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平成２７年８月２８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 

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初日はとっても緊張したけどみんなと仲良くなれて思い出に残りました。 

 みんな優しくて話しかけやすかった。初めてだったけど楽しめた。 
 
 一生懸命生徒の為に企画していることが伝わった。 

 
 不安だらけだったけど思っていた以上に先生も優しいし授業も楽しかった。 

 
 色々な体験ができて楽しかった！また来たい！ 

 みんなで楽しんで最後のスクーリングができて良かった！ 
 

 とても楽しく和気あいあいと出来ました。 

 卒業したくない。こんなに寂しいと思ったの初めて。最初から八洲に来ておけば良かったって今更後悔。 

 

エイサー演舞 八洲フィッシュ 

ひまわりＴシャツ作成中♪ 

屋台班特製 お稲荷さん 

巨大貼り絵を完成！ 

モモ 

ちぎり絵担当♪ 八洲フィッシュの鱗に願い事･･･ 

 

緑色Ｔシャツに黄色いひまわり 



事務部 番場 晴美 

今回は各担任に「この夏のマイブーム」を聞いてみました♪ 

ここ数年の夏の私のブームは LUSH の生パックです。年々肌が老化

してきましたが、沖縄の日差しに LUSH の生パックはありがたい女

性の味方です。通販で購入してお姑さんと一緒に使っています。 

日焼けで肌が悲鳴をあげている方、是非、試してみてください！ 

子ども達とは「ママがお化けになった！」と言われながら追いかけ

て遊び、一石二鳥で楽しんでいます o(^o^)o 

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 

この夏のマイブームは・・・アイスクリーム！暑い日、久しぶりに

食べると美味しかったです！「沖縄は暑い」という固定観念があり

ますが、天気予報を見ると沖縄以外の方が気温は高いようですね！ 

熱中症には気をつけて、出来るだけ涼しい場所で自宅学習に取り組

んで下さい(^^) 

３・４番クラスのみなさん、こんにちは(^^) 

私の「この夏のマイブーム」は美味しいものを食べることです。 

どんなに嫌なことがあっても美味しいものを食べればいつの間にか幸せ

な気持ちになります。みなさんも夏の暑さに負けないように、しっかり食べ

て日々元気に過ごしましょう♪ 

スクーリングに参加した時に、みなさんの地元の美味しいお店を教えてく

ださい！お会いできるのを楽しみにしています(*^^*) 

 

皆さん、暑さが日に日に増してきていますがいかがお過ごしです

か？熱中症にはくれぐれも注意して下さいね。私のこの夏のブーム

は「豆腐」です。暑い夏には冷たいお豆腐が最高です！健康にもい

いですし、おススメです♪私はしょうゆをかけて 

食べているんですが、他にこれをかけたらおい 

しいよ！というものがあれば教えて下さい★ 

暑い夏、思い切り楽しんでいきましょう！！ 

 

この夏のマイブームはずばり海水浴！！去年の夏は我が家の次女
ちゃんの海デビューでしたが、怖くて、砂浜にすら足をつけられ
ませんでした・・・(；一_一) 
しかし、今年の夏は大きく成長して海にちゃぽちゃぽ浸かってる
ではありませんか！まだ私の手を放しては入れませんが大きな一
歩を踏み出した次女ちゃん♪今年はたくさん海水浴に行って、海
を満喫します♪八洲の近くは海がとーっても綺麗で癒されますよ
(^O^)皆さんもぜひスクーリングに来た際は綺麗な海に癒されて
くださいね。 

 



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9/14（月）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 14日（月） ～  9月 30日（水）  当日必着 10月 15日（木） 

第２期 10月 1日（木） ～ 10月 31日（土）   消印有効 11月 16日（月） 

 

 

進路指導部 金居 央 

 

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 

指定校追加校のお知らせ 
 

 

 

 

◎ 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 

所在地 大学 学部・学科
東京都 日本経済大学 【経営学部】経営学科
東京都 東京純心大学 【現代文化学部】こども文化学科
神奈川県 横浜薬科大学 【薬学部】漢方薬学科,臨床薬学科,健康薬学科､

