
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２     ９月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３     平成２７年度前期卒業証書授与式 

・ ｐ４     校長式辞 

・ ｐ５     教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ６－８   送辞・答辞紹介 

・ ｐ９     担任からのメッセージ 

・ ｐ１０    後期スクーリング案内 

・ ｐ１１    平成２７年度「功労賞」のご紹介 ／ 指定校追加校のお知らせ 

・ ｐ１２－１３ 資格取得コースのご紹介 

・ ｐ１４    「建設業技術訓練コース」教習場所の追加のお知らせ 

・ ｐ１５    １０月講演会＆勉強会のお知らせ ／ 通学スクーリング 

・ ｐ１６    「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１７    ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ１８    １０月行事予定 

 

 

 

 

 
 

★★平平成成２２７７年年度度前前期期卒卒業業式式がが挙挙行行さされれままししたた★★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

平成２７年９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 

  

 

２ 

９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☆ 
 
 今回はじめてのスクーリングだったけど超楽しかった！ 

 卒業式が印象的でした。最高でした！ 

 友達もいっぱいできて最高の卒業式だった！ 
 
 素敵な後輩にも出会えて一生思い出に残る卒業式になりました。 

 
 楽しかった。ありがとう！ 

 初めて来たけど、みんな優しいし、みんな良い人達で最高でした！ 

 すごく楽しい９泊１０日で素晴らしい日々を過ごせた。 

 みんなで体を動かして良い思い出になりました！  

 予想以上にすごく楽しくて本当に帰りたくないです。 



事務部 番場 晴美 

  

 

３ 

平成２７年度前期卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 



 

 

 

事務部 板谷 幸恵 

卒業式での校長式辞をご紹介します。 

平成２７年度前期卒業証書授与式 校長式辞  

文部科学省認可通信教育 

八洲学園大学国際高等学校  

校長 和田 公人 

ご卒業おめでとうございます。みなさんには、法律に基づく高等学校の卒業証書が授与されま

した。この卒業証書は、これからの人生で使い続けることができるものです。運転免許のように

更新の必要もなければ、有効期限もありません。法律に基づいていますので、日本国内は当然な

がら、世界的にも高等学校卒業として通用します。高等学校卒業の資格を証明する卒業証書は、

日本全国、どの高等学校の卒業証書も同じものです。 

 

しかし、それを手にする道のりは、同じではありません。特に通信制の高等学校を選択された

方の道のりは、大きく違っていたと思います。卒業証書の価値を決めるのは、高等学校の名前で

はありません。それを手にするために払った努力です。どんなごちそうでも、お腹がいっぱいの

ときは美味しく感じません。簡単に手に入る物を手にしても喜びは得られません。多くの汗と涙

を流せば流したほど、勝利した時の感激は大きくなります。 

 

高等学校を卒業したからと言って、この後の人生が保障されるわけではありません。これから

も、多くの努力が必要でしょう。しかし、達成したときの感激を想像し、諦めずに努力をしてみ

てください。努力が辛くなったときは、卒業証書を手にするまでのことを思い出してください。 

 

それでも、どうしても続けることができなくなったときは、その道を自分で選択したかを問い

なおしてください。自分で選択していない道、すなわち、他人のための努力や他の人に強要され

たことは辛いかも知れません。他人のアドバイスを参考にしたり、他の人のために選んだとして

も、最終的に自分で判断したのであれば、自らの選択です。 

 

自らが判断し選んだ道であることを明確に自覚することが、努力が辛くなった時に、それを乗

り越える原動力となります。これからの人生、まず、自分で考え、自分で判断し、自分の人生を

歩んでください。そして、美味しいごはんを食べるために、ときには、腹ペコになってください。 

４ 



 

 

◆ 和田公人(校長) ご卒業おめでとうございます。これからも、自分で選んだ道を進んでください。  

◆ 中村成希(教頭)  祝 おめでとう。 

◆ 島袋友美(1･2 番クラス)  卒業おめでとうございます。皆さんに出会えて本当に幸せでした。 
ありがとう。これからの皆さんの人生、幸あれ(^-^) 

◆ 比嘉彩香(3･4 番クラス)  卒業おめでとうございます。八洲で過ごした時間を忘れないで下さいね!!  
皆さんの進む先に幸あれ(^^) 

◆ 玉城健一(５･６番クラス)  高校卒業おめでとうございます!! これからの人生も、自分らしく自分のペー
スで前進して下さい!! 

