
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２    ７月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ３    担任からのメッセージ『今後の進路についてのアドバイス』 

・ ｐ４－５  指定校推薦入試・校内選考申込について 

・ ｐ６－１０ 指定校推薦一覧 

・ ｐ１０     ８月講演会＆勉強会 ／ 教職員異動のお知らせ 

・ ｐ１１   卒業式について 

         ／ 面接試験で「八洲学園大学国際高校の制服」が必要な方へ 

・ ｐ１２  高等学校等就学支援金について（新入生向け案内） 

       ／ ８月通学スクーリング時間割 

・ ｐ１３   「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１４   ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ１５   ８月行事予定 

 

 

 

 
 

進進路路情情報報大大特特集集！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

平成２６年７月２９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 

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☆ 
  

 スクーリングはみんな仲良くできたと思うので良かったです。 

 部屋の子たちもたのしかったし！みんな良かった！台風の中、先生
方お疲れ様です。ありがとうございました。 

 
 天候不良でビーチで運動会が出来なかったけど、室内でミニ運動会

が出来て、楽しかったです。 
 

 最初はとても不安だったけど、最後はとても楽しかったです。 
 

 今回は台風などで色々大変でしたが、皆、何事にも頑張っていて、
今回も一人一人成長できたと思います。 

スススノノノーーーケケケルルル   

シシシーーーカカカヤヤヤッッッククク   ダダイイビビンンググ  

 



事務部 番場 晴美  

各担任から皆さんへ、『今後の進路選択についてのアドバイス』です。是非、参考にして下さい！ 

高校卒業後の進路について、考えていることがあれば早めに相談し
て下さいね。進学を考えている方は高校在学中に予約できる奨学金
制度もありますが、〆切を過ぎるとこの制度が使えない可能性もあ
ります。また、推薦入学を希望している方は、色々な条件があるの 

で早めの準備が必要です。就職希望の方は高校生宛の求人検索を全
国から探す事が可能です。 

いずれにしても、早めにどういう方向で考えているというのを教え
てください。皆様からのご連絡をお待ちしています！ 

３ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

今年度卒業を目標に前進している生徒さん中心に、進路に悩んでい

る生徒さんも多いと思います。大きく分けて就職・進学の２つにな

ると思いますが、悩んでいる状態で構いませんので、一度連絡下さ

い！ 一緒に前進出来る方法を模索しましょう！！ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは(*^_^*)/卒業後の進路について、
進学したい場合は本校の基準と志望校の推薦基準を満たしている場
合は推薦入試を受けることが可能です。学校説明会やオープンキャ
ンパスに参加して志望校が自分にあっているかどうか確認してみる
ことをおすすめします。また、就職したい場合はハローワークが出
している高卒求人を見ることも可能です。2015年３月卒業を目指し
ている方は、早めに卒業後どうしたいか相談して下さいね。皆さん
のこと、応援しています(^^)/ 
 

皆さんは将来の夢やなりたい自分ってありますか？将来の夢やなりたい

自分があれば自ずと就職の道、進学の道が決まってくるはずです。まだ

それも見つかっていない…そんな方は日常生活ただ過ごすのではなく、

一つひとつ興味を持ち自分はこう言う事に興味があったんだ、こういう

事がしたかったんだという発見から進路も見つかることがあります。私

もその一人です。焦りは禁物！進路選択は将来を決める大事な 

ものです。一緒に自分の将来を切り開いていきましょう！ 

 

「やりたいことがないから」「何をしていいかわからないから」と進
学や就職についてあきらめていませんか。私が高校生の頃はまず自
分か本当にやりたいことは何だろうと考えることから始めました。
やりたいこと、やりたくないこと、好きなこと、嫌いなこと、これ
ならやってもいいかな、これは絶対やりたくないなと、まずは自分
で自分を見つめること。そしてそのきっかけは何でもいいと思いま
す。私はやりたいことがあって、それをやるための選択肢をいくつ
か用意しました。たくさん悩んで、相談して進路を決めました。進
路については一人で悩まず必ず誰かに相談してみましょう。 

 



 

進路指導部 横田 裕美 

2014年 9月または 2015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。 

８月には、学校の HP に掲載します。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。 

 

 

 

①『指定校推薦入試申込書』『志願理由書』『誓約書』『調査書・推薦書発行願』『自己ＰＲ』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はコピーしてご使用下さい。 

(『学習の手帳』Ｐ３１、Ｐ３８、Ｐ３９) 

・提出期限：９月１０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） 

４ 

文部科学省認可通信教育 

指定校推薦入試・校内選考申込について 



 

 

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 38 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下さい。 

・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、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、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 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

群馬県 関東学園大学 【経済学部】経済学科,経営学科
埼玉県 人間総合科学大学 【人間科学部】人間科学科（通信制）

埼玉県 駿河台大学
【経済経営学部】経済経営学科（Ⅰ期）,経済経
営学科（Ⅱ期）

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 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,ライフマネジメ
ント学科

埼玉県 城西大学 【経営学部】マネジメント総合学科

埼玉県 ものつくり大学 【技能工芸学部】製造学科,建設学科

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

千葉県 清和大学
【法学部】法律学科（法学：昼間主コース）,法律
学科（法学：夜間主コース）,法律学科（経営法：
昼間主コース）

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

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 サイバー大学 【IT総合学部】IT総合学科
東京都 宝塚大学 【東京メディア芸術学部】メディア芸術学科

