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平成２７年３月３１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 
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２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 
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卓卓卓球球球大大大会会会   

八八八洲洲洲ンンンピピピッッッククク!!!!!!   
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３月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

 
 
 部屋が一緒の子とはとっても仲良くなれたし楽しかったです。授業も分かりやすかったし、先生たちが「来

てくれてありがとうね～」って言ってたのが印象的だったし嬉しかったです。ありがとうございました。 

 初めてのスクーリング参加で、５泊６日集団行動が苦手だったのですが、年齢層も広く色んな子達がいて
思った以上に楽しいスクーリングでした。 

 全体的に本当に楽しかったし、もう少しだけいても良いくらい楽しかった。最初の日からもっといろんな
事すれば良かったと少し後悔もあるけれど、次のスクーリングをまた楽しみたいです。 

 最初友達できるかな？授業分かるかな？テスト大丈夫かな？などと色々な不安があったけど、すぐ友達も
たくさん出来たし授業も先生方がしっかり丁寧に教えてくださってテストも解きやすかったです！先生方
ともたくさん話せたし、友達と美ら海にも行けたし、宿舎での友達との会話でたくさん笑えて、久しぶり
に本当に楽しかったです。次のスクーリングが待ち遠しいです。 

 初めてのスクーリングで最初はすごく不安で怖くて友達出来るか不安でした。でもみんな自然と話しかけ
てくれて気づいたら友達が沢山いました。自分の居場所がありました。短い期間の中でこんなにも人との
交流が楽しく思えて幸せです。 

ウウウォォォーーーキキキンンングググ♪♪♪   
OOOIIISSSTTT ののの方方方ととと記記記念念念写写写真真真♪♪♪   

～～～民民民族族族衣衣衣装装装～～～   

沖沖沖縄縄縄科科科学学学技技技術術術大大大学学学院院院大大大学学学   訪訪訪問問問   

キキキャャャンンンプププハハハンンンセセセンンンにににててておおお食食食事事事☆☆☆   ☆☆☆999・・・000 番番番ｸｸｸﾗﾗﾗｽｽｽ☆☆☆   

☆☆☆777・・・888 番番番ｸｸｸﾗﾗﾗｽｽｽ☆☆☆   

☆☆☆ひひひまままわわわりりりｸｸｸﾗﾗﾗｽｽｽ☆☆☆   

桜桜桜満満満開開開ののの儀儀儀✿✿✿   



事務部 板谷 幸恵 

  

 

４ 

平成２６年度後期卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 



校長 岩井 貴生 

 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。本学の

教育課程を全て終えた卒業生皆さんの一人ひとりの顔を拝見

していますと、自信と達成感が漲っているように感じられま

す。今、皆さんはきっと嬉しさと清々しさの気持ちでいっぱ

いのことでしょう。この気持ちこそが成功体験の感覚です。

これからの人生でこうした成功体験を更に積み上げていって

ほしいと願います。 

さて、人生にはいくつかの節目があります。卒業式の今日

という日も、みなさんの人生にとって大きな節目です。大切

なことは、皆さん一人ひとりがこの節目をどのように意識す

るかです。ただ何となく「あー終わった」と感じるだけなの

か、それとも今日を新たな人生の出発点と意識して明日から

エネルギーを注いで次の目標に向かって毎日計画的に進むのか、皆さんはどちらでしょう

か。是非後者であってほしいと思います。 

節目はやる気、成長、再起のチャンスを皆さんにもたらしてくれます。皆さん、竹を思

い出してください。どんな嵐が来ようとも、竹は折れたりしません。竹の根が強いという

こともありますが、じつは竹の節目が竹を一層強くしているのです。もし竹に節目がなけ

ればきっとすぐ折れてしまうでしょう。 

卒業式という節目を迎えた皆さんも同じです。自分自身が強くなり、成長し、再起する

節目が今日という卒業式です。皆さんが自分の人生にこれからも大切な節目を刻んでいき、

国民の義務をしっかりと果たせる人間になってくれることを切に願います。 

卒業後も、是非皆さんの笑顔を見せに遊びに来てください。何か辛いこと、悲しいこと、

誰にも相談ができないときなどは連絡をください。卒業生の皆さんが戻って来ることので

きる場所、それが八洲学園大学国際高等学校です。卒業生は本学の宝です。 

最後になりましたが、今後の皆さんの更なる活躍を期待して、式辞の言葉と致します。 

平成２６年度後期卒業証書授与式 校長式辞  

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 岩井 貴生（校長） 卒業おめでとう！自分を信じて、前に進んで下さい。転んでも立ち上がれば