薬科学科
愛知県 名古屋音楽大学 【音楽学部】
大阪府 大成学院大学 【人間学部】子ども発達学科,健康スポーツ学科,

人間心理応用学科【経営学部】現代ビジネス学
科

兵庫県 近大姫路大学 【教育学部】こども未来学科
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

福岡県 九州共立大学 【経済学部】【スポーツ学部学部】
福岡県 日本経済大学 【経済学部】経済学科,商学科,経営法学科,健康

スポーツ経営学科【経営学部】経営学科

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
公務員養成学科,行政事務学科,情報ビジネス
学科

大阪府 花園国際美容学院 美容コース
大阪府 履正社医療スポーツ

専門学校
スポーツ学科

大阪府 創造社デザイン専門
学校

ビジュアルデザイン学科,産業デザイン学科,応
用研究科

福岡県 福岡建設専門学校 土木学科,建築学科
沖縄県 専門学校大育 歯科衛生士科,調理本科,調理科,製菓衛生師科
沖縄県 大育理容美容専門学

校
理容本科,美容本科,ビュティスタイル科

沖縄県 大育情報ビジネス専
門学校

会計システム本科,医療システム本科,観光シス
テム本科,公務員受験本科



 進路指導部 金居 央 

 

平成２８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２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（火）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  

２０１６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２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 27 年 9 月 1 日（火）～平成 27 年 10 月 9 日（金）） 

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 27 年 8 月 1 日（土）～平成 27 年 10 月 2 日（金）） 

 

 



進路指導部 金居 央 

【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 

６ 

文部科学省認可通信教育 

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。 



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.40）「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.41）「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.33）「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、 

ＦＡＸ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。 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

2015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 2015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 
2015年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式(9月 13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 13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 13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。 

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 

証明書の発行時期について 

７ 



+αコース委員会 金城 就実 

 

 

資格取得コース（美容スキンケア・メンタル心理士）のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 

美容スキンケア 

メンタル心理士 

在校生・卒業生、そして保護者の方も特別受講料！！ 

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 

日本スキンケア協会は、医師、大学教授、トップエステティシャン

の方々が監修しており、スキンケアに関する技術や知識についての

研修、研究を行っています。エステ王子こと小野浩二さんも日本ス

キンケア協会の理事のひとりです。スキンケアアドバイザー資格、

スキンケアカウンセラー資格の二種類の美容スキンケア資格があ

ります。 

【スキンケアアドバイザー資格】 
皮膚構造や皮膚のはたらき、化粧品
の成分、正しいスキンケア方法な
ど、確かな知識を身につけることが
できます。 
 
【スキンケアカウンセラー資格】 
肌質への詳細な理解、化粧品成分の
細かな効果、接客時におけるお客様
の心理、カウンセリングにおけるテ
クニックなど、より実践的な知識と
テクニックが身に付きます。 

【受講期間】6ヶ月 

 

美容師、美容部員、ネイリスト、

美容専門学校生、エステシャン

などが資格を習得しています！ 

こんな方におススメ！ 

スキンケアアドバイザー資格 

・スキンケアの基礎知識を学びたい方 

・初めて美容業界のお仕事に就く方 

・自分に自信をつけたい方 

・綺麗で若々しい肌を保ちたい方 

スキンケアカウンセラー資格 

・美容のお仕事でカウンセリングをさ

れている方 

・より高度なスキンケアや皮膚理論な

どを習得したい方 

こんな方におススメ！ 

 【受講期間】6ヶ月    

メンタル心理士は、実践カウンセリング協会の信頼ある資格

です。プロのカウンセラーを目指す実践力養成講座、看護師

実践力養成講座、自分の心のルールを学ぶセルフケアトレー

ニング講座の３つのコースがあります。 

【メンタル心理士とは】学
校・職場・医療施設・社会
福祉施設などで、一身上の
悩みや問題を持つ人に面
接して相談相手になる人、
助言者、相談員、などのこ
とを指します。 

実践力養成講座 

・プロのカウンセラーのコース 

・周りの人の悩みを聞き最善の方向へ導いて
あげる提案ができるようになります。 

看護師実践力養成講座 

・医療、介護の現場で働いている方 

セルフケアトレーニング講座 

・すぐ落ち込んでしまう方 

・他人と比較して落ち込んでしまう方 

・人からどう見られているか気になる方 

●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 

 