東京都 女子美術大学
【芸術学部】美術学科（立体アート専攻）,デザイ
ン・工芸学科（工芸専攻）

東京都 東邦音楽大学

【音楽学部】音楽学科（ピアノ専攻ピアノコース）,
音楽学科（声楽専攻声楽コース）,音楽学科（管
弦打楽器専攻管弦打楽器コース）,音楽学科（音
楽創造専攻作曲コース）,音楽学科（音楽創造専
攻メディアデザインコース）,音楽学科（音楽療法
専攻音楽療法コース）

東京都 日本経済大学 【経営学部】経営学科

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】人間科学科

東京都 嘉悦大学 ビジネス創造学部
東京都 和光大学 【経済経営学部】経済学科,経営学科

東京都 国士舘大学
【２１世紀アジア学部】２１世紀アジア学科,【文学
部】東洋史学専攻,中国語・中国文学専攻

神奈川県 神奈川歯科大学 【歯学部】歯学科

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 相模女子大学
【学芸学部】英語文化コミュ二ケーション学科,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

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,心理
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 愛知みずほ大学 【人間科学部】心身健康科学科

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

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

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 名古屋産業大学
【環境情報ビジネス学部】環境情報ビジネス学
科

愛知県 愛知文教大学 【人文学部】人文学科

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

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,【キャリア形成学部】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 相愛大学
【人文学部】人文学科,【人間発達学部】子ども発
達学科,発達栄養学科

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 羽衣国際大学
【人間生活学部】食物栄養学科,【現代社会学
部】放送・メディア映像学科,現代社会学科,【人
間生活学部】人間生活学科

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

大阪府 大阪女学院大学
【国際・英語学部】国際コミュニケーション専攻,
国際ビジネス専攻

大阪府 大阪商業大学
【経済学部】経済学科,【総合経営学部】経営学
科,商学科,公共経営学科

大阪府 大阪経済法科大学
【経済学部】経済学科,経営学科,【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】心理コミュニケーション学科,
人間健康科学科,【国際教養学部】国際コミュニ
ケーション学科,国際観光学科

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 近大姫路大学 【教育学部】こども未来学科

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 奈良大学 【社会学部】心理学科,総合社会学科

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

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,【アニメー
ション文化学部】アニメーション文化学科

岡山県 倉敷芸術科学大学

【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 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 山口東京理科大学 【工学部】機械工学科,電子工学科,応用化学科

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 梅光学院大学
【文学部】人文学科,【子ども学部】子ども未来学
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 九州国際大学
【法学部】法律学科,【経済学部】経済学科,経営
学科,【国際関係学部】国際関係学科

福岡県 九州共立大学 【経済学部】経済・経営学科
福岡県 第一薬科大学 【薬学部】薬学科
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

福岡県 九州産業大学
【情報科学部】情報科学科,【芸術学部】美術学
科,デザイン学科,写真映像学科

長崎県 長崎外語大学
【外国語学部】現代英語学科,国際コミュニケー
ション学科

長崎県 長崎国際大学 【人間社会学部】国際観光学科



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

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

７ 

所在地 大学 学部・学科

大分県 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,子ども保育福祉学科,【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,【薬学科】薬学科,動物生命薬科
学科

宮崎県 南九州大学
【環境園芸学部】環境園芸学科,【健康栄養学
部】食品開発科学科

所在地 大学 学部・学科

鹿児島県 志學館大学
【人間関係学部】心理心療学科,人間文化学科,
【法学部】法律学科,法ビジネス学科

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
デザイン学科

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】総合文化学科

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

千葉県 日本大学短期大学部
建築・生活デザイン学科,ものづくり・サイエンス
総合学科,生命・物質化学科

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

音楽学科（声楽専攻）,音楽学科（器楽専攻ピア
ノコース）,音楽学科（器楽専攻ピアノレスナー
コース）,音楽学科（器楽専攻管弦打楽器コー
ス）,音楽学科（コンポージングアーティスト専
攻）,音楽学科（電子オルガン専攻）,音楽学科
（音楽教養専攻）

東京都
女子美術大学短期大
学部

造形学科

岐阜県
中京学院大学中京短
期大学部

保育科,健康栄養学科

静岡県 日本大学短期大学部 ビジネス教養学科,食物栄養学科
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
京都聖母女学院短期
大学

児童教育学科,生活科学科（キャリアデザイン専
攻）

所在地 短期大学 学部・学科

京都府
京都光華女子短期大
学部

ライフデザイン学科

京都府 京都外語短期大学 キャリア英語科
大阪府 大阪成蹊短期大学 総合生活学科（フードコーディネートクラス）

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）,生活科
学科（食物栄養専攻：栄養士コース）,生活科学
科（食物栄養専攻：製菓コース）,幼児教育科（幼
稚園教諭・保育士養成コース）

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科
大阪府 東大阪大学短期大学 健康栄養学科,幼児教育学科

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）

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

福岡県 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 折尾愛真短期大学
経済科（商業コース）,経済科（観光ビジネスコー
ス）,経済科（経営情報コース）

所在地 専門学校等 学部・学科

群馬県
前橋医療福祉専門
学校

医療秘書学科,介護福祉学科,理学療法学科,作
業療法学科

群馬県
高崎歯科衛生専門
学校

歯科衛生学科

群馬県
中央農業グリーン専
門学校

農業経営学科,食農調理学科

群馬県 高崎動物専門学校 ペットビジネス学科

群馬県 太田動物専門学校 ペットビジネス学科

群馬県 群馬動物専門学校 動物総合学科

埼玉県
東萌ビューティーカ
レッジ

美容科

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
大宮医療秘書福祉専
門学校

医療秘書科,医療事務科

埼玉県
大宮ビューティーアー
ト専門学校

トータルビューティー科,ブライダルプロデュース
科

埼玉県 大宮こども専門学校 保育科,こども総合学科

埼玉県
大宮スイーツ＆カフェ
専門学校

スイーツパティシエ科

千葉県 松山福祉専門学校 介護福祉科

千葉県
国際トラベル・ホテル・
ブライダル専門学校

トラベル科,鉄道科（昼間部）,ホテル科（昼間
部）,ブライダル科（昼間部）,エアライン科（昼間
部）,語学集中科（昼間部）,トラベル科（夜間部）,
ホテル科（夜間部）,ブライダル科（夜間部）,エア
ライン科（夜間部）,デュアル科（夜間部）

