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平成２６年８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 板谷 幸恵 

  

 

２ 

８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☆ 
 
 初めてのスクーリングで友達いっぱいできた♡ いっぱいおしゃべりして、笑って楽しかった。だけど卒業確定

の子達もいて離れたくなかった。またいろんなことしたい！やしまさいこ～ 

 特別活動が本当にすごく楽しかった。今回で卒業確定取れなかったけど次頑張ります。最後に花火でき
て本当に良かったです。 

 
 初めてのスクーリング、始まる前から緊張してたけど１日目の何分間で一気に変わって緊張しなくなってき

た。今までの緊張が無だったと思えるくらい楽しくて、５日間で会えなくなるのは辛いけど楽しかった。あり

がとうございました。これからまたよろしくお願いします。これから頑張ります。 
 

 台風でいろいろあったけど卒業確定もできて新しい友達もできたので満足です。もうスクーリング参加
できないのはさみしいケド、、、また、遊びにきます！！１年の時からありがとうございました。 
 

 体育きらいだけど、がんばってよかった。最初は緊張したし、早く帰りたいって思ったけど最後はさみ
しかった。初めて、学校が楽しく思えた。 



事務部 板谷 幸恵  

今回のテーマは『これ！さえあれば…、これ！がなければ…』です。皆さんのこれ！は何ですか？ 

ここ最近、なんとなく生きている人が多いことにもったいなさを感じます。 
私は人生は目標がなければ生きていけません。・・・と言っても、高校３年
生の時に体育大学を受験しようと目標を立てたのが始まりだったんですけ
どね（笑）・・・。その目標を立ててからは、〇月までに〇〇をマスターする、
という目標を立てて日々の生活を送っていました。 
目標があれば人はそれに向かって何をすべきかが見えてきます。そして、
それによって充実した人生を送る事が出来ます。例えば、最近だと、今度
の日曜日は子ども達と動物園に行こうというような短期目標があれば、そこ
までの毎日も楽しんで生活出来ます。皆さんも、日々の生活に目標を持っ
てみてください。皆さんの日常生活が充実しますように！ 

３ 

担任からのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

私からは「自宅学習」の話し・・・。リポート＆視聴報告書をやる

時に、「スマートフォン」があれば非常に便利です♪ 視聴報告書を

やる際は NHK 高校講座＆YouTube 視聴を見ることが出来ます！ 

また、リポートをやっている時に「漢字忘れた・・・。」ということ

が必ずありますが、すぐに検索可能です！ 

ただし１つだけ問題が・・・、「ちょっとだけゲームしようかな」と

いう誘惑に負けないようにしましょう(笑) 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは(*^_^*)/私にとってこれさえあれ

ばと思うものは食べること、寝ることです！美味しいものを食べに出か

けたり、嫌いだと思っていた食べ物が少しずつ食べれるようになったり

するのが嬉しいです。それから、いっぱい動きまわった後にぐっすり眠

れるのは本当に幸せだなーと感じます。スクーリングに参加する皆さん

も、学食をしっかり食べて夜はしっかり睡眠を取るとより楽しい学校生

活を送れますよ♪来校した際は、皆さんにとってのこれさえあれば！と

思うものを教えて下さいね(^^)/ 

 

私にとってこれがなければ生きていけないアイテムはスマートフォン

です。暇さえあれば YouTube の視聴、携帯ゲームばっかりしています

（笑）。また、1 日 24 時間以上あればもっといろいろなことができるの

になあ…っていつも思います。自分の自由な時間はもちろん、みなさん

と過ごす時間も増えるのになあって♪♪時間は限られていますが、 

スクーリングで皆さんとお会いできるのを、少しでも多くお話し 

できるのを楽しみにしています★ 

 

わたしの『これ！さえあれば・・・、これ！がなければ・・・』と

思うものは韓国ドラマです(*^_^*)仕事に育児、家事をやりながら、

時間を見つけては韓国ドラマを見ています。私の元気の源です！！

自分でもまさかこんなにハマるとは思ってもいませんでした（笑）

わたしもハマってますという方はぜひスクーリング中にお勧めドラ

マを教えてくださいね(*^。̂ *)仕事や子育てをしながら高校卒業を目

指している人は時間のやりくりが大変だと思いますが、自分のこれ

さえあればと思うものを糧に一緒に前進していきましょう。 



科目追加登録について 

                                 教務部 島袋 瑠美 

  

 

