子大学 短期大学部

京都府 京都聖母女学院短期
大学

生活科学科:キャリアデザイン専攻,
児童教育学科

大阪府 大阪国際大学短期大
学部

ライフデザイン総合学科:キャリアデザインコース,
ライフデザイン総合学科:観光・英語コース

所在地 短期大学 学部・学科

大阪府 大阪女子短期大学 生活科学科:ライフプロデュース専攻,食物栄養専攻
(栄養士コース),食物栄養専攻(製菓コース),
人間健康学科:養護・保健コース,医療・秘書コース,
幼児教育科:幼稚園教諭・保育士養成コース

大阪府 大阪成蹊短期大学 総合生活学科:食物コース(フードコーディネートクラ
ス)

大阪府 東大阪大学短期大学
部

健康栄養学科,幼児教育学科

福岡市 精華女子短期大学 幼児保育学科,生活科学科食物栄養専攻,生活科
学科生活総合ビジネス専攻

福岡県 東海大学福岡短期大
学

情報処理学科,国際文化学科

所在地 大学校 学部・学科

京都府 京都伝統工芸大学校 伝統工芸学科

所在地 専門学校等 学部・学科

栃木県 医療専門学校
東洋パラメディカル学院

臨床工学科,救急救命科

埼玉県 専門学校日本医科学大
学校

看護師科,視能訓練士科,医療情報管理科

埼玉県 東萌ビューティ―カレッジ 美容科

東京都 尚美ミュージックカレッジ
専門学校

ヴォーカル学科,プロミュージシャン学科,ポップス
コンテンポラリー学科,アレンジ・作曲学科,ミュー
ジックビジネス学科,音響・映像学科,声優学科,ダ
ンス学科,ミュージカル学科,ピアノ学科,電子オル
ガン学科,管弦打楽器学科,4年：音楽総合アカデ
ミー学科

東京都 東京アニメ・声優専門学
校

パフォーミングアーツ科(2年制),アニメ総合制作
科(2年制)

東京都 東京コミュニケーション
アート専門学校

クリエーティブデザイン科(3年制),コンピューター
エンタテイメント科(3年制),自動車デザイン科(4
年制)

東京都 東京コミュニケーション
アート専門学校　ＥＣＯ

エコ・コミュニケーション科(3年制),エコ・コミュニ
ケーション科(2年制)

東京都 東京商科・法科学院 キャリアデザイン学科,公務員・法律学科,経営・
ショップビジネス学科Ⅱ部,事務・情報ビジネス画
家Ⅱ部,観光ビジネス学科Ⅱ部,公務員学科Ⅱ部

東京都 東京スクールオブミュー
ジック専門学校

プロミュージシャン科(2年制),音楽テクノロジー科
(3年制),音楽テクノロジー科(2年制),ダンス＆ア
クターズ科(2年制)

東京都 東京スクールオブミュー
ジック専門学校　渋谷

パフォーミングアーツ科(2年制),音楽テクノロ
ジー科(2年制)

東京都 東京ダンス＆アクターズ
専門学校

ダンス＆アクターズ科(2年制)

東京都 東京デザインテクノロ
ジーセンター専門学校

スーパーＩＴ科(4年制),ＩＴ・デザイン科(3年制)

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専
門学校

介護福祉学科,病院事務学科,医療保険事務学
科,医療福祉学科,情報セキュリティ学科,ビジネ
スソリューション学科,会計ビジネス学科,社会福
祉学科

東京都 東京フィルムセンター映
画・俳優専門学校

映画制作科(2年制),映画俳優科(3年制)

東京都 東京ブライダル専門学校 ブライダル学科

東京都 東京マルチメディア専門
学校

マンガ・イラスト科,ビジュアルデザイン科,ゲーム
クリエイター科,モバイル・アプリケーション科,情
報処理科

東京都 日本外国語専門学校 総合英語科,英語通訳翻訳科,英語本科,アジア・
ヨーロッパ言語科,キャビンアテンダント・エアライ
ン科,国際観光科,国際ホテル科,国際ブライダル
科,国際ビジネス科,国際関係学科

