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進進路路情情報報大大特特集集！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

平成２７年７月３０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  
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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☆ 
 
 初めてダイビングをしたがインストラクターの方達に助けてもらいながら潜る事が出来ました。色々

な魚を見ることが出来て貴重な体験になりました。 

 星空観察会では普段あまり見る事のできない沢山の星を見ることが出来、とても綺麗で感動しました。 

 体験ダイビングを生まれて初めてやったのでワクワクドキドキだらけだったけどめちゃくちゃ楽しか
った。 

 みんなで息を合わせてハーリーをしてとても楽しかった。 

 最初は緊張したけどいろんな年の人とも仲良くなれて良かった。 

 最初帰りたかったけど、最後は帰りたくなくなった。 

 シーカヤック、ハーリーなど、大人数で息を合わせるのが難しかったけど精一杯頑張れたのですごく
楽しかった。 

 ダイビングがとてつもなく楽しかった。自分でライセンスをとろうかと思うほどでした。 

 なかなかみんなと仲良くなれなくてどうしようと思ったけどマリンスポーツを通して仲良くなれて良
かったです！ 

 初めてのダイビング、キレイ過ぎた！怖かったけど最後はめっちゃ楽しかった。 

 最初は緊張して大丈夫か心配だったけど、部屋の人や他のみんなが声をかけてくれて打ち解けること
ができた。沖縄の綺麗な海で友達と海水浴やダイビング、一緒に遊んだり食事するのも最高に楽しか
ったし思い出になった。 

ダイビング 

ハーリー 

シーカヤック 

 



事務部 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、「高校生だった頃の私の夢」をテーマにお届けします♪ 

高校生だった頃の私の夢は「日本体育大学に現役で合格すること」でし
た。体を動かすことが大好きな割に運動音痴だった私は、この目標を掲
げてからは学校に登校前に毎日１０ｋｍジョギングをし、お風呂上がり
には３０秒の壁倒立とストレッチを欠かさず行い、漢字ドリルを手放さ
ず、毎日１００問の漢字テスト、間違えた箇所は５回練習、と必死でし
た。入試当日にハンドスプリングが完璧に決まり、現役合格した時は本
当に嬉しかったです。みなさんも、目標や夢を掲げ、それに向かって努
力をしてみてください。自分だけは最後の力を振り絞るまで諦めない！
そしたら、夢はきっと叶います！ 

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 

高校時代は部活（サッカー・書道）をしていた記憶しかありません(苦
笑) その延長線上でサッカーか書道に携わる仕事をしたいと考えて
いました。進路で悩んでいく上で一番の分岐点になったのは、視野
を広げるという行動でした。小学校・中学校くらいまではその分野
の専門『プロ』を目指すことしか考えていませんでしたが、色々聞
いたり調べたりしていくと自然と視野が広がり、進路も決まってき
ました。現在、進路に悩んでいる生徒さんも自分の視野をどうやっ
て広げていくかが進路選択のポイントだと思います。 

３・４番クラスのみなさん、こんにちは(*^^*) 

私の高校生の頃の夢は、小学校の先生になることでした。 

小学校でとてもお世話になった恩師のようになりたいという思い

で、高校時代は一生懸命勉強を頑張りました。 

そして今、八洲の先生としてみなさんをサポートできることを幸せ

に思います♪ 

これから卒業後の進路も一緒に考えていきましょうね！ 

私が高校生だった頃の夢は、学校の先生になることでした。人と関わる

ことが大好きで、絶対に先生になると決意して 

から一生懸命頑張りました。今夢が叶い、皆 

さんと一緒に前進できることを心から嬉しく思 

います。何か困ったことや悩みなどあればいつ 

でも相談して下さいね♪一緒に前進していきま 

しょう((^∀^*)) 

 

高校生だった頃の夢は教師になることでした。まず始めに私がし

たことは教師になるためには何が必要か調べました。次に資格が

取れる大学をいくつかピックアップしました。できるだけオープ

ンキャンパスにも足を運びました。もちろん一人では難しいので

担任の先生や進路の先生、親や友人にもたくさん相談しました。

自分の進路なので自分が納得するまで悩みました。皆さんもたく

さん悩んで相談してください！！ 

 



 

指定校推薦入試・校内選考申込について 

進路指導部 横田 裕美 
 

２０１５年９月または２０１６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』Ｐ３３、Ｐ４０、Ｐ４１) 

・提出期限：８月３１日（月）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 



 

 

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 7/15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
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 尚美学園大学
【芸術情報学部】音楽表現学科,音楽応用学科,
舞台表現学科,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 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 ものつくり大学 製造学科,建設学科
埼玉県 駿河台大学 【経済経営学部】経済経営学科
埼玉県 城西大学 【経営学部】マネジメント総合学科
千葉県 愛国学園大学 【人間文化学部】人間文化学科

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

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 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,【環境創造学部】環境創造学科