次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことを「科目追加登録」といいます。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。ただし、追加登録できる単位数は生徒

番号によって異なりますので、担任の先生と相談しましょう。 

※申込書は9/12（金）に発送します。必ずご確認ください！ 

【 申込受付期間 】 

  申込期間 授業料納入期限 

第１期 9月 12日（金） ～  9月 30日（火）  当日必着 10月 15日（水） 

第２期 10月 1日（水） ～ 10月 31日（金）   消印有効 11月 17日（月） 

 

 

事務部 松本 美代子 
 

八洲学園大学国際高等学校では、食物アレルギーの診断を受けた方に、学校食堂でのアレルギー対応食を供食

しております。 

短期集中スクーリング参加に関して、宿舎利用者、外泊・通学者のうち学校の食堂利用者で、食物アレルギー

のある方は、「食物アレルギー対応食同意書」に医師の指示書（診断書）を添付して学校に提出してください。食

物アレルギー対応食の手配をいたします。 

 

※ 「食物アレルギー対応食同意書」様式は、スクーリング参加者への詳細書類一式とともに事前郵送します。 

※ 食物アレルギー対応食または除去食の手配には日数がかかります。スクーリング返送書類提出期限に余裕を

持って提出してください。 

※ アレルギー対応食は、医師の指示書（診断書）に基づいた配材・調理をします。必ず、食物アレルギー対応

食同意書に医師の指示書を添付して提出してください。 

※ ごく微量の摂取でも重篤な症状の出るアナフィラキシーショック既往歴のある方は、申し訳ありませんが食

堂での食事の用意ができません。 

 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 

◎ 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 

◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 

４ 

食物アレルギーへの対応について 



 進路指導部 横田 裕美 

 

平成２７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。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ください。なお、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

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      ●今年９月卒業の生徒さん⇒個人出願 

      ●来年３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

      学校一括出願の方は、１０月３日(金)１７時が本校必着〆切となります。 

      ※願書確認等を行いますので、大学入試センターの定める申込締切(１０月９日消印有効)より本校提

出締切を早めています。ご了承下さい。 

 

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）～
 

 

出願の流れ 

 

注意事項 

①願書を入手 『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（月）から 

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学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ください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです。 

④出願  ２０１５年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願です。 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

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ください。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

１０月３日（金）17時必着です。 

期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 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。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。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。) 

※ センター試験申込についてご不明な点がありましたら高校までご連絡下さい。 

(試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。) 

センター試験の申込方法 

文部科学省認可通信教育 

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

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 

５ 

【受験案内入手方法】 

①大学入試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。(無料) 

（配付期間：平成 26 年 9 月 1 日（月）～平成 26 年 10 月 9 日（木）） 

②電話、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

グで申し込み入手する。(有料) 

（受付期間：平成 26 年 8 月 1 日（金）～平成 26 年 10 月 2 日（木）） 

 

 



進路指導部 横田 裕美 

【面接における質問事項例】 
卒業が迫っているみなさんは、将来の進路に関して考えるときです。 

就職・進学どちらにも面接試験はやってきます。事前に練習することが大切。 

一部の質問事項例をあげました。八洲人のみなさんファイト(*^_^*) 
 

① 志望動機 

② 貴校を選んだ理由 

③ 通信制高校へ入学・転校・編入した理由 

④ 長所・短所 

⑤ 自己ＰＲ 

⑥ 高校生活の中で努力したこと 

⑦ 今までで一番辛かったこと、それをどの様に克服したか。 

⑧ 最近のニュースで気になる出来事 

⑨ 最近読んだ本で印象に残っていること 

⑩ 将来の目標(目標を持った理由も言える様に) 

⑪ 本校の正式名称を正確に言えるようにすること 

 ※ 希望校の校風・校訓などもおさえましょう。 

⑫ 校長先生、担任の先生のお名前を教えてください。(ﾌﾙﾈｰﾑ) 

⑬ 夜間の授業になりますが、昼間はどの様に過ごしますか？ 

 (夜間希望の場合) 

⑭ 部活やサークルなどで活動したいか。(なぜその活動を選んだか) 

★面接内容は上記に示した内容ばかりではありません。 

進路希望校・会社の面接内容等を調べることも大切です。また、面接形式も調べるようにしましょう。 

 
【服装に関して】 

 
 スーツ(紺か黒)→体型に合ったもの または 八洲学園大学国際高等学校指定制服 

 男子：ワイシャツ(白)＋ネクタイ → 必ず上のボタンまでしっかりしめること 

女子：ブラウス(白) 