千葉県
千葉医療秘書こども
専門学校

医療秘書科,診療情報管理士科,こども総合学科

千葉県
千葉リゾート＆スポー
ツ専門学校

スポーツトレーナー科,健康スポーツ科

千葉県
千葉ビューティーアー
ト専門学校

トータルビューティー科,ブライダルプロデュース
科

東京都
東京商科・法科学院
専門学校

（昼間部）キャリアデザイン学科,（昼間部）公務
員・法律学科,（夜間部）経営・ショップビジネス
学科Ⅱ部,（夜間部）事務・情報ビジネス学科Ⅱ
部,（夜間部）観光ビジネス学科Ⅱ部,（夜間部）
公務員学科Ⅱ部

東京都
たかの友梨美容専門
学校

美容師科,エステティックセラピスト科

東京都
篠原保育医療情報専
門学校

こども保育学科,こども保育学科・夜間部,医療情
報管理学科,医療情報管理学科・夜間部

東京都
東京ヘアメイク専門学
校

美容本科（昼間部）

所在地 専門学校等 学部・学科

東京都
東京豊島ＩＴ医療福祉
専門学校

病院事務学科（２年）,医療保険事務学科（１年）,
医療福祉学科（２年）,情報セキュリティ学科（２
年）,ビジネスソリューション学科（２年）,会計ビジ
ネス学科（１年）,社会福祉学科（２年）,介護福祉
学科（２年）

東京都
駿台電子情報＆ビジ
ネス専門学校

コンピュータ高度技術科（３年制）,ＳＥプログラマ
科（２年制）,デジタルクリエーター科（２年制）,情
報ビジネス科（２年制）,コンピュータ技術科（１年
生）

東京都
東京環境工科専門学
校

自然環境保全学科（２年制）,高度自然環境管理
学科（４年制）

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（２年）,プロミュージシャン科（２
年）,ポップスコンテンポラリー学科（２年）,アレン
ジ・作曲学科（２年）,ミュージックビジネス学科（２
年）,音響・映像画家（２年）,エンタテイメントビジ
ネス創造学科（３年）,声優学科（２年）,ダンス学
科（２年）,ミュージカル学科（２年）,ピアノ学科（２
年）,電子オルガン学科（２年）,管弦打楽器学科
（２年）,音楽総合アカデミー学科（４年）

東京都
日本デザイン専門学
校

コミックイラストレーション学科,グラフィックデザ
イン学科,ゲームキャラクター学科,漫画・アニ
メーション学科,こどもデザイン学科,メディアイラ
ストレーション学科,クラフトデザイン学科,コミック
アーツ学科

東京都
東邦歯科医療専門学
校

歯科技工士学科,歯科衛生士学科

東京都
品川介護福祉専門学
校

介護福祉学科

東京都
中野健康医療専門学
校

健康スポーツ進級学科Ⅰ部（午前部）,健康ス
ポーツ進級学科Ⅱ部（午後部）

東京都 東洋美術学校

クリエイティブデザイン科,グラフィックデザイン
科,インダストリアルデザイン科,イラストレーショ
ン科,マンガ科,保存修復科,絵画科,中国水墨画
科

東京都 東京服飾文化学院 ファッション学科（昼間部）,服飾科（夜間部）

東京都 東京工学院専門学校

コンサート・イベント科,音響芸術科,放送芸術科,
ミュージック科,演劇・声優科,ゲームクリエーター
科,CGクリエーター科,Webクリエーター科,マンガ
科,アニメーション科,グラフィックデザイン科,ス
ポーツビジネス科,幼児教育学科,こども学科,教
育専攻科,公務員科,建築学科,インテリアデザイ
ン科,情報システム科,電気電子学科,電気主任
技術専攻科,航空学科



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

８ 

所在地 専門学校等 学部・学科

東京都
東京エアトラベル・ホ
テル専門学校

エアライン科,エアポートサービス科,英語キャリ
ア科,ホテル科,ブライダル科,ビジネスマナー・秘
書科,ファッションビジネス科,観光旅行科,鉄道
交通科

東京都
新宿鍼灸柔整歯科衛
生専門学校

鍼灸学科,柔道整復学科,歯科衛生学科

東京都
中野スクールオブビジ
ネス

経営ビジネス科,国際ビジネス科,財務会計ビジ
ネス科,インターネットビジネス科,スマホアプリビ
ジネス科,経営情報ビジネス科,英語ビジネス科,
トラベルビジネス科

東京都
お茶の水はりきゅう専
門学校

はり師・きゅう師学科

東京都
ファッションカレッジ桜
丘

ファッションクリエイト科,ファッションビジネス科,
技術科

東京都
日本ウェルネススポー
ツ専門学校

アスレティックトレーナー科,健康スポーツ科,チャ
イルドスポーツ科,ウェルネスIT科

東京都
読売理工医療福祉専
門学校

放送映像学科,ＴＶディレクター学科,建築学科,
建築科（夜間）,電気電子学科,Ｗeb情報学科,臨
床工学科,介護福祉学科

東京都 愛歯技工専門学校 歯科技工士学科

東京都
日本ペット・アニマル
専門学校

ペットビューティ―・ケア科,動物飼育科,水族館・
ドルフィントレーナー科

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,国際ビジネス科,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,国際関係学科,海外留学
科,エアライン専科,英語コミュニケーション専科