東京都 ホスピタリティ　ツーリズ
ム専門学校

旅行学科,ホスピタリティサービス科,航空・運輸
学科,旅行学科(夜間部),ホスピタリティサービス
科(夜間部),航空・運輸学科(夜間部)

東京都 読売理工医療福祉専門
学校

放送映像学科,建築学科,建築科（夜間）,電気電
子学科,Wｅｂ情報学科,3年：臨床工学科,介護福
祉学科

東京都 早稲田美容専門学校 美容科,トータルビューティ科

京都府 京都コンピュータ学院
鴨川校

芸術情報学科,アート・デザイン学科,アート・デザ
イン基礎科

京都府 京都コンピュータ学院
京都駅前校

経営情報学科,ビジネス基礎科,情報科学科,メ
ディア情報学科,ネットワーク学科,ゲーム学科,
ゲーム開発学科,ゲーム開発基礎科,自動車制
御学科,情報コミュニケーション科,夜間部：情報
コミュニケーション科

京都府 京都コンピュータ学院
洛北校

情報工学科,コンピュータ工学科,コンピュータ工
学基礎科

所在地 専門学校等 学部・学科

大阪府 ヴェールルージュ美容専
門学校

美容学科

大阪府 大阪アニメーションカレッ
ジ専門学校

総合学科(3年制),アニメーション学科(2年制),マ
ンガ・イラスト学科(2年制),声優学科(2年制)

大阪府 大阪建設専門学校 建築学科Ⅰ(昼間部),建築学科Ⅱ(昼間部),ビオ
トープ科(昼間部),バイオエコロジ科(昼間部),建
築学科(建築学科)

大阪府 大阪航空専門学校 2年制：エアライン学科,2年制：エアポート学科,2
年制：航空整備士学科

大阪府 大阪コンピュータ専門学
校

CG・ゲーム科(昼間部),情報・エンベデッド科(昼
間部),フォトグラファ科(昼間部),デジタルクリエー
タ科(夜間部),IT・組込み科(夜間部)

大阪府 大阪社会福祉専門学校 介護福祉科

大阪府 大阪情報コンピュータ専
門学校

総合情報メディア学科,情報システム開発学科,
情報処学科,ＩＴビジネス学科,総合情報メディア学
科,メディアクリエイト学科,ゲーム学科,総合情報
メディア学科,メディアデザイン学科

大阪府 大阪動植物海洋専門学
校

動物飼育看護学科,ペットライフ学科,水生生物学
科,総合研究科

大阪府 大阪バイオメディカル専
門学校

バイオ学科,医療事務総合学科,医療福祉心理学
科,こども心理学科

大阪府 大阪美容専門学校 総合美容コース

大阪府 大阪ぺピイ動物看護専
門学校

動物看護学科,3年：動物看護福祉学科

大阪府 関西テレビ電気専門学
校

放送電子科(昼間部),電気テレビ科(昼間部・夜
間部)

大阪府 キャットミュージックカレッ
ジ専門学校

総合学科,ミュージシャン学科,音楽技術学科,楽
器ビジネス学科,ダンス学科

大阪府 近畿コンピュータ電子専
門学校

クリエイタ学科,プログラマ学科,電子科,3年制：電
子研究科,3年制：情報クリエイタ工学科,4年制：
情報クリエイタ工学科

大阪府 駿台観光＆外語専門学
校

エアライン学科,ホテル・ブライダル学科,ホテルブ
ライダル専科（午前部）,トラベル・鉄道学科,韓国
語学科,英語ビジネス学科,中国語学科

大阪府 日本モータースポーツ専
門学校

モータースポーツ自動車工学科,カスタマイズ自
動車工学科,モーターサイクル学科

大阪府 花園国際美容学院 美容コース

大阪府 メディアカルエステ専門
学校

メディカルエステ学科(昼間部・夜間部)