 革靴 

 髪型を整える(茶髪は厳禁です) 

 眉毛もしっかり戻しましょう 

 ピアス、ネックレス、ブレスレット等ははずしましょう 
 
※ 面接練習は少なくとも３回以上は実施して下さい。 

就職・進学面接について 

面接は、その人の第一印象を知るための、大切な試験です。 

身だしなみ、挨拶、返事など全てにおいて面接官は評価しますので、 

どんな状況においても、自分の考えをしっかり答えられるようにしましょう。 

６ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 鈴木 啓之 
 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

 

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.38）「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 受験する学校の募集要項（コピー可）、学習の手帳（p.39）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、記入します。 

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）を準備してください。 

④ 専願の場合は、学習の手帳（p.31）「誓約書」をコピーし、記入します。 

⑤ 手数料相当分の切手を準備してください 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円 

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑥ 返信用封筒を準備し、上記必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。 

※返信用封筒の大きさ…２通までは定型最大の封筒（12cm×23.5cm）、それ以上はＢ５サイズが入るもの

(36cm×18.5cm)。封筒には宛名を明記し、切手を貼付けてください。申込書類の郵送には青色封筒もご利

用いただけます。 

 

《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話、ＦＡ

Ｘでのご依頼は一切お受けできませんので、ゆとりをもってお申し込みください。 

◎ 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒に

記載してお渡ししますので、提出先未定の場合は、発行できません。もしも提出先変更を希望される

場合は、必ず進路指導部または担任までお申し出ください。 

 
 
 
 
 
 
 

進路指導部 横田 裕美 

ゆんたく７月号Ｐ７掲載の指定校一覧の学科名に、一部訂正があります。 

下記に正しい内容を掲載させて頂きましたのでご確認下さい。 

 

 (誤)⇒ 

 

(正)⇒ 

７ 

７月号掲載の指定校一覧の一部訂正について 
進路指導部 横田 裕美 

調査書・推薦書の発行時期について 

文部科学省認可通信教育 

～提出先～ 

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 

フリーコール 0120-917-840 

 

所在地 大学 学部・学科
沖縄県 沖縄国際大学 【総合文化学部】総合文化学科

所在地 大学 学部・学科
沖縄県 沖縄国際大学 【総合文化学部】社会文化学科



進路指導部 横田 裕美 

 

下記掲載校が指定校追加校です。出願希望の方は、７月号ゆんたく指定校一覧と下記追加校をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

【指定校推薦情報について】 

ゆんたく 7月号掲載の指定校一覧については、 

学校ウェブサイト「在校生はこちら」のページ 

より PDFファイルでご覧いただけます。 

http://study.jp/hs/yashima/student.html 

 

また、秋季オープンキャンパス等の情報について
は進路ブログでもご案内します。 

http://blog.goo.ne.jp/yashima2008/ 

８ 

所在地 専門学校等 学部・学科

東京都 専門学校日本動物21
ドッグトレーナーコース,動物看護コース,ペットショッ
プビジネスコース,ペットケア＆セラピーコース

東京都
日本大学歯学部附属歯
科技工専門学校

夜間3年制

神奈川県
東京ＩＴ会計法律専門学校
横浜校

公務員上級・中級コース,公務員初級コース,郵政・
鉄道コース,警察官・消防官・自衛隊コース,裁判官
事務所・刑務官コース,会計士3年・2年コース,税理
士3年・2年コース,会計ビジネスコース,情報システ
ム3年・3年コース,ＩＴビジネスコース

愛知県
東京IT会計専門学校名古
屋校

会計士3年・2年コース,税理士3年・2年コース,会計
ビジネスコース（2年制）,情報システム3年・2年コー
ス,情報セキュリティ3年・2年コース,情報ビジネス
コース（2年制）,情報経理コース（2年制）,オフィスビ
ジネスコース（2年制）,情報メディアコース（2年制）,
鉄道・交通ビジネスコース（2年制）,トラベルビジネ
スコース（2年制）

愛知県
東京法律専門学校名古
屋校

公務員上級・中級コース（2年制）,公務員初級コー
ス（2年制）,郵政・鉄道コース（2年制）,公務員初級
コース（1年制）,警察官・消防官・自衛官コース（2年
制）,裁判所事務官・刑務官コース（2年制）,警察官・
消防官・自衛官コース（1年制）