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

東京都
東京ブライダル専門
学校

ブライダル学科

東京都
専門学校読売自動車
大学校

自動車整備学科,1級整備学科

東京都 東京自動車大学校 自動車整備科,ボディクラフト科

東京都
アポロ歯科衛生士専
門学校

歯科衛生士専門課程

東京都
駿台外語＆ビジネス
専門学校

国際ビジネス学科（2年制）,英語学科（2年制）,
韓国語学科（2年制）,中国語学科（2年制）,語学
専科（1年制）

東京都 日本書道専門学校 書道専門課程・本科

東京都 東京医薬専門学校

医療秘書科,医療事務科,こども心理科,薬業科,
生命工学技術科,臨床工学技士科（3年制）,救
急救命士科,歯科衛生士科Ⅰ部,歯科衛生士科
Ⅱ部

東京都
町田・デザイン専門学
校

建築デザイン科,インテリアデザイン科,雑貨・プ
ロダクトデザイン科,グラフィックデザイン科,イラ
ストレーション科,Ｗｅｂ・ＣＧアニメーション科,ま
んが科,コミックイラスト科

東京都 東京眼鏡専門学校 第一眼鏡学科
東京都 高山美容専門学校 美容科

東京都
日本鍼灸理療専門学
校

鍼灸科（昼間部・夜間部）

東京都
日本柔道整復専門学
校

柔道整復科（昼間部・夜間部）

東京都 中央法律専門学校
法律学科,公務員学科,社会事業心理学科,国際
貿易通関士学科,ＩＴビジネス学科,経営法務ＩＴ学
科

東京都
東京心理音楽療法福
祉専門学校

介護福祉学科,音楽療法学科,心理カウンセラー
学科,環境ビジネスＩＴ学科,認知行動療法心理
学科,音楽療法専攻学科,福祉ビジネスＩＴ学科,
保育福祉学科

東京都
東京フード製菓中医
薬専門学校

健康中医薬業学科,製菓製パン管理学科,製菓
製パン学科,フードビジネスＩＴ学科,中医薬研究Ｉ
Ｔ学科,フードコーディネート企画学科

東京都
専門学校日本デザイ
ナー学院

ビジュアルデザイン科,グラフィックデザイン科,シ
ブヤプロダクツ科,イラストレーション科,コミックイ
ラスト科,マンガ科,インテリアデザイン科,デザイ
ン研究科

東京都
日本写真芸術専門学
校

写真科

東京都
専修学校朋友柔道整
復専門学校

柔道整復学科

東京都 花園国際美容学院 美容科

東京都
東京コミュニケーショ
ンアート専門学校
CREATIVE　Design

クリエーティブデザイン科,コンピュータ-エンタテ
イメント科,自動車デザイン科

東京都
東京コミュニケーショ
ンアート専門学校　Ｅ
ＣＯ

エコ・コミュニケーション科（3年）,エコ・コミュニ
ケーション科（2年）

東京都
東京スクールオブ
ミュージック＆ダンス
専門学校

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

所在地 専門学校等 学部・学科

東京都
東京スクールオブ
ミュージック専門学校
渋谷

パフォーマンスアーツ科,音楽テクノロジー科（3
年）,音楽テクノロジー科（2年）

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

東京都
東京フィルムセンター
映画・俳優専門学校

映画製作科,映画俳優科

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,アニメ総合制作科

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,ＩＴ・デザイン科

東京都
東京医療秘書福祉専
門学校

医療秘書科,くすりアドバイザー科,医療保育科,
歯科アシスタント科,診療情報管理士科,医療事
務科,介護福祉科

東京都
東京リゾート＆スポー
ツ専門学校

アスレティックトレーナー科,スポーツトレーナー
科,健康スポーツ科,スポーツ保育科

東京都
東京ビューティーアー
ト専門学校

美容科,トータルビューティー科

東京都 東京こども専門学校 こども総合学科,保育科

東京都
東京ウェディング＆ブ
ライダル専門学校

ウｪディングプランナー科,ブライダルコーディ
ネーター科

東京都
東京スイーツ＆カフェ
専門学校

スイーツパティシエ科

神奈川県
新横浜歯科技工士専
門学校

歯科技工士科

神奈川県 浅野工学専門学校 建築工学科（４年）,建築デザイン科（２年）

神奈川県
横浜医療秘書歯科助
手専門学校

医療秘書科,くすりアドバイザー科,診療情報管
理士科,医療事務科,歯科アシスタント科

神奈川県
横浜リゾート＆スポー
ツ専門学校

アスレティックトレーナー科,スポーツトレーナー
科,健康スポーツ科,スポーツ保育科

神奈川県
横浜ビューティーアー
ト専門学校

美容科,トータルビューティー科,ブライダルプロ
デュース科

神奈川県 横浜こども専門学科 こども総合学科

静岡県
専門学校浜松医療学
院

鍼灸学科（医療専門課程）,柔道整復学科（医療
専門課程）

静岡県
浜松日建工科専門学
校

建築設計科（昼間部）,建築インテリアデザイン
科（昼間部）,建築設計科（夜間部）,建築設計研
究科（1年）

愛知県
ELICビジネス＆公務
員専門学校

マナーコミュニケーション科,事務スキルスペシャ
リスト科,公務員科

愛知県
名古屋文化学園保育
専門学校

保育科

愛知県
名古屋コミュニケー
ションアート専門学校

ECOコミュニケーション科

愛知県
日本福祉大学中央福
祉専門学校

介護福祉士科

愛知県
名古屋医療秘書福祉
専門学校

名古屋医療秘書福祉専門学校

愛知県