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

東京都 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

東京都 サイバー大学 【ＩＴ総合学部】ＩＴ総合学科

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 東洋大学
【文学部】日本文学文化学科（第2部：夜）,教育
学科（第2部：夜）

東京都 東邦音楽大学 【音楽学部】音楽学科
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
神奈川県 神奈川歯科大学 【歯学部】歯学科
神奈川県 八洲学園大学 【生涯学習学部】生涯学習学科

神奈川県 横浜薬科大学
【薬学部】漢方薬学科（６年制）,臨床薬学科（６
年制）,健康薬学科（６年制）,薬科学科（４年制）

神奈川県 相模女子大学
【学芸学部】英語文化コミュニケーション学科,メ
ディア情報学科,【人間社会学部】人間心理学科

新潟県 新潟工科大学 【工学部】工学科

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 長岡大学 【経済経営学部】経済経営学科
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

岐阜県 岐阜経済大学
【経済学部】経済学科,公共政策学科,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 桜花学園大学 【学芸学部】英語学科

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 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 名古屋芸術大学 【音楽学部】演奏学科,音楽文化創造学科
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 愛知東邦大学
【経営学部】地域ビジネス学科,国際ビジネス学
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 名古屋音楽大学 【音楽学部】音楽学科(ピアノ演奏家コース以外)

所在地 大学 学部・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 種智院大学 【人文学部】仏教学科,社会福祉学科

京都府 京都光華女子大学
【健康科学部】医療福祉学科,心理学科,【キャリ
ア形成学部】キャリア形成学科

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

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 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 羽衣国際大学
【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 大阪女学院大学
【国際・英語学部】国際・英語専攻,Women`s
Global  Leadership専攻

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 姫路獨協大学
【人間社会学群】国際言語文化学類,現代法律
学類,産業経営学類

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 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

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

福岡県 九州共立大学 【経済学部】

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

福岡県 第一薬科大学 【薬学部（6年制）】薬学科

福岡県 九州産業大学
【芸術学部】芸術表現学科,写真・映像メディア
学科,ビジュアルデザイン学科,生活環境デザイ
ン学科,ソーシャルデザイン学科

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 長崎外国語大学
【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

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

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,【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（6年制）,動物生命薬科学科（4年制）

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】食品開発学科

鹿児島県 第一工業大学

【工学部】航空工学科（※パイロット資格コース、
航空整備士資格コースは除く）,情報システム工
学科,機会システム工学科,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】社会文化学科

所在地 大学
沖縄県 沖縄県立看護大学 （公募推薦１名）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

７ 

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

農学ビジネス学科,保育学科

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科
東京都 東邦音楽短期大学 音楽科
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
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

京都府
京都光華女子大学短
期大学部

ライフデザイン学科

京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科(夜間課程)

所在地 短期大学 学部・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（栄養士コース,キャリア
デザインコース,観光・英語コース）

大阪府
東大阪大学短期大学
部

実践食物学科,実践保育学科

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）,
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

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

北海道
代々木アニメーション
学院(札幌校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）

宮城県
代々木アニメーション
学院(仙台校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,クリエ
イター科（マンガコース,イラストコース）

宮城県
東京法律専門学校
仙台校

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

宮城県
東京ＩＴ会計専門学校
仙台校

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,鉄道・交通ビジネスコース,トラ
ベルビジネスコース,情報システム3年・9年コー
ス,情報セキュリティ3年・2年コース,ＩＴビジネス
コース,情報経理コース,オフィスビジネスコース

栃木県
東洋パラメディカル学
院

臨床工学科,救急救命科

群馬県 群馬動物専門学校
ドッグケアトレーニングコース,動物看護士コー
ス,プロトリマーコース

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

埼玉県
代々木アニメーション
学院(大宮校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,クリエ
イター科（マンガコース,イラストコース）

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
東京ＩＴ会計法律専門
学校　大宮校

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,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

埼玉県
大宮医療秘書専門学
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―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 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
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

千葉県 松山福祉専門学校 介護福祉科

千葉県
千葉医療秘書専門学
校

医療秘書科,診療情報管理士科

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―アー
ト専門学校

トータルビューティ―科,ブライダルプロデュース
科

千葉県
千葉こども専門学校
（認可申請中）

こども総合学科

東京都 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
ブヤオウロダクツ科,イラストレーション科,インテ
リアデザイン科,コミックイラスト科,マンガ科

東京都
代々木アニメーション
学院(東京校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース,声優
ヴォーカリストコース）,アニメ科（アニメーター
コース,アニメ背景コース,アニメ音響コース）,クリ
エイター科（マンガコース,イラストコース,フィギュ
アコース）

所在地 専門学校等 学部・学科

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,声優・演劇科,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
ン学科,情報システム学科,情報スペシャリスト
科,電気電子学科,電気主任技術者専攻科,航空
学科,大学併修学科,法律情報科,経営情報科