兵庫県 神戸電子専門学校 ITエキスパート学科,ITスペシャリスト学科,情報
処理学科,情報工学科,情報ビジネス学科,建築イ
ンテリアデザイン学科,インダストリアルデザイン
学科,グラフィックデザイン学科,エンターテイメント
ソフト学科,ゲームソフト学科,３DCGアニメーショ
ン学科,デジタルアニメ学科,声優タレント学科,サ
ウンドクリエイト学科,サウンドテクニック学科

福岡県 福岡医健専門学校 歯科衛生士科(昼間),理学療法科(昼間),柔道整
復科(昼間・夜間),鍼灸科(昼間),救急救命科(昼
間),作業療法科(昼間),薬業科(昼間),メディカル情
報秘書科(昼間),スポーツ科学科(昼間)

福岡県 福岡美容専門学校 美容科(昼間課程)

沖縄県 沖縄写真デザイン学校 写真デザイン科

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス
外語学院

エアラインコース,ビジネス英語コース,通訳翻訳
コース,リゾート・ブライダルコース

沖縄県 那覇情報システム専門
学校

情報システム科,デジタルクリエイター科,ビジネ
スライセンス科,医療ビジネス科,公務員専攻科

沖縄県 琉美インターナショナル
ビューティカレッジ

美容本科,美容別科



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

●日時：８月２４日（土）１４～１６時３０分（受付１３：３０～） 

●会場：八洲学園大学国際高等学校（０９８０－５１－７７１１ 窓口：中村成希） 

●参加費：５００円 

●対象：どなたでも参加可能 

●解説：長﨑佑（八洲学園大学国際高等学校 生物担当教員）・・・東海区水産研究所、鴨川

シーワールド（開館に参画。日本初のシャチ飼育調教を担当）、沖縄海洋生物飼育技術セン

ター（国営沖縄記念公園水族館の飼育担当）、海洋博覧会記念公園管理財団（沖縄美ら海水

族館の開館準備及び開館に参画）、新屋島水族館を経て現職。 

 

８ 

８月講演会＆勉強会「マナティ人工保育から『生命の大切さ』を考える（仮題）」 

８月通学スクーリング「職業体験講座」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

マナティの赤ちゃんの人工保育から「生命の大切さ」を考えよう。 

 

 保育士って、どの様な方法で子

どもの心を惹きつけるのだろう!!

ここで、保育士の技術を身につけ

よう♪♪ 

 

 二人の門出をサポートするブラ

イダルの仕事!!当日はウエディン

グドレスを使用して、着せ方・見

せ方の実演予定!! 

 

 人の美をより輝かせるために

日々技術を磨く美容師!!今回は美

容師用の人形の髪カット、パーマ

のやり方などに挑戦♪ 

 

 住みやすい空間・居心地の良い

空間を目指して!!家はいつでも最

高の場所であり続けるために

(*^_^*) 

 ８月通学スクーリングで『職業体験講座』を実施致します。合計５部門を実施予定です。 

 今年度９月・３月に卒業を控えているみなさん、そして１年後、２年後と卒業してから

の進路に迷っているみなさん、この機会に自分の進路についてもう一度考えてみてはいか

がですか。 

 みなさんの進路の選択肢が広がりますように…。 

【詳細】 

『日時』   ８月２２日(木) １４：１０～１５：４０ 

『場所』   八洲学園大学国際高等学校   

『実施予定講座』 ブライダル部門、美容師部門、保育士部門 

         イラスト・漫画部門、建築デザイン部門 

※人数の都合により分野を指定させていただく場合もあります。ご了承下さい。 

 

 

 住みやすい空間・居心地の良い

空間を目指して!!家はいつでも最

高の場所であり続けるために

(*^_^*) 



教務部 横田 裕美 

卒業証書授与式のご案内 

 ９月スクーリング最終日【９月１５日(日)】に、平成２５年度前期卒業証書授与式を挙行いたします。

７月スクーリングまでに卒業確定している方へは、７月２９日に「卒業証書授与式のご案内」を発送す

る予定です。９月スクーリングに参加して前期卒業を希望する方は、忘れずに９月スクーリング申込書

【申込〆切８月１３日(必着)】を提出して下さい。 

 嬉しかったこと、辛かったこと、楽しかったこと、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、卒業証書を卒業式後に簡易書留にて送付させて頂きます。 

 

送辞・答辞の希望者大募集!! 