愛知県 名古屋動物専門学校

ペットグルーミングコース（2年制）,ドッグトレーナー
コース（2年制）,動物看護コース（2年制）,ペットビジ
ネスコース（2年制）,ペットケア＆セラピーコース（2
年制）

愛知県
名古屋経営会計専門学
校

経営実務科

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
履正社医療スポーツ専門
学校

ウエルネススポーツ科,鍼灸学科,柔道整復学科,理
学療法学科

大阪府 南海福祉専門学校 児童福祉科,介護福祉科,総合福祉科

大阪府 東洋きもの専門学校 きもの専攻科,きもの科

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校
大学併修科,医療情報学科,システムエンジニア科,
プログラマ科,ゲーム・ＣＧクリエーター科,ゲーム・Ｃ
Ｇデザイン科,ビジネス情報科

鹿児島県
南洲スポーツ＆ビジネス
Cocoro専門学校

公務員受験学科,総合ビジネス学科,スポーツマネ
ジメント学科

沖縄県
琉球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,エステ整体セラピスト科

沖縄県 沖縄写真デザイン学校 写真デザイン科

所在地 専門学校等 学部・学科

北海道 日本航空専門学校 航空整備科,空港技術科,国際航空ビジネス科

埼玉県
東京ＩＴ会計法律専門学校
大宮校

公務員上級・中級コース,公務員初級コース,郵政・
鉄道コース,警察官・消防官・自衛隊コース,裁判官
事務所・刑務官コース,会計士3年・2年コース,税理
士3年・2年コース,会計ビジネスコース,情報システ
ム3年・4年コース,ＩＴビジネスコース

千葉県
東京ＩＴ会計法律専門学校
千葉校

公務員上級・中級コース,公務員初級コース,郵政・
鉄道コース,警察官・消防官・自衛隊コース,裁判官
事務所・刑務官コース,会計士3年・2年コース,税理
士3年・2年コース,会計ビジネスコース

東京都
国際パティシエ調理師専
門学校

パティシエ科,パティシエ・ブーランジェ科,パティシエ
調理師科

東京都 国際製菓専門学校
製菓総合専門士科,菓子・製パン科
洋菓子専科,製パン専科,製菓衛生師科

東京都 日本鍼灸理療専門学校 鍼灸科（昼間部）,鍼灸科（夜間部）

東京都 日本柔道整復専門学校 柔道整復科（昼間部）,柔道整復科（夜間部）

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 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 ＩＣＳカレッジオブアーツ インテリアデザイン科

東京都 東京法律専門学校

公務員上級・中級コース,公務員上級・中級コース,
公務員初級コース,警察官・消防官・自衛隊コース,
郵政・鉄道コース,裁判官事務所・刑務官コース,宅
建ビジネスコース,法律専門職コース,司法試験コー
ス

東京都
東京法律専門学校杉並
校

公務員初級コース,郵政・鉄道コース,警察官・消防
官・自衛隊コース

東京都
東京ＩＴ会計専門学校杉並
校

税理士3年・2年コース,会計ビジネスコース,情報ビ
ジネスコース

東京都
専門学校日本スクールオ
ブビジネス

鉄道・交通ビジネスコース,旅客サービスコース,トラ
ベルコース,スポーツビジネスコース,スポーツトレー
ナーコース,スポーツマネジメントコース,医療ビジネ
スコース,福祉ビジネスコース

東京都 日本動物専門学校
ドッグトレーナーコース,動物看護コース,ペットショッ
プビジネスコース,ペットケア＆セラピーコース

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 情報メディアコース,情報コミュニケーションコース

東京都
専門学校日本スクールオ
ブビジネス21

秘書＆ＩＴビジネスコース,鉄道・交通ビジネスコー
ス,旅客サービスコース,トラベルコース,ホテルコー
ス,ブライダル総合プロデュースコース,流通・販売ビ
ジネスコース,ショップコーディネーターコース,ファッ
ション・雑貨販売コース,スポーツビジネスコース,ス
ポーツトレーナーコース,スポーツデータアナリスト
コース,医療ビジネスコース,医療秘書・ドクターズク
ラークコース,福祉ビジネスコース