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,研究科

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,クロスメディ
ア情報学科,建築学科,建築科（夜間）,電気電子
学科,介護福祉学科,臨床工学科

東京都 愛歯技工専門学校 歯科技工士学科

東京都
日本デザイン専門学
校

デジタルペイントマスター学科,グラフィックデザ
イン学科,キャラクターデザイン学科,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,保育こどもデザイン学科,観光デザ
イン学科

東京都
品川介護福祉専門学
校

介護福祉学科

東京都 東京自動車大学校 自動車整備科

東京都
日本大学歯学部付属
歯科技工専門学校

歯科技工士養成

東京都
ホスピタリティツーリズ
ム専門学校

観光学科（昼間部）,ホスピタリティサービス学科
（昼間部）,航空・運輸学科（昼間部）,観光学科
（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（昼間部）

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,エン
タテインメントビジネス創造学科,声優学科,ダン
ス学科,ミュージカル学科,ピアノ・電子オルガン
学科,管弦打楽器学科,音楽総合アカデミー学科

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
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
中野健康医療専門学
校

健康スポーツ鍼灸学科Ⅰ部（午前部）,健康ス
ポーツ鍼灸学科Ⅱ部（午後部）

東京都
東京豊島IT医療福祉
専門学校

介護福祉学科,社会福祉学科,医療系学科,会計
ビジネス学科

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 東洋美術学校

クリエイティブデザイン科：4年,グラフィックデザ
イン科：2年,インダストリアルデザイン科：2年,イ
ラストレーション科：2年,マンガ科：2年,保存修復
科：4年,絵画科：2年,中国水墨画科：2年

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

東京都
東京商科・法科学院
専門学校

昼間部・夜間部



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

８ 

所在地 専門学校等 学部・学科

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,公務員初級コース2
年・1年,郵政・鉄道コース,警察官・消防官・自衛
隊コース2年・1年,裁判所事務次官・刑務官コー
ス

愛知県 名古屋動物専門学校
ペットグルーミングコース,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

愛知県 中日美容専門学校 美容科(２年),トータルビューティ―科(２年)

愛知県
名古屋スクールオブ
ミュージック専門学校

音楽テクノロジー科,プロミュージシャン科,ダン
ス＆アクターズ科,商業音楽科,音楽テクノロジー
科

愛知県
名古屋コミュニケー
ションアート専門学校

エコ・コミュニケーション科,総合デザイン科,製
菓・製パン科,カフェ総合科,調理師科

愛知県
名古屋医健スポーツ
専門学校

スポーツ科学科,トータルビューティー科,柔道整
復科Ⅰ部,柔道整復科Ⅱ部,鍼灸科Ⅰ部,鍼灸科
Ⅱ部

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
名古屋工学院専門学
校

情報総合工学科,情報システム科,情報処理学
科,情報デザイン科,情報セキュリティ学科,ゲー
ム総合学科（ゲームプログラミングコース,ゲー
ムＣＧコース）,ゲームサイエンス学科,ゲームＣＧ
学科,映像音響科（映像コース,音響・証明コー
ス）,電気工学科,電業技術学科,電気工事士科,
電気工学科（夜間部）,電子情報学科,デジタル
家電科,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
愛知中央美容専門学
校

美容科

愛知県
名古屋理容美容専門
学校

美容学科,理容学科

愛知県
日本福祉大学中央福
祉専門学校

介護福祉士科

京都府
京都ＩＴ会計法律専門
学校

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,
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・7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

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,マンガ・アニ
メ学科（新設）,経営情報学科,応用情報学科,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,情報工学科,コンピュータ工
学基礎科,自動車制御学科,情報コミュニケー
ション科（昼・夜）

京都府
京都文化医療専門学
校

歯科衛生学科

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
代々木アニメーション
学院(大阪校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,アニメ
科（アニメーターコース）,クリエイター科（マンガ
コース,イラストコース,フィギュアコース）

大阪府
大阪芸術大学付属大
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

大阪府 大阪法律専門学校
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

大阪府
大阪法律専門学校
天王寺校

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,医療福祉・公務員コース,警察
官・消防官・自衛隊コース,裁判官事務所・刑務
官コース

大阪府 大阪ＩＴ会計専門学校

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,情報システム3年・5年コース,
情報セキュリティ3年・2年コース,ＩＴビジネスコー
ス,情報経理コース,鉄道・交通ビジネスコース,ト
ラベルビジネスコース

大阪府
大阪ＩＴ会計専門学校
天王寺校

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,情報システム3年・6年コース,
情報セキュリティ3年・2年コース,ＩＴビジネスコー
ス,情報経理コース,情報メディアコース

大阪府 大阪動物専門学校
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,ペットショップビジネスコース