名古屋リゾート＆ス
ポーツ専門学校

名古屋リゾート＆スポーツ専門学校

愛知県
名古屋ビューティ―
アート専門学校

名古屋ビューティ―アート専門学校

愛知県
名古屋こども専門学
校

名古屋こども専門学校

愛知県
名古屋ウエディング＆
ブライダル専門学校

名古屋ウエディング＆ブライダル専門学校

愛知県 中日美容専門学校 美容科,トータルビューティ―科

愛知県
愛知中央美容専門学
校

美容科

愛知県
アリエーレビュー
ティー専門学校

理容科,美容科

愛知県
日本デザイナー芸術
学院

ビジュアルデザイン学科,映像学科

愛知県 日本マンガ芸術学院 メディアアート学科（昼間）

愛知県
美容専門学校アーティ
ス・ヘアー・カレッジ

美容科

愛知県
名古屋工学院専門学
校

昼間　情報総合学科,情報システム科,情報処理
学科,ＩＴスペシャリスト科,情報デザイン科,ゲーム
総合学科,ゲームサイエンス学科,ゲームＣＧ学
科,ゲーム研究科,映像音響科,電気工学科,電業
技術学科,電気工事士学科,電気工学研究科,電
気工学科（夜間部）,電子情報学科,デジタル家
電科,電子情報研究科,ロボティクス創造学科,機
械工学科,メカトロ工房制御技術科,機械ＣＡＤ設
計科

愛知県
名古屋デジタル工科
専門学校

機械・自動車工学科,建築デザイン学科,バイオ
工学科

愛知県
名古屋デジタル・アー
ト専門学校

医療事務・秘書科



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

９ 

所在地 専門学校等 学部・学科

京都府 京都コンピュータ学院

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,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,ゲーム開発科,ゲーム開発基礎科,
情報工学科,コンピュータ工学科,コンピュータ工
学科基礎科,自動車制御学科,情報コミュ二ケー
ション科

大阪府
大阪調理製菓専門学
校

調理師科,製菓衛生師科,製菓総合本科,Wライ
センス

大阪府
ホスピタリティ　ツーリ
ズム専門学校大阪

観光学科

大阪府
大阪ブライダル専門
学校大阪

ブライダル学科

大阪府
東洋Fデザイン専門学
校

ファッション科

大阪府
大阪自動車整備専門
学校

自動車整備科

大阪府
大阪中央理容美容専
門学校

理容科,美容科

大阪府 大阪美容専門学校 総合美容コース

大阪府
ＮＲＢ日本理容美容専
門学校

美容科（昼間部）,美容科（夜間部）,理容科（昼
間部）

大阪府
阪和鳳自動車工業専
門学校

自動車整備専門科

大阪府
日本写真映像専門学
校

映像コニュニケーション学科（昼間２年制）,映像
クリエイション学科（昼間２年制）,ホテル学科（昼
間１年制）,フォトファイン学科（夜間１年制）

大阪府 大阪情報専門学校
大学併修学科（4年）,医療情報学科（3年）,ソフト
ウェア開発学科（3年）,パソコンウエア制作学科
（2年）,パソコン応用学科（2年）

大阪府 大阪モード学園

ファッションデザイン学科,ファッション技術学科,
ファッションビジネス学科,スタイリスト学科,イン
テリア学科,グラフィック学科,メイク・ネイル学科,
ヘア・メイクアーティスト学科,美容学科,モード基
礎学科

大阪府 近畿測量専門学校
情報測量学科（二年制）,測量専門学科（一年
生）

大阪府
ホスピタリティツーリズ
ム専門学校大阪

ブライダル学科,トラベル学科,エアポート学科,ホ
テル学科,鉄道学科,グローバル語学学科,イン
テンシブ学科

大阪府
大阪ブライダル専門
学校

ブライダル学科

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,
情報処理学科,ITビジネス学科,メディアクリエイ
ト学科,ゲーム学科,メディアデザイン学科

大阪府
大阪国際福祉専門学
校

心理・医療事務科,介護福祉科

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 大阪航空専門学校
エアライン学科,エアポート学科,航空整備士学
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,アニメーション学科,マンガ・イラスト学
科,声優学科

大阪府
大阪医療技術学園専
門学校

医療秘書・情報学科,薬業科,医療心理学科,鍼
灸師学科,鍼灸健康美容学科

大阪府 中央工学校OSAKA
建築学科,住宅デザイン科,建築CGデザイン科,
インテリアデザイン科,イブニングクラス建築学
科

大阪府
大阪動植物海洋専門
学校

動物飼育看護学科,ペットライフ科,水生生物学
科

大阪府
高津理容美容専門学
校

美容科・理容科,国際エステ・セラピスト専門学
科,国際エステティック学科

大阪府
新大阪歯科技工士専
門学校

歯科技工士Ⅰ部（2年制）,歯科技工士Ⅱ部（3年
制）

大阪府
理容美容専門学校西
日本ヘアメイクカレッ
ジ

美容科,理容科

大阪府
大阪バイオメディカル
専門学校

バイオ学科,バイオ技術学科,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
修成建設専門学校大
阪

建築学科,建築CGデザイン学科,空間デザイン
学科,住環境リノベーション学科,土木工学科,建
設エンジニア学科,ガーデンデザイン学科,建築
学科（夜間部）,建築デュアルシステム科（夜間
部）