 平成２５年度前期卒業証書授与式で、送辞・答辞(在校生・卒業生代表)を希望される方を募集していま

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は、各担任までご連絡下さい。希望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 

 

９月下旬から、大学・短期大学・専門学校・就職等で「面接試験」が始まります。スーツ着用で

の受験も可能ですが、制服を着て受験を希望する方は、至急、本学事務部（0120-917-840）へご連

絡ください。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまでに１カ月以上かかります。 

 

 

 

 

 

９ 

面接試験で「八洲学園大学国際高校の制服」が必要な方へ 

平成 25年度前期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 



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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 
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８月通学スクーリング 

・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♪ 
 

８月通学スクーリング ８月２２日[木] 

・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。 

「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 

 
【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 

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 ●勝田台キャンパス（ＯＳＥアカデミー） 千葉県八千代市勝田台 

東京都 
●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 

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 ●大阪キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 大阪府大阪市北区 

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 

高知県 ●陽気塾 高知県高知市 

福岡県 
●福岡キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 福岡県福岡市博多区 

●飛鳥錬成館高等学院 福岡県福岡市博多区 

鹿児島県 ●スタディルーム高等部 鹿児島県鹿屋市 

沖縄県 

●那覇高等美容学校 高等部 沖縄県那覇市牧志 

●三愛高等学院 沖縄県那覇市牧志 

●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所） 沖縄県本島１１ヶ所 

●未来学習サポートセンター 沖縄県石垣市 

 

８月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～）

1時間目
（10：00～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目
（12：30～14：00）

3時間目
（14：10～15：40）

職業体験講座

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

1年次(α)

科学と
人間生活

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A 英語Ⅱ 家庭総合



文部科学省認可通信教育

事務部　番場　晴美
※テレビ放送は8月5日（月）～8月23日（金）まで休止になります。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/5 （休止） 8/6 （休止） 8/6 （休止）

8/19 （休止） 8/13 （休止）

8/26 進歩し続ける科学 8/20 （休止） 8/20 （休止）

8/27  大地の変動がもたらすもの 8/27 ﾍﾞｰE ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場(3)　〈because〉

毎週　水曜日　14:00～14:30 毎週　水曜日　14:30～15:00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/6 （休止） 8/7 （休止） 8/7 （休止）

8/13 （休止） 8/14 （休止） 8/14 （休止）

8/20 （休止） 8/21 （休止） 8/21 （休止）

8/27 Lesson 9　Grandma Moses (3)　避けて良い by　～
受け身(3)～

8/28 天気予報と天気図 8/28 カルボン酸とエステル

毎週　木曜日　14:00～14:20 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

8/8 （休止） 8/8 （休止） 8/8 （休止）

8/15 （休止） 8/15 （休止） 8/15 （休止）

8/22 （休止） 8/22 （休止） 8/22 （休止）

8/29 循環型社会を旅する 8/29 “Ｒ”のことを考えよう！～消費生活と環境問題～ 8/29 植物と水　～大地と空をつなぐ植物～

隔週　金曜日　15:00～15:30

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/8 （休止） 8/9 （休止） 8/9 （休止）

8/15 （休止） 8/16 （休止） 8/23 （休止）

8/22 （休止） 8/23 （休止） 8/30 メディアを学ぼう (1)

8/29 大正・昭和初期の経済と対外関係 8/30 命題と集合

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/9 （休止） 8/16 （休止）
8/23 （休止） 8/30 （休止）
8/30 みんなパフォーマー　～メディアと身体～

※ラジオ放送は8月19日（月）～9月1日（日）まで休止になります。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/9 伊勢物語・芥川(2) 8/5 夏の花(5)（原 民喜） 8/5 表現を豊かにする英文法 (3)