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、今回は、

『モデル芸能活動（テレビＣＭ・各雑誌）』で頑張っている女子生徒さんが対象になりましたので、ご

紹介いたします。 

●エモン久瑠美さん（事務所 eva management所属）・・・テレビＣＭ「キューピー彩りプラス+ 具材

から生まれる音楽編」、 雑誌「ocappa」「Nylon JAPAN」「リンネル」「装苑」「Ginza」「oz magazine」

「Elle girl」などにモデル起用。 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

 本校教員の横田裕美先生は、一身上の都合により８月１０日付で退職いたしました。いままで大

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。 
 
 

なお、進路指導主事、そしてサポート校（学務提携校）の生徒に関する窓口は金居央先生が引き継

ぎます。 

 

 

 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

９ 

教職員異動のお知らせ 



事務部 鈴木 啓之 

 

 

 

授業料への補助金である高等学校等就学支援金は、平成２６年度以降の入学者より、「高等学校等就学支

援金収入状況届出書」未提出者へは支給されないことと制度改正されました。平成２７年度前期の追加科目登

録への授業料だけでなく、平成２７年度後期および平成２８年度前期追加科目登録への授業料についても、「平

成２７年度高等学校等就学支援金収入状況届出書」の提出のない方は、各期の授業料への補助金が給付され

なくなります。特に、平成２７年度前期追加科目登録をされてない方で未提出の方が散見されます。未提出の方

は、必ず提出してください。様式用紙・提出方法は「ゆんたく５月号」に同封しております。なお、「平成２７年度高

等学校等就学支援金収入状況届出書」の提出が著しく遅れた場合は、沖縄県の判定により高等学校等就学支

援金の支給月数が減じられる場合があります。 

 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

「平成２７年度高等学校等就学支援金収入状況届出書」（以下、「状況届出書」という）を提出いただきましてあ

りがとうございました。いただきました状況届出書と所得を証明する書類は、学校で取りまとめて沖縄県担当課

に提出いたしました。沖縄県は、「状況届出書」をもとに保護者収入状況に応じて補助金額を決定します。平成２

７年度前期授業料の７～９月分、平成２７年度後期追加科目登録をされる場合は平成２７年度後期授業料（１０

月～３月分）、平成２８年度前期追加科目登録をされる場合は平成２８年度前期授業料の４～６月分が対象とな

ります。 

平成２７年度前期追加科目登録を行った方にご案内します 

高等学校等就学支援金加算支給の対象と決定された場合、授業料への加算支給額は、沖縄県より当校へ一括

支給を受けましたら、保護者様よりご指定いただいている銀行口座に振込みいたします。例年、１２月ころが見

込まれます。 

平成２６年度分の高等学校等就学支援金支給を受けている方で、平成２７年度が支給対象外（目安として保護

者所得合計が９１０万円以上）となった場合、平成２７年度前期授業料徴収の際、高等学校等就学支援金支給

見込み額として事前相殺いたしました７～９月分の授業料を、未徴収授業料として追加徴収させていただきます。

対象の方には、個別にご案内いたしますので、ご対応いただきますようお願いいたします。 

高等学校等就学支援金状況届出書未提出の方へ 

文部科学省認可通信教育 

高等学校等就学支援金状況届出書ご提出の方へ 

 

・平成２６年度/２７年度に新入学した方 

・平成２６年度/２７年度に編入学した方 

・平成２６年度に他校に入学し、転入学した方 

「平成２７年度高等学校等就学支援金 

収入状況届出書」を未だ提出されていない

生徒さん・保護者様にご案内いたします。 のうち 

・平成２６年度/２７年度に新入学した方 

・平成２６年度/２７年度に編入学した方 

・平成２６年度に他校に入学し、転入学した方 

「平成２７年度高等学校等就学支援金 

収入状況届出書」をご提出いただきました

生徒さん・保護者様にご案内いたします。 のうち 

１０ 



 

事務部 松本 美代子 

 

第２種の奨学金予約申し込みが１０月２６日から始まります。 

学校締切は１０月１５日となっております。期日を過ぎてしまうと財団への申込が出来なくなりますの

でご注意下さい。平成２８年度４月に大学・短期大学など進学を考えている生徒さんが対象となります。 

（大学別科・短期大学別科・専修学校専門課程についてはすべてが機構の奨学金を取り扱っているもの

ではありません。進学を希望している学校へ直接お問い合わせ下さい。） 

候補者決定時期は２月下旬となります。詳細は事務部 松本（０１２０－９１７－８４０）までお問い

合わせ下さい。 
 

 