大阪府
大阪動物専門学校
天王寺校

ドッグトレーナーコース,動物看護コース,ペットケ
ア＆セラピーコース

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
日本モータースポーツ
専門学校大阪校

二級整備士科,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

東京都
日本ウェルネス歯科
衛生専門学校

歯科衛生士科Ⅰ部（昼間部）,歯科衛生士科Ⅱ
部（夜間部）

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

東京都
日本鍼灸理療専門学
校

専科（鍼灸科）昼間部,専科（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
アポロ歯科衛生士専
門学校

歯科衛生士専門課程

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,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

東京都
東京リゾート＆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,アスレ
ティックトレーナー科,スポーツ保育科

東京都
東京ビューティ―アー
ト専門学校

美容科,トータルビューティ―科

東京都 東京こども専門学校 こども総合学科

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―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

東京都
東京未来大学福祉保
育専門学校

介護福祉科

東京都 高山美容専門学校 美容科
東京都 東京法律専門学校 公務員上級・中級コース

東京都
東京法律専門学校杉
並校

公務員初級コース,税理士3年・2年コース

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

東京都 日本動物専門学校 ドッグトレーナーコース

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

東京都 専門学校日本動物21 ドッグトレーナーコース

東京都
新宿鍼灸柔整専門学
校

ヒューマンサイエンス鍼灸学科,ヒューマンサイ
エンス柔道整復学科,歯科衛生学科

東京都
東京環境工科専門学
校

自然環境保全学科,高度自然環境管理学科

東京都 東京ＩＴ会計専門学校
会計士3年・2年コース,税理士4年コース,税理士
3年・2年コース,ＩＴビジネスコース,情報メディア
コース,情報医療コース

東京都 中央理美容専門学校 理容科,美容科

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
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),SEプログラマ科
(２年),デジタルクリエイター科(２年),情報ビジネ
ス科(２年),コンピュータ技術科(１年)

神奈川県
代々木アニメーション
学院(横浜校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）

神奈川県 浅野工学専門学校
【職業実践専門課程】建築工学科,建築デザイン
科

神奈川県 横浜医療専門学校 柔道整復師科,鍼灸師科

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
東京ＩＴ会計法律専門
学校横浜校

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

神奈川県
外語ビジネス専門学
校

国際ビジネス学科(昼間部),ホテルブライダル観
光学科(昼間部),グローバルICT学科(昼間部),英
語ビジネス学科(夜間部)

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
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

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

神奈川県
横浜ビューディ―アー
ト専門学校

美容科,トータルビューティ―科,ブライダルプロ
デュース科

神奈川県 横浜こども専門学校 こども総合学科

石川県
代々木アニメーション
学院(金沢校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,クリエ
イター科（マンガコース,イラストコース）

静岡県 浜松医療学院 鍼灸学科,柔道整復学科

静岡県
浜松日建工科専門学
校

建築設計科,建築インテリアデザイン科

愛知県
NMAC名古屋経営会
計専門学校

経営実務科

愛知県
代々木アニメーション
学院(名古屋校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,アニメ
科（アニメーターコース）,クリエイター科（マンガ
コース,イラストコース）

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,情報システム3年・3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,情報経理コース,オフィスビジネスコース,
情報メディアコース



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所在地に関しては、キャンパスによって都道府県が変わる場合もあります。 

文部科学省認可通信教育 

９ 

所在地 専門学校等 学部・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
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
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
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
大阪医療技術学園専
門学校

医療秘書・情報学科,薬業科,医療心理科,鍼灸
師学科（午前コース・午後コース）,鍼灸美容学
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
駿台観光＆外語ビジ
ネス専門学校

エアライン学科,ホテル学科,ブライダル学科,ホ
テル専科,ブライダル専科,鉄道サービス学科,旅
行専科,韓国語学科,英語学科

大阪府
ホスピタリティ　ツーリ
ズム専門学校大阪

ホテル科,ホテル科海外キャリア専攻,旅行科,
テーマパーク科,テーマパーク科エンターテイメ
ント専攻,鉄道サービス科,エアライン科,エア
ポート科,英語コミュニケーション科

大阪府
大阪ブライダル専門
学校

ブライダル学科（ウエディングプランナーコース,
コスチュームアドバイザーコース,ブライダル
ビューティーアドバイザーコース,ブライダルフラ
ワーコーディネーターコース）

大阪府 大阪外国語専門学校
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,国際留学科,総合英語科,
英語通訳・翻訳科,アジア言語ビジネス科

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,メディカルエステ
学科：夜間部

大阪府 大阪美容専門学校 総合美容コース

大阪府 修成建設専門学校

建築学科：昼間部,建築CGデザイン学科：昼間
部,空間デザイン学科：昼間部,住環境リノベー
ション学科：昼間部,土木工学科：昼間部,建設エ
ンジニア学科：昼間部,ガーデンデザイン学科：
昼間部,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
機テレビ科：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
大阪情報コンピュータ
専門学校