所在地 短期大学 学部・学科

北海道 拓殖大学北海道短期大
学

保育学科,農学ビジネス学科

指定校追加校のお知らせ 
進路指導部 横田 裕美 

所在地 大学 学部・学科

北海道 千歳科学技術大学 【総合光科学部】バイオ・マテリアル学科,光システ
ム学科,グローバルシステムデザイン学科,※名称
変更予定

東京都 大東文化大学 【文学部】中国学科【外国語学部】中国語学科,日
本語学科【法学部】政治学科【環境創造学部】環境
創造学科

東京都 東京純心女子大学 【現代文化学部】こども文化学科

東京都 インターナショナル・パシ
フィック大学

英語基礎課程

神奈川県 八洲学園大学 【生涯学習学部】生涯学習学科

新潟県 長岡大学 【経済経営学部】経済経営学科

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

福岡県 西日本工業大学 【工学部】総合システム工学科【デザイン学部】建
築学科,情報デザイン学科

長崎県 長崎ウエスレヤン大学 【現代社会学部】経済政策学科,社会福祉学科,外
国語学科



国際教育委員長 佐藤 愛利 

  

今年度から教育提携を結んでいる台湾留学サポートセンターの案内の下、台湾の国立、私立大学

の９校(実践
じっせん

大学、中原
ちゅうげん

大学、景
けい

文科
ぶ ん か

技
ぎ
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中興
ちゅうこう

大学)の視察を行いましたので皆様にご報告致します。 

各大学では現地の学生と分け隔てなく授業が受けることでき、学生は英語のテキストを使って中

国語で会話を行うため、生きた英語や中国語を身に付けられる他、専門知識・実践力を身に付け

るのに適した環境や設備が整っています。また、台湾の学費で海外の姉妹校に安い費用で留学す

る機会が多数用意されています。 

台湾大学進学に関しては事前に最低 800時間～2000時間の中国語学習を行う必要があり、日本各

地にある中国語の学習予備校では中国語の標準語である Mandarinを学ぶことが可能です。台湾留

学サポートセンターでは大学と提携し、100％合格が保証される「指定校推薦枠」を設けているた

め外国人枠を利用して入学することが可能です。有名国立・私立大学以外にも、もともとは専門

学校だった大学は実践力に重点を置いており、入学がしやすい大学もあります。勉強熱心な現地

の学生と４年間共学び、交流を深めることで卒業までに流暢な中国語を身に付けることができま

す。 

日本の大学と比べて学費が安価であること、優秀な学生には返還の必要がない奨学金をもらえる

可能性があることも魅力的です。異国の文化を学ぶことは、視野が広がり、コミュニケーション

能力を身に付けられると同時に日本の良さを認識することもできます。今後の国際社会では、英

語のみならず、益々中国語が必要不可欠な言語になるでしょう。台湾の大学卒業後は、英語を使

う職業のみならず、日本で「中国語が求められている」あらゆる業種での就職が有利になります。 

※ご希望の方、興味がある方は、「学習の手帳」11ページをご覧の上、担当 佐藤(0120-917-840)まで

お電話下さい。 

 

台湾の大学視察のご報告 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 鈴木 啓之 
 

 

2014年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせい

たします。 

●発行時期 

証明書の種類 発行開始日 

単位修得証明書 2014年度前期で修得した科目は、10月 1日以降の発行 

卒業証明書 
2014年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式(9月 7日)終

了後からの発行 
 
●手数料 

証明書発行の申込日 手数料 

卒業証書授与式（9月 7日）当日まで 

（郵送の場合 必着） 
在学生手数料（100円／1通） 

卒業証書授与式（9月 7日）翌日以降 卒業生手数料（200円／1通） 

 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 

 
 
 

事務部 鈴木 啓之 

 

8月 16日より平安山智子先生が産休となります。９・０番クラス担任は、副担任の横田裕美先生が引

き継ぎます。 

 

 

 

本校事務員の岸本香は、自己都合により退職いたしました。 

いままでありがとうございました。今後の活躍をお祈りいたしております。 

教職員異動のお知らせ 
 

証明書の発行時期について 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 鈴木 啓之 

 

沖縄県那覇地区から八洲学園大学国際高等学校まで乗り換えなしで結ぶ「やんばる急行バス」が７月

２６日よりダイヤ改正されました。通学スクーリング等でご利用される場合は、行きと帰りの改正後の

時刻をよく確認してご利用ください。 

 

時刻表、路線図はこちら：  http://www.ok-connection.net/ 

 