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）,
電気テレビ科（夜間部）

大阪府
大阪コンピュータ専門
学校

CG・ゲーム科（昼間部）,IT・クラウド科（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・クラウド科（夜間部）

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（夜間部）

大阪府
日本モータースポーツ
専門学校専門学校

二級整備士学科,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

所在地 専門学校等 学部・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,電子研
究科（3年制）,情報クリエイタ工学科（3年制）,情
報クリエイタ工学科（4年制）

大阪府 大阪外語専門学校
キャビンアテンダント・エアライン科,国際観光・
ホテル・ブライダル科,総合英語科,英語通訳・翻
訳科,アジア言語ビジネス科,総合英語科

大阪府
大阪芸術大学附属大
阪美術専門学校

総合デザイン学科,総合アート学科

大阪府
大阪ペピィ動物看護
専門学校

動物看護学科,動物看護福祉学科

大阪府
大阪総合福祉専門学
校

総合福祉学科,総合保育学科

大阪府
メディカルエステ専門
学校

メディカルエステ学科

大阪府
駿大観光＆外語ビジ
ネス専門学校

エアライン学科,ホテル・ブライダル学科,鉄道
サービス学科,韓国語学科,英語学科,中国語学
科,ホテル・ブライダル専科,旅行専科

大阪府
箕面学園福祉保育専
門学校

保育科,介護福祉科,作業療法学科

大阪府 HAL大阪

ゲームデザイン学科,ゲーム企画学科,ゲーム制
作学科,CG映像学科,グラフィックデザイン学科,
アニメ・イラスト学科,ミュージック学科,カーデザ
イン学科,先端ロボット開発学科,高度情報処理
学科,WEB開発学科

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

広島県
広島会計学院電子専
門学校

高度会計学科,会計管理科,総合ビジネス科

広島県
広島ビジネス専門学
校

キャリアビジネス科,製菓衛生学科

広島県 広島外語専門学校 総合英語学科,米国留学科,国際観光学科
広島県 広島美容専門学校 美容科,トータルビューティ科

広島県
広島コンピュータ専門
学校

情報システム科,情報管理科,ビジュアルデザイ
ン科

広島県
広島情報ビジネス専
門学校

総合ビジネス科

広島県 広島公務員専門学校 公務員科,公務員速成科

福岡県
福岡国土建築専門学
校

測量技術科,測量技術情報科,都市環境設計科

福岡県 福岡医療専門学校
歯科衛生士科,理学療法学科,柔道整復科,鍼灸
科,救急救命科,作業療法科,薬学科,医療事務ビ
ジネス科,スポーツ学科

福岡県 福岡建設専門学校 土木学科,建築学科,建設専攻科

福岡県
福岡カレッジ・オブ・ビ
ジネス

ワーキングスタディ科,事務・経理科,ITエンジニ
ア科

福岡県
日本ウェルネススポー
ツ専門学校北九州校

競技スポーツ科,スポーツこども科,ウェルネスIT
科

福岡県
ILPお茶の水医療福祉
専門学校

診療情報管理科,医療秘書科,医療事務科,歯科
アシスタント科,福祉総合学科

福岡県
福岡天神医療リハビリ
専門学校

理学療法学科,作業療法学科,鍼灸学科,柔道整
復学科

福岡県
大村美容ファッション
専門学校

ファッションクリエイター科,ファッション科,トップス
タイリスト科,美容科,メイク・エステ科

福岡県
西日本アカデミー航空
専門学校

航空ビジネス科（キャビンアテンダントコース）,
航空ビジネス学科（グランドスタッフコース）,航
空ビジネス学科（グランドハンドリングコース）,
航空ビジネス学科（エアライン留学コース）

福岡県 福岡美容専門学校 美容科

福岡県
久留米工業技術専門
学校

二級自動車工学科

福岡県
平岡調理・製菓専門
学校

調理師専修科,調理師本科,製菓衛生師専修科,
製菓衛生師本科

福岡県 平岡栄養士専門学校 栄養士科

福岡県
平岡介護福祉専門学
校

介護福祉科

福岡県
国際エステティック専
門学校

エステティック学科,福祉皮膚美容学科

福岡県
九州医療スポーツ専
門学校

柔道整復学科,柔道整復学科（夜間）,鍼灸学科,
スポーツ鍼灸学科,理学療法学科,アスレティック
リハビリテーション・スポーツトレーナー科,整体
セラピスト科,税理士・会計士・経理ビジネス系,
情報処理コンピュータ系,公務員系,スポーツ系,
医療系,保育・介護系,税理士・会計士・経理ビジ
ネス系,情報処理コンピュータ系

福岡県
大原簿記情報専門学
校福岡校

税理士・会計士・経理ビジネス系,情報処理コン
ピュータ系

福岡県
大原スポーツ公務員
専門学校福岡校

公務員系,スポーツ系



昨今、「全国学力調査の自治体別順位」に行政や市民の関心が集まっています。 

得られた学力調査正答率と質問紙調査の統計分析結果から、学校での教育力以上に家庭での読書習慣や生

活習慣の学力への寄与が高いことが指摘されています。これを受けて、各自治体も「児童生徒の生活改善を前

面に出した教育施策」を打ち出しています。文部科学省も「中高生を中心とした子供の生活習慣づくりに関する

検討委員会」を立ち上げ、家庭教育支援施策の改定作業に入りました。 

今回は、国の動きを紹介しながら、統計情報をもとに家庭と学校が連携して子どもの「生きる力」を伸ばして

ゆくにあたっての留意点を考えてゆきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 鈴木 啓之  

 

７月より森山隆久（もりやま たかひさ）先生〔公民〕が大阪分室に着任しました。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