【情報処理IT系】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,【ビジネス系】IT
ビジネス学科,【ゲーム系】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,【CG・映
像・アニメーション系】総合情報メディア学科,メ
ディアクリエイト学科,メディアデザイン学科,【デ
ザイン・Web系】メディアクリエイト学科,メディア
デザイン学科

大阪府 東洋きもの専門学校 きもの専攻科,きもの科

大阪府
大阪アニメーションカ
レッジ専門学校

総合学科,声優学科,アニメーション学科,マンガ・
イラスト学科

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（総合音楽専攻,総合スタッフ専攻）,
ミュージシャン学科（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,ミュー
ジッククリエイター専攻）,音楽技術学科（音響エ
ンジニア専攻,照明スタッフ専攻,音楽ビジネス専
攻,映像制作専攻）,楽器ビジネス学科（ギターエ
ンジニア専攻）,ダンス学科（ストリートダンス専
攻）

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,理容エステ科

大阪府
大阪自動車整備専門
学校

【工業専門課程】自動車整備科

大阪府 大阪情報専門学校

大学併修学科（4年）（大学システム専攻,大学
ゲーム専攻,大学ビジネス専攻）,医療情報学科
（３年）（病院システム専攻）,ソフトウエア開発学
科（3年）（システム専攻,ネットワーク専攻,ゲー
ムクリエイト専攻）,ソフトウエア制作学科（２年）
（プログラム専攻,ゲームプログラム専攻）,パソ
コン応用学科（２年）（ビジネス専攻,経理事務専
攻,医療事務専攻）

大阪府 大阪航空専門学校
エアライン学科,エアポート科学科,航空整備士
学科

大阪府 中央工学校
建築学科,住宅デザイン科,インテリアデザイン
科,建築ＣＧデザイン科,建築学科（夜）

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（昼・夜）

所在地 専門学校等 学部・学科

大阪府
東洋デザイン専門学
校

ファッション科

大阪府
ヴェールルージュ美容
専門学校

美容学科：昼間部２年制

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

広島県
代々木アニメーション
学院(広島校)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,アニメ
科（アニメーターコース）,クリエイター科（マンガ
コース,イラストコース）

広島県
広島会計学院電子専
門学校

高度会計科,会計管理科,会計学科（税理士,グ
ローバルマネジメント,経理財務）,総合ビジネス
科（医療事務,ＩＴ会計）

広島県
広島ビジネス専門学
校

製菓衛生学科（製菓パティシエ）,キャリアビジネ
ス科（医療秘書総合,販売プロフェッショナル,
キャリアデザイン,広告デザイナー,イラスト＆ま
んが,ホテル,地域観光ビジネス）

広島県 広島外語専門学校
総合英語学科（総合英語）,米国留学科（アメリカ
大学編入）,国際観光学科（エアライン,ホテル,ト
ラベル）

広島県 広島美容専門学校
美容科,トータルビューティー科（ヘアメイク,トー
タルビューティ,エステティック）

広島県
広島コンピュータ専門
学校

情報システム（ネットワークエンジニア,システム
エンジニア,ゲームクリエーター）,情報管理科（情
報処理,パソコンサポート,ゲームプログラム,
ゲームＣＧ,Ｗｅｂデザイン）,ビジュアルデザイン
科（グラフィックデザイン,イラスト,音響技術,
ヴォーカル,アーティスト,音楽制作,アナウンス）

広島県
広島情報ビジネス専
門学校

総合ビジネス科（医療事務,ブライダルコーディ
ネーター,メイクアップ・ネイリスト,キャリアエキス
パート,情報ビジネス,販売ビジネス,フィッテング
ビジネス,ペットビジネス）

広島県 広島公務員専門学校 公務員科,公務員速成科

山口県
ＹＩＣ保育＆ビジネス専
門学校

こども学科,ＩＴビジネス学科

福岡県
代々木アニメーション
学院(福岡県)

芸能アーティスト科（声優タレントコース）,アニメ
科（アニメーターコース）,クリエイター科（マンガ
コース,イラストコース）

福岡県
大村美容ファッション
専門学校

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

福岡県
福岡天神医療リハビリ
専門学校

理学療法士科,作業療法士科,鍼灸学科,柔道整
復学科

福岡県
大原簿記情報専門学
校福岡校

ビジネスコース,経理コース,事務コース,販売コー
ス,公認会計士コース,税理士コース

福岡県
大原スポーツ公務員
専門学校福岡校

スポーツトレーナーコース,国家公務員コース,地
方公務員コース,警察官コース,消防官コース

福岡県
大原保育医療福祉専
門学校福岡校

保育士コース,幼稚園教諭コース,介護福祉士
コース,社会福祉士コース

福岡県
大原簿記公務員専門
学校小倉校

国家公務員コース,地方公務員コース,警察官
コース,消防官コース

福岡県
大原医療福祉製菓専
門学校小倉校

介護福祉士コース,社会福祉士コース,製菓コー
ス,製パンコース,パティシエコース

福岡県
大原昴自動車・スポー
ツ専門学校

自動車整備士コース,スポーツトレーナーコース

福岡県
久留米工業技術専門
学校

一級自動車工学科(４年),車体整備工学科(３年),
二級自動車工学科(２年)