8/10 更級日記・竹芝寺 (1) 8/6 夏の花(6)（原 民喜） 8/6 表現を豊かにする英文法 (4)

8/16 更級日記・竹芝寺 (2) 8/12 夏の花(7)（原 民喜） 8/12 英語の世界にチャレンジ (1)

8/17 更級日記・竹芝寺 (3) 8/13 夏の花(8)（原 民喜） 8/13 英語の世界にチャレンジ(2)

8/23 （休止） 8/19 （休止） 8/19 （休止）

8/24 （休止） 8/20 （休止） 8/20 （休止）

8/30 （休止） 8/26 （休止） 8/26 （休止）

8/31 （休止） 8/27 （休止） 8/27 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/7 働くことと健康 8/9 三国志演義（5）～諸葛孔明の知略(3)～ 8/11 Finish-up　Equal Roles　(2)

8/8 労働災害とその防止 8/10 猫相乳 8/18 Finish-up　Equal Roles　(3)

8/14 職業病とその予防 8/16 臨江之麋

8/15 健康的な職業生活 8/17 油売翁 8/25 （休止）

9/1 （休止）

8/21 （休止） 8/23 （休止）

8/22 （休止） 8/24 （休止）

8/28 （休止） 8/30 （休止）

8/29 （休止） 8/31 （休止）

毎週　木曜日　14:20～14:40

地  学

地  理

★※8/1～8/22 水・木 19:30～19:50 夏期放送有★ ★※8/2～8/24 金・土 19:30～19:50 夏期放送有★

★※8/6～8/20 火 19:50～20:10 夏期放送有★

★※8/5～8/20 月・火 20:10～20:30　夏期放送有★★※8/5～8/20 月・火 19:30～19:50 夏期放送有★★※8/2～8/24 金・土 20:10～20:30　夏期放送有★

生  物

毎週　火曜日　14:30～15:00

英  語  Ⅰ 化　学

毎週　火曜日　14:20～14:30隔週　月曜日　14:00～14:30

★※8/12（月）～8/21（水）14:00～14:20夏期放送有★

■　日曜日　23:40～0：00

■　月・火曜日　0：20～0：40（2夜連続放送）

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

隔週　火曜日　14:00～14:20

科学と人間生活 ベーシック英語理科総合Ａ

※ＮＨＫEテレ3マルチ放送です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

家　庭　総　合

日 本 史 

体育α・β・γ

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送）

英  語  Ⅱ

毎週　木曜日　15:00～15:30

美　術

※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。

オーラルコミュニケーションⅠ古  典 

毎週　金曜日　14:40～15:00

現   代   文

■　月・火曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

数  学  Ⅰ

国 語 総 合

書　道
隔週　金曜日　14:20～14:40 隔週　金曜日　14:20～14:40

情  報  Ａ
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＜＜＜番組休止情報＆”夏期放送”のご案内＞＞＞ 
テレビ放送は8月5日（月）～8月23日（金）まで、ラジオ放送は8月19日（月）～9月1日（日）まで休止になります。 

視聴報告書作成のスケジュールを立てる際は気をつけて下さい。 

なお、放送休止期間中もNHKwebサイトで24時間再放送をオンデマンド配信しています。 
 

８月は特別編成の ”★※夏期放送★”  もご覧いただけます。 



 

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（１日～７日）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 木 ●８月スクーリング● 16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水 ９月スクーリング申込〆切（消印） 22 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 

8 木  23 金 
９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 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火  

13 火 ９月スクーリング申込〆切（必着） 28 水  

14 水  29 木  

15 木 ９月スクーリング詳細文書発送 30 金 ９月スクーリング返送書類必着 

   31 土 ゆんたく発送 

編集後記 

 

 夏本番☆海やお祭りなど、夏ならではの

楽しみがあってワクワクしますね♪ 

夏バテにならないように水分補給をしっ

かりしながら、夏を楽しみましょう！ 

 

横浜分室 板谷 幸恵 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