また、従来の学校最寄りのやんばる急行バス停留所は「チサンリゾート」でしたが、新設

の「ホテルオリオンリゾート」停留所もほぼ等距離で利用できるようになりました。特に

下校時は停留所まで下り坂を進めますので便利になります。 
 
 
 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やんばる急行バス」ダイヤ改正について 

通学スクーリング 

１１ 

・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♪ 

９月通学スクーリング ８月３１日[日] 

・当日は『名護市民会館』と『伊江島フェリー乗り場近くバス停』から学校まで送迎を行います。 

 学校バスに乗車希望の方は、前日までに必ず連絡を下さい。（℡0120-917-840） 

・集合時間⇒ 『名護市民会館』は AM9:00（「名護市役所前」バス停から徒歩 5分程）、 

『伊江島フェリー乗り場近くバス停』は AM9:30 ≪時間厳守≫ 

・時間割は変更（追加）される場合があります。 

※ 昼食のバス送迎は出ません。 

※ 送迎バス利用者は 3 限～8 限まで

の参加となります。 

 

文部科学省認可通信教育 

 

 

1限 9:00-9:40

2限 9:40-10:20

3限 10:30-11:10

4限 11:10-11:50

昼食 11:50-12:50

5限 13:00-13:40

6限 13:40-14:20

7限 14:30-15:10

8限 15:10-15:50

休憩 15:50-16:10

9限 16:10-16:50

10限 16:50-17:30

夕食 17:30-18:40

11限 18:50-19:30

12限 19:30-20:10

13限 20:20-21:00

14限 21:00-21:40

化学Ⅰ 化学基礎

理総A
科学と
人間生活 生物Ⅰ 生物基礎 地学Ⅰ 地学Ⅰ

書道Ⅰ 英語Ⅱ

コミュ英語基礎 英語Ⅱ

コミュ英語基礎 日本史B 日本史B

化学Ⅰ

学習会 英語Ⅱ 地理B

学習会 英語Ⅱ 地学Ⅰ 地学基礎

8/31（日） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

美術Ⅰ英語Ⅰ コミュ英語Ⅰ



教頭 中村 成希 

● 八洲学園大学国際高等学校の学習提携校が全国各地にあります。 

自宅学習だけでなく、リポート作成の「学習のフォロー」や、日々の通学などをご希望の方は、 

各担任に相談ください。（※高校の学費とは別に費用がかかります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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  【学習提携校名】 【住 所】 

北海道 
●札幌中央義塾高等学院 北海道札幌市西区 

●札幌キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 北海道札幌市中央区 

宮城県 ●仙台キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 宮城県仙台市青葉区 

群馬県 ●高崎キャンパス（有限会社てらこや） 群馬県高崎市 

埼玉県 ●大宮キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 埼玉県さいたま市大宮区 

千葉県 ●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 

●バンタン高等学院（東京校） 東京都渋谷区 

●アップスクール高等部 東京都板橋区 

●代々木キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 東京都渋谷区 

●フリースクール英明塾 東京都江戸川区 

愛知県 
●中京ドリーム高等学院 愛知県名古屋市千種区 

●名古屋キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 愛知県名古屋市中村区 

京都府 ●ライセンススクールコーポレーション 京都市下京区  

石川県 
●金沢キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 石川県金沢市 

●学びの森 七尾高等学院 石川県七尾市 

大阪府 
●バンタン高等学院（大阪校） 
 

大阪府大阪市中央区 
ちゅ 

おお 
●大阪キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 大阪府大阪市北区 

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 

 



文部科学省認可通信教育

事務部　板谷 幸恵

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
9/2 命題と証明 9/3 大地の変動がもたらすもの 9/2 行ったことある？〈現在完了形 (1)〉

9/9 度数分布表と代表値 9/10 自然の中で生活する人間 9/9 ５点アップ作戦 (7) 〈現在完了形 (2)〉
9/16 散らばりぐあいを表す値 9/17 自然の中で生活する人間 9/16 楽器が欲しい〈関係代名詞 (1)〉
9/23 分散と標準偏差 9/24 これからの科学と人間生活 9/23 ○○な人〈関係代名詞 (2)〉

9/30 相関関係 10/1 これからの科学と人間生活 9/30 ライブをやろう！〈３学期のまとめ〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/2 Lesson 11 A Window on the Universe (2) 9/1 自然環境の変化 9/1 金属のイオン化傾向 ～イオンになりやすい金属、なりにくい金属～