大分県
大原簿記公務員専門
学校大分校

公務員コース,警察官コース,消防士コース,公認
会計士コース,税理士コース

大分県
大原医療介護福祉専
門学校大分校

介護福祉士コース,社会福祉士コース

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
沖縄情報経理専門学
校

総合ライセンス科：3年,情報システム科：3年,情
報経理科：2年,総合ビジネス科：2年,情報処理
科：2年,医療福祉保育科：2年,英語観光科：2年

沖縄県
海邦電子ビジネス専
門学校

公務員専攻科,公務員速成科,経理専攻科,医療
専攻科,医療ＩＴ専攻科

沖縄県 沖縄調理師専門学校 昼間部,夜間部

沖縄県
琉球リハビリテーショ
ン学院

作業療法学科(昼間部),作業療法学科(夜間部),
柔道整復学科(昼間部)



+αコース委員会 金城 就実 

 

 

資格取得コース（ネイリスト・ペットシッター士）のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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ネイリスト＆ジェルネイリスト 

ペットシッター士 

 

 

受講生 4000人を超える国内最大級のネイル専門校であり、

日本ネイリスト協会認定校のクラスタイル・ネイルカレッ

ジの「通信制コース」と提携をしました。直営のサロンは、

ＶｉＶｉやＳｗｅｅｔ、ＪＪなどの有名雑誌、映画やアー

ティストのジャケットなどの分野でネイルを担当してお

り、最新のネイルアートが学べます。 

 【ネイリストとは…】爪の美
容と健康の手入れ、つけ爪の
施術や爪に装飾をするネイ
ルアートなどを施す職業で
す。ネイリストの主な資格に
は JNECネイリスト技能検定
試験（3級、2級、１級）と
JNAジェルネイル技能検定
（初級、中級、上級）があり
ます。ネイリストとしてネイ
ルサロンなどで働く際にこ
の資格を取得していると有
利です。 

【受講期間】3～18ヶ月 
 

【受講期間】6か月 

八洲学園大学国際高等学校は、日本ペットシッター協会

(環境省の認定団体の一つでプロのペットシッターを育成

する日本初の団体)のペットシッター士養成コース特別採

用認定校です。 

【ペットシッターとは…】飼い主が所要で家を空けるときに、
飼い主に代わってペットの世話をすることを主な仕事にしてい
ます。人でいうベビーシッターのペットバージョンで、ペット
を預かるのではなく、自ら飼い主さんのお宅へお世話をしに伺
います。 

在校生・卒業生、そして保護者の方も特別受講料！！ 

日本ペットシッター協会が認定する
「ペットシッター士」資格は、環境省
の定める動物取扱業「保管」「訓練」の
登録申請要件を満たしているので、動
物取扱業の登録を行えば独立開業も可
能になります。 
 
 

●美容スキンケア●スイーツ＆ストーンデコ●メンタル心理士●ペットシッター士●介護職員初任者研修●省エネ環境診断士

●イラスト基礎●デジタルイラスト●心理アロマアドバイザー●ソフト整体●ネイリスト●ジェルネイル●不登校訪問専門員 

●メディカルハーブセラピスト●ハワイアンロミロミ●心理カウンセラー＆アートセラピスト●ひきこもり支援相談士 

● リ フ レ ク ソ ロ ジ ー ＆ ア ロ マ ラ イ フ ア ド バ イ ザ ー● ア ロ マ セ ラ ピ ス ト ・ イ ン ス ト ラ ク タ ー● 覆面調査士 

 

通信講座 

※興味のある方は各担任へご連絡ください。 

資格一覧 



教頭 中村 成希 

 

建築業技術訓練コース 
約 8,400 名の修了生を社会に送り出しており、創立６０周年の「一般社団法人 沖縄産業開発青

年協会」と提携をし、建設業技術習得のコースを設置しました。学校所在地は沖縄県ですが、その

他の都道府県の方も参加できます。（沖縄県国頭郡東村字平良３８０－１） 

 

Ａ：短期訓練講習（在校生・卒業生・保護者）八洲教材費減額 

①小型移動式クレーン：３日間 

②フォークリフト：２～５日間 

③玉掛技能：３日間 

④アーク溶接：３日間 

⑤ガス溶接：２日間 

⑥車両系建設機械：３～６日間 

⑦ローラー：２日間 

⑧車両系建設機械(解体用)：１日間 

 