いいだけです。諦めたら、そこで終りです。これからが人生の勝負のはじまり。

粘り強く生きて下さい。 

 中村 成希（教頭） 祝 卒業おめでとう！ 

 島袋 友美（1・2 番クラス） 卒業おめでとう。みんなに出会えて本当に幸せでした!!自分の道

を自分の足で、一歩一歩前進してください。ずっと応援しています(^-^) 

 佐藤 愛利（3・4 番クラス） Congratulations on your graduation!!卒業まであきらめずに頑

張ってくれてありがとう!!１人１人の勇気と努力に感謝します。自分を大切に自

信をもって歩んでね(^-^) 

 玉城 健一（5・6 番クラス） 高校卒業おめでとうございます!!これからも自分のペースで前進

して下さい!! 

 島袋 瑠美（7・8番クラス） Congratulations！夢に向かって大きく羽ばたいてください。皆さ

んの笑顔が大好きです(^-^) 

 平安山 智子（9・0 番クラス） 卒業おめでとうございます！今日をスタート地点としてステキ

な人生を歩んでいって下さい。これからも応援しています。 

 横田 裕美 ご卒業おめでとうございます!!幸せになってね。あったかい心を持って人生を歩んで

ね。出逢えて幸せでした!!心を込めて…ありがとう。 

 岸本 久律 卒業！おめでとうございます。それぞれの道を自分らしく自分のペースで歩いて下さ

い。たまには遊びに来て下さいね。 

 比嘉 彩香 卒業おめでとうございます。自分らしい人生を歩んでいってください。応援していま

す。 

 金居 央 ご卒業おめでとうございます。自分の夢に向かって頑張って下さい。 

 櫻井 綾子 祝！卒業 ❀ I wish you good luck! 

 島袋 正良 卒業おめでとう。でも新たなスタートでもあります。これからも前を向いて行ってく

ださい。 

 原田 みき子 ご卒業おめでとうございます。悔いなき人生を目指し一歩一歩着実に歩んでくださ

い。 

 玉城 優香 卒業おめでとうございます。これからも目標に向かって一歩ずつ自分の足で前進して

ください。応援しています!! 

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。大きな目標に到達しましたね。今の晴れやかな気持

ちを、次のステップにつなげて下さい。ご活躍をお祈りします。 

 

教職員から卒業生へのメッセージ  

文部科学省認可通信教育 
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 長﨑 佑 卒業おめでとう。夢に向かって思う存分羽ばたこう。いつでも応援しています。 

 天野 葉月 卒業おめでとう！出会えた仲間をずっと大切に。これから出会うたくさんの幸せと希

望を大切に。そしていつも笑顔を忘れずにね！Be Happy!! 

 早川 知里 Congratulations on your graduation!!「報恩の道に人格の輝きと人間の深さあり」

あなたを高校卒業へと導いてくれた全ての人・もの・ことへの感謝を忘れずこれ

からも頑張って下さい。 

 相場 紅緒 ご卒業おめでとうございます!!ここで得たものを今後に活かして素晴らしい人生を

送っていって下さい。皆さんの活躍を楽しみにしています。 

 原田 俊作 ご卒業おめでとうございます！人との出会いを重ねることで人生はより豊かになり

ます。次のステージでも、人との繋がりを大切にしてくださいね。 

 安村 好正 ご卒業おめでとうございます！八洲で学んだことを大切にして夢に一歩一歩近づい

て下さい。 

 浜田 拓司 卒業おめでとうございます。先生や上司の瞳に映る大勢を感じて生きていって下さい。 

 鈴木 啓之 ５年後のあなたは何をしてるでしょう。10 年後の自分を想像できますか？自分の未

来は自分で創ってゆきましょう。 

 平良 亮 卒業おめでとうございます。また気が向いたら学校に遊びに来てね!! 

 松本 美代子 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。巣立ちの日を迎えました。何事

も恐れず夢にむかってください。 

 親川 瞳 卒業おめでとう。「怠ける者は不満を語り、努力する物は夢を語る」 

 宮坂あき ご卒業おめでとうございます！やしまを卒業したことを自信にしてこれからの人生を

前向きに歩んでいって下さい。 

 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 卒業おめでとうございます。 

 板谷 幸恵 ご卒業おめでとうございます！楽しい思い出を胸に、これからいろいろなことに挑戦

していってください。応援しています！ 

 番場 晴美 今までの努力を自信に、これからも自分らしい人生を歩まれますよう願っています。 

１０ 
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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