事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 日本学生支援機構から奨学金のお知らせ 

通学スクーリング 

文部科学省認可通信教育 

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 ９月６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。 

※ 網掛部の時限は学校バス利用可能な時間です。コンビニ送迎はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1限 8:30-9:10

2限 9:10-9:50

3限 10:00-10:40

4限 10:40-11:20

5限 11:30-12:10

6限 12:10-12:50

昼食 12:50-13:40

7限 13:50-14:30

8限 14:30-15:10

9限 15:20-16:00

10限 16:00-16:40

休憩 16:40-17:00

11限 17:00-17:40

12限 17:40-18:20

夕食 18:20-19:30

13限 19:40-20:20

14限 20:20-21:00

15限 21:10-21:50

16限 21:50-22:30

国語総合 コミュ英語Ⅱ

英語Ⅱ

9/6（日） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

学習会

生物基礎 生物Ⅰ ＯＣⅠ

コミュ
英語基礎

英語Ⅱ コミュ英語Ⅱ

地学Ⅰ

学習会

生物基礎 生物Ⅰ書道Ⅰ ＯＣⅠ

英語Ⅱ

数学Ⅰ

コミュ
英語基礎

英語Ⅱ

化学Ⅰ 化学基礎学習会

コミュ英語Ⅱ

理科総合Ａ
科学と人間

生活

コミュ英語Ⅱ

情報Ａ 社会と情報 地学基礎



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 

１２ 

  【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 

 



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
9/9 度数分布表と代表値 9/7 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 9/21 これからの科学と人間生活 9/16 楽器が欲しい 〈関係代名詞 (1)〉
9/23 分散と標準偏差 9/23 ○○な人 〈関係代名詞 (2)〉
9/30 相関関係 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
9/9 Lesson 11 A Window on the Universe (3) 9/11 人間活動がもたらす自然環境の変化 9/11 電池 ～持ち運びできる電池～

9/16 Let's Communicate! - 9 9/18 自然がもたらす恩恵 9/18 電気分解 ～電流を流せ！～

9/23 英語の世界へ旅立とう (1) 9/25 自然災害と人間生活 9/25 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) 10/2 持続可能な社会に 10/2 化学基礎から化学へ ～有機化合物～

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

9/8 ここに注目！アメリカ (2) ～多民族社会と産業～ 9/7 安全で安心な家 9/10 生態系のバランス

9/15 ここに注目！ラテンアメリカ (1) ～自然と暮らし～ 9/14 住みやすい町にしたい！ 9/17 ヒトが生態系のバランスを壊す？

9/22 ここに注目！ラテンアメリカ (2) ～多様な社会～ 9/21 100年前を考える  100年後を想像する 9/24 生態系を保全する試み

9/29 ここに注目！オセアニア 9/28 自分が選ぶライフスタイル 10/1 生物学と人類の未来

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/8 太平洋戦争 9/14 情報化と社会の変化 9/10 ポップを作ろう

9/15 占領と国内改革 9/28 誰もが参加できる情報社会 9/17 心をつかむスライド作り

9/22 講和から高度経済成長の時代へ 9/24 社会にはたらきかける表現

9/29 新しい国際秩序 10/1 国語表現の学びは永遠に ～きくことの力～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

9/7 私が作った展覧会 (1) ～企画準備～ 9/14 鑑賞スペシャル ～書の文化に触れよう～

9/21 私が作った展覧会 (2) ～完成！～ 9/28 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

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
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※「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。 

放送休止（9月7日～10月3日） 
 

この間は、NHKの27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7日～10月3日） 
 

この間は、NHKの27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  

 

                                 
 

 

 

 

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 火 ９月スクーリングキャンセル返金可能〆切 16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金  

4 金  19 土  

5 土 ●９月スクーリング：９泊● 20 日  

6 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 21 月 敬老の日 

7 月 ●７泊コース● 22 火 国民の休日 

8 火  23 水 秋分の日 

9 水  24 木  

10 木  25 金  

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日 ２７年度前期卒業証書授与式 28 月  

14 月 科目追加登録のお知らせ発送・成績発送 29 火  

15 火  30 水 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） 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 