Ｂ：沖縄産業開発青年隊（在校生・卒業生）八洲入隊費減額 

職業訓練学校に近い形態で、約６ヶ月間、寮で共同生活をし、「規律訓練・建設機械等の技術訓

練及び農業畜産実習」を行い、知識や技術を習得します。 

（１）入隊資格・・・義務教育を卒業した１５歳から３２歳までの男女 

（２）訓練期間・・・６ヶ月間 

（３）定員・・・４月入隊８０名、１０月入隊６０名 

（４）選考試験会場・・・沖縄産業開発青年協会：面接を実施（沖縄県外の方も面接が必須） 

 

【●多くの資格・技術の取得が可能●】 

①大型特殊自動車免許証 

②小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

③フォークリフト運転技能講習修了証 

④玉掛技能講習修了証 

⑤アーク溶接特別教育講習修了証 

⑥ガス溶接技能講習修了証 

⑦車両系建設機械運転技能講習修了証 

⑧ローラー特別教育講習修了証 

⑨伐木特別教育修了証 

⑩刈払機特別教育修了証 

⑪車両系建設機械運転技能講習(解体用)修了証 

建築業訓練コース（高校卒業＋α）のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１１ 
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下記内容のアメリカ合衆国へのホームステイに興味のある方は、各担任へご連絡ください。 

 

アメリカ合衆国ホームステイのご案内（外国語ステップアップコース） 

文部科学省認可通信教育 
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2015 年度 第 21回 

冬のホームステイ 

【参加者の声】 
今回のホームステイを通してアメリカ人の過ごし方や日本との物価の違いが

わかりました。私は、英語がしゃべれないまま、言語の違うアメリカに来たけ

ど、皆とても親切だし、フレンドリーで助けられた場面も何回かあります。アメ

リカは、パーティーをたくさんするので、たくさんの人とも出会いがあって、たく

さん友達を作ることもできました。理解できないようなこともいくつかあったけ

れど、それも今では良い思い出です。たくさんの人にお世話になって、無事に

ホームステイを終えることができました。またアメリカに行きたいです。     

― 沖縄県石嶺中学校２年生 赤嶺百果 

【研修期間】 2015年 12月 26日～2016年 1月 7日 

                           （13日間） 

【研 修 地 】 アメリカ合衆国 （西海岸の郊外都市） 

【 費 用 】 358,000 円 （那覇空港発着他、全国ほとん

どの県から同一の料金で参加できます。） 

 ※燃油サーチャージ料等は含みません 

【研修内容】 
アメリカの一般家庭の一員としてホームステイします。月曜日

から金曜日まで午前中 9時から 12時まで 3時間授業があり、

英語を通してアメリカの様々な実情を学びます。午後からは各

所見学があります。期間中に終日研修があり、土曜、日曜日の

週末や大晦日や年始はホストファミリーと過ごします。 

【参加資格】 
● 中学生、高校生 
● 心身健康で、自分の身の回りのことを一人でできること 

【申込締切】 ２０１５年１１月１０日 
 



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13日（日）】に、平成27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（木）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12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 27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。 

 

 

 

 

 

１４ 

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２７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 
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事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月講演会＆勉強会 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 
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・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１１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。 

 

 

 

 

 

 

 

◆主 催：学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校 

◆後 援：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：８月１６日（日）１４：００～１５：３０（１３：３０～受付） 

      （※台風接近の場合、開催の有無確認は、沖縄支部まで連絡を下さい。） 

◆対 象：教職員・支援者・興味のある方 

◆参加費：無料 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校内 本部町備瀬 1249 

◆問合せ：教頭 中村成希（ＴＥＬ：0980-51-7711） 

◆講 師：伊礼 優 （ 名桜大学 人間健康学部看護学科 准教授 ） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

【学位】沖縄大学 法経学部 法学科（法学士：Bachelor of Lows） 

     琉球大学 保健学研究科（修士課程） 

     保健学専攻 精神衛生学（Master of Health Science） 

【専門分野】精神看護学（Psychiatric Nursing and Mental Health） 

【所属学会】日本精神保健看護学会、日本看護学教育学会、日本看護学科学会 

「うつ病についての正しい理解」を解説します。学校職場同僚や、児童・生徒のうつ病を
予防する為、うつ病を早期に発見する講座内容となります。 
加えて、うつ病である対象者への支援方法、うつ病に対する対応方法や疑問に応える方式の
講座です。 

８月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～10：00）

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）

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

体育α
現代文/
現代文B

家庭総合

国語総合
化学Ⅰ/
化学基礎

生物Ⅰ/
生物基礎
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● 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 ●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 

和歌山県 ●社会福祉法人 檸檬会 和歌山県紀の川市 

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番高等学院 山口県 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 佐賀県 

熊本県 
●家庭教師の成績１１０番高等学院 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番高等学院 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 