ますので、ご紹介します。 

 

●第１８回ＮＢＡ全国バレエコンクール コンテンポラリーの部 第５位の４ 吉田早希（福井県出身） 

●Ｊａｐａｎ Ｂａｌｌｅｔ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ 滋賀２０１５ モダンダンス部門 第３位 ・ 

針山愛美審査員特別賞 吉田早希（福井県出身） 

 

●第１４回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（ファッション甲子園２０１４） 準優勝  

長田樹里（サポート校：バンタンデザイン研究所高等部所属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度「功労賞」のご紹介 
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●第８回 パリコレ  ヘア＆メイクアップアーティスト オーディション メイク部門 本選出場 

秋山みこ、今野青空、野手沙莉那、渡辺千裕、小澤れい（サポート校：バンタンデザイン研究所高等

部＆ヴィーナスアカデミー高等部所属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成２６年度 全日本バレエコンクール シニア・女性の部 第３位 ・ 日本バレエ協会賞 

馳麻弥（北海道出身） 

 

 

 

教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校では現在「高校卒業＋αコース」があり、【①資格の取得コース】【②外国

語ステップＵＰコース】に分かれています。②コース内に、４月から「短期海外語学研修・ホームステ

イ」を新設します。「アメリカ合衆国」への短期語学研修・ホームステイ、そして、アジア随一のリゾ

ート地「セブ島（フィリピン）」への短期語学研修を行う内容です。セブ島でしたら１週間からの参加

も可能です。（※別途費用がかかる） 

 

高校を卒業後も「高校卒業＋αコース」には参加可能ですし、保護者の方も参加可能ですので、ご興

味のある方は各担任まで御連絡下さい。 

 

「高校卒業＋αコース」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

 ３月付で退職される教職員をお知らせいたします。諸先生方には大変お世話になりました。 

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 
 

 

 

佐藤 愛利（英語） 

森山 隆久（公民） 

浜田 拓司（国語） 

 

通学スクーリング 

教職員異動のお知らせ 

１３ 

・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♪ 

４月通学スクーリング ４月２８日[火] 

・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。 

 

４月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～10：10）

1時間目
（10：10～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）

科学と人間生活
現代文
現代文B

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α・β・γ

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

数学Ⅰ 日本史B 日本史B

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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 
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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 ●ＯＳＥアカデミー（さくら進学ゼミ） 千葉県佐倉市 

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 

●東京キャンパス（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 

●世田谷みどり塾 東京都世田谷区 

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 

●早稲田育英ゼミナール（浦添校） 
  

沖縄県浦添市 

 



文部科学省認可通信教育

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
未発表 未発表 未発表

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
未発表 未発表 未発表

毎週　火曜日　14:40～15:00 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
未発表 未発表 未発表

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

未発表 未発表 未発表

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

未発表 未発表

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
未発表 未発表 未発表

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
未発表 未発表

国　語　表　現

毎週　木曜日　14:10～14:30

保 健 体 育 古  典 
■　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）

国 語 総 合 現   代   文 コミュニケーション英語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　火曜日　14:00～14:20 隔週　月曜日　14:00～14:20

美　術 書　道
隔週　月曜日　14:20～14:40 隔週　月曜日　14:20～14:40

地  理 家　庭　総　合 生  物　基　礎

毎週　月曜日　14:40～15:00

日 本 史 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　水曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　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　水曜日　14:10～14:30 隔週　月曜日　14:00～14:20 毎週　水曜日　14:30～14:40

１５ 

※本誌発送前までにNHK高校講座の４月番組表が発表されませんでした。 

   番組の日時詳細についてはＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で 

  確認してください。 

※本誌発送前までにNHK高校講座の４月番組表が発表されませんでした。 

   番組の日時詳細についてはＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で 

  確認してください。 



 

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  

 

                                 
 

 

 

 

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。 

（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 水  16 木  

2 木  17 金 ５月スクーリング申込〆切（消印） 

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火 ５月スクーリング申込〆切（必着） 

7 火 前期スクーリング申込書発送 22 水  

8 水  23 木  

9 木  24 金 ５月スクーリング詳細発送 

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 

14 火  29 水 昭和の日 

15 水  30 木 ゆんたく発送 

      

編集後記 

 今号では平成26年度卒業式の様子をお

届けしました。卒業生のみなさん、ご卒業

おめでとうございます！ 

 ４月からは新年度が始まります。在校生

のみなさんも気持ちを新たに、一歩一歩進

んでいきましょう♪ 

横浜分室 板谷 幸恵 

１６ 

（携帯ＱＲコード） 
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