８月講演会＆勉強会 

教職員異動のお知らせ 

１０ 

文部科学省認可通信教育 

所在地 専門学校等 学部・学科

福岡県
大原保育医療福祉専
門学校福岡校

医療系,保育・介護系

福岡県
大原簿記公務員専門
学校小倉校

税理士・会計士・経理ビジネス系,情報処理コン
ピュータ系,公務員系

福岡県
大原医療福祉製菓専
門学校小倉校

医療系,製科学科

福岡県
大原昴自動車・スポー
ツ専門学校

スポーツ系,自動車系

福岡県
福岡ビューティーアー
ト専門学校

美容科,トータルビューティー科

福岡県
福岡ウエディング＆ブ
ライダル専門学校

ウエディングプランナー科,ブライダルコーディ
ネーター科

福岡県
福岡リゾート＆スポー
ツ専門学校

アスレティックトレーナー科,スポーツトレーナー
科,健康スポーツ科,スポーツ保育科

福岡県
福岡医療秘書福祉専
門学校

医療秘書科,診療情報管理士科,医療事務科,医
療保育科,歯科アシスタント科,介護福祉科

福岡県 福岡こども専門学校 保育科,こども総合学科

大分県
大原簿記公務員専門
学校大分校

税理士・会計士・経理ビジネス系,情報処理コン
ピュータ系,公務員系,スポーツ系

大分県
大原医療介護福祉専
門学校大分校

医療系,保育・介護系

鹿児島県
奄美情報処理専門学
校

システム情報処理科

所在地 専門学校等 学部・学科

鹿児島県
鹿児島情報ビジネス
専門学校

システム工学科,情報システム科,マルチメディア
デザイン科,総合ビジネス科,医療秘書科,公務
員科

沖縄県
日本スポーツ健康福
祉専門学校沖縄

救急救命士学科,スポーツ科学体育学科,スポー
ツ整体・メディカルトレーナー学科,セーフティ
ガード公務員学科,臨床工学技士学科,柔道整
復師学科,診療情報管理士学科

沖縄県
専門学校ホリスティッ
クビューティ―・ブライ
ダルカレッジ

ブライダル学科,トータルビューティ―学科

沖縄県
琉球リハビリテーショ
ン学院

理学療法学科,作業療法学科,柔道整復学科

沖縄県
専門学校ITカレッジ沖
縄

ITスペシャリスト科,ネットワークセキュリティ科,ク
リエイター科

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,ホテルビジネスコース

沖縄県 育成保育カレッジ学院 福祉保育科

沖縄県
海邦電子ビジネス専
門学校

公務員専攻科,医療専攻科,経理専攻科,医療IT
専攻科

沖縄県
専門学校ＩＴカレッジ沖
縄

ＩＴスペシャリスト科,ネットワークセキュリティ科,ク
リエイター科

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

◆日 時：８月５日（火）１３時～１５時 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆会 場：マイン高等学院（沖縄キャンパス） 

（沖縄県那覇市久米２－１４－１４ JB・NAHAビル５F） 

◆講 師：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学准教授 博士（医学） ）  

 

 

 

 

 

  

  

テーマ：生活改善＝学力向上か？ ついに国も動きだした！ 



教務部 島袋 瑠美 

卒業証書授与式のご案内 

9月スクーリング最終日【9月7日（日）】に、平成26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30日（水）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）】を提出してください。 

辛かったこと、苦しかったこと、嬉しかったこと、楽しかったことなど、すべての思いを胸に、高校

生活を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26年度前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 

 

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。 

 

 

 

 

 

１１ 

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２６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 



 

事務長 鈴木 啓之 

 

平成２６年度新入生（中学新卒・既卒、編入学の方。転校生を除く）のみなさんにご案内します。 

ゆんたく５月号で案内させていただきました『様式１９「保護者等の収入の状況に関する事項」に係る届

出書』ならびに平成２７年度市町村民税課税証明書等の提出（以下、「状況届出書等」という。）ありがとう

ございました。高等学校等就学支援金の年度は７月から翌年６月までとなっており、この間は今回ご提出の

状況届出書等によりまして高等学校等就学支援金支給額が県より決定されます。 

仮に、入学時に提出いただいた課税証明書等により評価された保護者所得額合計が９１０万円未満で、平

成２７年度が９１０万円超となる場合は、７・８・９月分の前期授業料に対する高等学校等就学支援金が打

ち切りとなります。この場合については、入学時に授業料と相殺いたしました高等学校等就学支援金支給見

込み額と実際の支給決定額との差額分の授業料を追加徴収させていただきます。 

なお、提出期限が過ぎ、当校からの催告を受けても状況届出書等の書類一式の提出がそろわない方につい

ては、国の例規により遅れた月数に応じて高等学校等就学支援金が減額認定されます。その場合は、高等学

校等就学支援金支給見込み額と実際の支給決定額との差額分の授業料を追加徴収させていただきます。 

 
 
 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校等就学支援金について（新入生向け案内） 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

・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１３日[水] 

・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。 

８月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～）

1時間目
（10：00～11：20）

昼休み

（11：20～12：20）

2時間目
（12：20～13：40）

3時間目
（13：50～15：10）

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

数学Ⅰ 数学Ⅰ
オーラル・コミュ
ニケーションⅠ

国総 現代文 地学Ⅰ/地学基礎

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



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 

１３ 

  【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 ●勝田台キャンパス（ＯＳＥアカデミー） 千葉県八千代市勝田台 

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 
●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 

●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！！（家庭教師派遣校） 山口県 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 佐賀県 