●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 

セブ島 ●セブ島キャンパス(HOWDY ENGLISH ACADEMY高等部) フィリピン共和国セブ島 
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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） 8/10 （休止） 8/5 （休止）
8/12 （休止） 8/24 大地の変動がもたらすもの 8/12 （休止）
8/19 （休止） 8/19 （休止）
8/26 命題と集合 8/26 ベーＥ　サスペンス劇場 (3)〈because〉

9/2 命題と証明 9/2 行ったことある？〈現在完了形 (1)〉

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） 8/7 （休止） 8/7 （休止）

8/12 （休止） 8/14 （休止） 8/14 （休止）

8/19 （休止） 8/21 （休止） 8/21 （休止）

8/26 Lesson 11 A Window on the Universe (1) 8/28 地球環境の考え方 8/28 酸化剤と還元剤～酸化剤と還元剤、あなたはどっち？～

9/2 Lesson 11 A Window on the Universe (2) 9/4 自然環境の変化 9/4 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～

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

8/4 （休止） 8/3 （休止） 8/6 （休止）

8/11 （休止） 8/10 （休止） 8/13 （休止）

8/18 （休止） 8/17 （休止） 8/20 （休止）

8/25 ここに注目！ロシア 8/24 目指せ快適空間！ 8/27 海洋のバイオーム

9/1 ここに注目！アメリカ(1)～自然と農業～ 8/31 いろんなライフスタイル いろんな家 9/3 物質の循環とエネルギーの流れ

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/4 （休止） 8/3 （休止） 8/6 （休止）

8/11 （休止） 8/17 （休止） 8/13 （休止）

8/18 （休止） 8/31 情報システムの発展 8/20 （休止）

8/25 動揺する日本 8/27 物語を紡ぎだす

9/1 日中戦争 9/3 メディアを分析する

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/10 （休止） 8/3 （休止）

8/24 みんなパフォーマー～メディアと身体～ 8/17 （休止）
8/31 仮名の創作～和歌に挑戦～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/7 政治を考える（論語） 8/3 夏の花 (3)（原 民喜） 8/3 Lesson 12-5 Hayabusa's Present from Space(5)

8/8 伊勢物語（１）芥川 8/4 夏の花 (4)（原 民喜） 8/4 Lesson 12-6 Let's Try! 「訂正する時の表現」

8/14 伊勢物語（２）芥川 8/10 夏の花 (5)（原 民喜） 8/10 Reading 2 Olivia(1)

8/15 平家物語（１）木曽の最期 8/11 夏の花 (6)（原 民喜） 8/11 Reading 2 Olivia(2)

8/21 平家物語（2）木曽の最期 8/17 夏の花 (7)（原 民喜） 8/17 豊かな英語表現に挑戦 (1)

8/22 平家物語（3）木曽の最期 8/18 夏の花 (8)（原 民喜） 8/18 豊かな英語表現に挑戦 (2)

8/28 （休止） 8/24 （休止） 8/24 （休止）

8/29 （休止） 8/25 （休止） 8/25 （休止）

9/4 （休止） 8/31 （休止） 8/31 （休止）

9/5 （休止） 9/1 （休止） 9/1 （休止）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

8/5 環境衛生活動のしくみと働き 8/7 三国志演義（3）～諸葛孔明の知略（1）～

8/6 食品衛生活動のしくみと働き 8/8 三国志演義（4）～諸葛孔明の知略(2)～

8/12 食品と環境の保健と私たち 8/14 三国志演義（5）～諸葛孔明の知略(3)～

8/13 働くことと健康 8/15 猫相乳

8/19 労働災害と健康 8/21 臨江之麋

8/20 健康的な職業生活 8/22 油売翁

8/26 （休止） 8/28 （休止）

8/27 （休止） 8/29 （休止）

9/2 （休止） 9/4 （休止）

9/3 （休止） 9/5 （休止）

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

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

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

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

１７ 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 

※「学習の手帳」P26で、履修科目と視聴対象のNHK高校講座名の対応を確認してください。 

＜＜＜番組休止情報＞＞＞ 
テレビ放送は8月3日（月）～8月21日（金）まで、ラジオ放送は8月24日（月）深夜～9月5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。 



 

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 土  16 日  

2 日 ●８月スクーリング● 17 月  

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水  20 木  

6 木  21 金  

7 金 ９月スクーリング申込〆切（消印） 22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月  25 火  

11 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 26 水 
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 

12 水 ９月スクーリング申込〆切（必着） 27 木  

13 木  28 金 ９月スクーリング返送書類必着  ゆんたく発送 

14 金 ９月スクーリング詳細発送 29 土  

15 土  30 日  

   31 月  

編集後記 

 暑い日が続きますが夏バテなどしていま

せんか？スクーリングに参加される方は水

分補給と日焼け対策を忘れずに☆沖縄の夏

を楽しんで下さいね(*^o^*) 

横浜分室 板谷 幸恵 
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（携帯ＱＲコード） 
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