9/9 Lesson 11 A Window on the Universe (3) 9/8 人間活動がもたらす自然環境の変化 9/8 電池 ～持ち運びできる電池～

9/16 Let's Communicate! - 9 9/15 自然がもたらす恩恵 9/15 電気分解 ～電流を流せ！～

9/23 英語の世界へ旅立とう (1) 9/22 自然災害と人間生活 9/22 化学基礎から化学へ ～無機物質～

9/30 英語の世界へ旅立とう (2) 9/29 持続可能な社会に 9/29 化学基礎から化学へ ～有機化合物～

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

9/4 温暖化する地球の旅 9/5 生活に必要なお金のこと ～自立のための経済学～ 9/4 光をめぐる競争 ～植物たちの戦略～

9/11 人口・食料問題をめぐる旅 9/12 カード社会を知る ～いろいろな支払い方法～ 9/11 植物の反応と植物ホルモン ～植物も感じて反応してる～

9/18 福祉を旅する ～高齢化・少子化～ 9/19 夢をかなえる人生プラン ～人生設計と経済設計～ 9/18 季節が導く開花 ～花咲かじいさんの夢～

9/25 国境を越える人々 ～移民と難民～ 9/26 温故知新 ～生活文化の伝承と創造～ 9/25 移ろいゆく自然 ～環境をつくり変えるのは植物～

10/2 現代日本を旅する 10/3 未来につながる今を生きる ～生涯の生活設計～ 10/2 バイオーム ～さまざまな環境に生きる生き物たち～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/3 昭和恐慌から二・二六事件へ 9/5 メディアを学ぼう (1) 9/5 情報システムの発展

9/10 戦争の時代 9/12 メディアを学ぼう (2) 9/12 情報化と社会の変化

9/17 敗戦と占領・戦後改革 9/19 メディアを学ぼう (2) 9/19 情報化と社会の変化

9/24 講和から高度経済成長の時代へ 9/26 情報で生活を豊かにするには？ 9/26 誰もが参加できる情報社会

10/1 高度成長から低成長の時代 ～現代から現在へ～ 10/3 情報で生活を豊かにするには？ 10/3 誰もが参加できる情報社会

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/12 私が作った展覧会 (1) ～企画準備～ 9/5 仮名の創作 ～和歌に挑戦～

9/26 私が作った展覧会 (2) ～完成！～ 9/19 鑑賞スペシャル ～書の文化に触れよう～

10/3 創作に挑戦！ ～自分だけの書～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

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

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

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

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

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）

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

１３ 

放送休止（9月1日～10月4日） 
 

この間は、NHKの26年度ラジオ講座（放送時間帯19:30～20:30）をご利用いただくか 

NHKホームページで配信するオンデマンド放送（再放送）をご利用下さい。 

放送休止（9月1日～10月4日） 
 

この間は、NHKの26年度ラジオ講座（放送時間帯19:30～20:30）をご利用いただくか 

NHKホームページで配信するオンデマンド放送（再放送）をご利用下さい。 



 

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  

 

                                 
 

 

 

 

☆ グレーゾーン（１日～８日）はスクーリング日程を表しています。 

☆ 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。 

 

 

ご兄弟や、お友達などご紹介ください！    

中学生で高校進学について悩んでいる方 

中卒や高校中退、他の高校からの転校を希望している方 

 

「あと何年で卒業できるの？」「授業料はどのくらいかかるの？」という素朴な疑問などでも構いません。 

お気軽にお電話ください。通話料無料で入学相談ができます。 

高校在学経験者なら年度途中でも随時入学できます。また、在校生宛でも、パンフレットを送付いたします。 

（無料）      ご相談・お問合せ フリーコール ０１２０-８４０-５９８ 

平日９時～１７時 （PHS/携帯/公衆電話からも可） 

 
 

 

 

1 月 ●９月スクーリング：7泊● 16 火  

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日 平成 26年度前期卒業証書授与式 22 月  

8 月  23 祝 秋分の日 

9 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木  26 金  

12 金 科目追加登録のお知らせ発送・成績発送 27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 祝 敬老の日 30 火 ゆんたく発送 

      

編集後記 

今年度前期も残り 1 ヶ月となりました。

前期卒業証書授与式も間近です。参加され

る生徒さんは万全の体調で♪  

各種証明書発行願、科目追加登録申込書は

余裕を持って提出しましょう。 

横浜分室 番場 晴美 
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（携帯ＱＲコード） 
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