熊本県 
●家庭教師の成績１１０番！！（家庭教師派遣校） 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！！（家庭教師派遣校） 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 

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 

沖縄県 

●那覇高等美容学校 高等部 沖縄県那覇市牧志 

●マイン高等学院（沖縄キャンパス） 沖縄県那覇市久米 

●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 

●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校） 沖縄県那覇市 
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※テレビ放送は8月4日（月）～8月22日（金）まで休止になります。 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
8/5 （休止） 8/6 （休止） 8/5 （休止）
8/12 （休止） 8/13 （休止） 8/12 （休止）
8/19 （休止） 8/20 （休止） 8/19 （休止）
8/26 命題と集合 8/27 大地の変動がもたらすもの 8/26 ベーＥサスペンス劇場 (3)〈because〉

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） 8/4 （休止） 8/4 （休止）

8/12 （休止） 8/11 （休止） 8/11 （休止）

8/19 （休止） 8/18 （休止） 8/18 （休止）

8/26 Lesson 10 A Window on the Universe (1) 8/25 地球環境の考え方 8/25 酸化剤と還元剤～酸化剤と還元剤、あなたはどっち？

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

8/7 （休止） 8/8 （休止） 8/7 （休止）

8/14 （休止） 8/15 （休止） 8/14 （休止）

8/21 （休止） 8/22 （休止） 8/21 （休止）

8/28 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～ 8/28 植物と水～大地と空をつなぐ植物～

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） 8/8 （休止） 8/8 （休止）

8/13 （休止） 8/15 （休止） 8/15 （休止）

8/20 （休止） 8/22 （休止） 8/22 （休止）

8/27 大正・昭和初期の経済と対外関係 8/29 メディアを学ぼう(1) 8/29 情報システムの発展

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/15 （休止） 8/8 （休止）
8/29 みんなパフォーマー～メディアと身体～ 8/22 （休止）

※ラジオ放送は8月25日（月）深夜～8月30日（土）深夜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

8/8 政治を考える（論語） 8/4 夏の花 (3)（原 民喜） 8/4 表現を豊かにする英文法 (1)

8/9 伊勢物語（１）芥川 8/5 夏の花 (4)（原 民喜） 8/5 表現を豊かにする英文法 (2)

8/15 伊勢物語（２）芥川 8/11 夏の花 (5)（原 民喜） 8/11 表現を豊かにする英文法 (3)

8/16 平家物語（１）木曽の最期 8/12 夏の花 (6)（原 民喜） 8/12 表現を豊かにする英文法 (4)

8/22 平家物語（2）木曽の最期 8/18 夏の花 (7)（原 民喜） 8/18 英語の世界にチャレンジ (1)

8/23 平家物語（3）木曽の最期 8/19 夏の花 (8)（原 民喜） 8/19 英語の世界にチャレンジ (2)

8/29 （休止） 8/25 （休止） 8/25 （休止）

8/30 （休止） 8/26 （休止） 8/26 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/6 環境衛生活動のしくみと働き 8/8 三国志演義（3）～諸葛孔明の知略（1）～ 8/5 Finish-up Equal Roles (1)

8/7 食品衛生活動のしくみと働き 8/9 三国志演義（4）～諸葛孔明の知略(2)～ 8/12 Finish-up Equal Roles (2)

8/13 食品と環境の保健と私たち 8/15 三国志演義（5）～諸葛孔明の知略(3)～ 8/19 Finish-up Equal Roles (3)

8/14 働くことと健康 8/16 猫相乳 8/26 （休止）

8/20 労働災害と健康 8/22 臨江之麋

8/21 健康的な職業生活 8/23 油売翁

8/27 （休止） 8/29 （休止）

8/28 （休止） 8/30 （休止）

保 健 体 育 古  典 オーラルコミュニケーションⅠ

■　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） ■　火曜日　0：00～0:20

国 語 総 合 現   代   文 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　水曜日　14:10～14:40 毎週　金曜日　15:00～15:30 毎週　金曜日　14:00～14:20

美　術
隔週　金曜日　14:20～14:40

書　道
隔週　金曜日　14:20～14:40

地  理 家　庭　総　合 生  物

毎週　金曜日　14:40～15:00

日 本 史 情  報  Ａ 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　火曜日　14:40～15:00 毎週　月曜日　14:40～15:00 毎週　月曜日　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　火曜日　14:10～14:30 毎週　水曜日　14:40～15:00 毎週　火曜日　14:30～14:40
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「体育α・β・γ」 視聴対象番組 

＜＜＜番組休止情報＆”★夏期放送★”のご案内＞＞＞ 
テレビ放送は8月4日（月）～8月22日（金）まで、ラジオ放送は8月25日（月）深夜～8月30日（土）深夜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（２日～７日、３０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 金  16 土  

2 土 ●８月スクーリング● 17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 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 

8 金 ９月スクーリング申込〆切（消印） 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火 ８月スクーリングキャンセル返金可能〆切 (17:30) 

12 火  27 水 ８月スクーリング返送書類必着 

13 水 
９月スクーリング申込〆切（必着） 

☆通学スクーリング（自由参加） 
28 木  

14 木  29 金 ゆんたく発送 

15 金 ９月スクーリング詳細発送 30 土 ●９月スクーリング：９泊● 

   31 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 

編集後記 

 暑い日が続きますがいかがお過ごしで

すか？暑くなってくると水まんじゅうを

買うのが毎年の楽しみです。桃や抹茶の水

まんじゅうが大好きです(*^o^*) 

夏も本番、暑さに負けず 

元気に過ごしましょう♪ 
 

横浜分室 板谷 幸恵 
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（携帯ＱＲコード） 
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