◆ 島袋瑠美(7･8 番クラス)  Congratulations！出会いを大切に!! たくさんの出会いに感謝し大きく羽ば
たいて下さい。 

◆ 平安山智子(9･0 番クラス)  高校卒業後、どう生きるかは自分次第です。皆さんの今後のご活躍をお祈
りしています。 

◆ 金居央 卒業おめでとうございます。夢に向かって着実に前進して下さいね。 

◆ 櫻井綾子 祝卒業 まっすぐ前に進め 

◆ 岸本久律 卒業おめでとう！ みなさんそれぞれ山あり谷ありだと思いますが！また笑顔で会いたいで
す！ それまで元気で 

◆ 金城就実 卒業生のみなさん ご卒業おめでとうございます。八洲での日々を忘れずに夢へ向かっていっ
て下さい。沖縄から応援しています。   

◆ 原田みき子 ご卒業おめでとうございます。かけがえのない自分の人生 どんな色に染めるか、考えて考
えてスタートしましょう。 

◆ 島袋正良 卒業おめでとう。また次の目標に向かってがんばってください。 

◆ 長﨑佑 卒業おめでとう。『諦めない、相談する、安らげる場・時間を持つ』この 3 つを忘れずに大きく
羽ばたいてください。 

◆ 与古田初子 ご卒業おめでとうございます。今の晴れやかな気もちを忘れずに次なる歩みをみつけて下さ
い。いつでも夢を♪ 

◆ 玉城優香 ご卒業おめでとうございます。新たな１歩を踏みだしたみなさんのさらなる活躍を期待してい
ます。急がず、自分のペースで… 

◆ 早川知里 Congratulations on your graduation！ 八洲での思い出を胸に社会に出てもがんばって下
さい。 

◆ 天野葉月 卒業おめでとう！ 努力したことは、必ず実を結ぶと信じてこれからも前進して下さいね！ 
輝く夢に向かい、旅立つ姿を誇らしく思います(^-^) 

◆ 有島りさ 卒業おめでとうございます!!! これからの人生にたくさんの幸せがありますように♪ 

◆ 鈴木啓之 待ちどおしい明日を  昨日とはちがう今日を  胸をはれる昨日を 

◆ 平良亮 卒業おめでとうございます!! 八洲のことを忘れずに、たまには遊びに来てください。 

◆ 松本美代子 卒業おめでとうございます。長いようで短い高校生活だったと思います。八洲で出会い、い
ろいろな経験をしてきたことでしょう。これから新たな道に進んでいく皆さんの宝ものになるこ
とでしょう。笑いのある人生を歩んで下さい。 

◆ 親川瞳 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます♪ これからも、みなさんの健康とご多幸を心
より願っております。 

◆ 宮坂あき これからの長い人生山あり谷ありだと思いますが、自分を信じて生きていって下さいね。ご卒
業おめでとうございます。 

◆ 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 ご卒業おめでとうございます。 

◆ 板谷幸恵 やしまでの思い出を胸に、自分らしく前へ進んで行ってください。応援しています！ 

◆ 番場晴美 「苦しい時が成長する時」 これからも、あきらめず頑張って下さい。 

文部科学省認可通信教育 

総合推進部 島袋 友美 

５ 

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 



事務部 番場 晴美 

各担任から「前期卒業式の感想と、在校生の皆さんへ卒業に向けての励ましの言葉」をお届けします。 

今回の卒業式は答辞を読んだのが、ふたりとも平安山クラスで、 

ひときわ感動がつまった卒業式でした。 

うちの学校に入学してきた理由は、様々で、１０人いたら１０通り

の卒業の目指し方があります。 

在校生の皆さんも、最後まであきらめず、自分のペースで卒業を目

指してくださいね。私は皆さんに合った卒業の目指し方をサポート

させていただきます。 

９ 

担任から皆さんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

平成２７年度前期高校卒業された８名の生徒さん、おめでとうございます。
子育てしていた生徒さん、進学に向けて受験勉強を頑張っていた生徒さ
ん、彼女との将来を真剣に考えて仕事を頑張っていた生徒さんなど８人
８色の高校卒業の目指し方でした。色々な想いを抱いて迎えた卒業式
は感動しました。これからの人生も自分らしく自分のペースで前進して下
さい。副担任の金城先生と応援しています。在校生の皆さんも今置かれ
ている自分の立場でも必ず高校卒業出来ると信じて、まずはリポート１枚
だけでも進めて前進しましょう。 

みなさん、こんにちわ♪ 
今回の卒業式では、担任として初めて卒業生のみなさんの名前を呼
んだので、個人的には緊張してドキドキしていました。 
ただ、卒業証書を手にしたみなさんの笑顔は、今までで一番素敵で
した★ 
在校生のみなさんも、これから迎える卒業の日に向かって自分のペ
ースで一歩一歩前進していきましょう。 
不安や疑問があればどんどん連絡して下さい。精一杯サポートして
いきますので、一緒に頑張っていきましょうね！！ 

 

今回の卒業式、とても感動しました。打ち込んでいるものやお仕事

などの合間を縫って、一生懸命自宅学習を進めているのを知ってい

る分、卒業式という舞台に立った皆さんの姿が一回りも二回りも大

きく見えました。感動をありがとう★これから卒業を目指す皆さん、

自宅学習を進める中で、難しいところや辛くなることもあるかと思

います。そんな時は遠慮せず連絡くださいね♪卒業目指して一緒に

前進していきましょう(o ﾟ▽ﾟ)o 

前期卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。八洲での思い出

を胸に新しい道にチャレンジしてほしいと思います。仕事をしなが

ら高校卒業を目指した方、子育てをしながら高校卒業を目指した方、

様々な理由で八洲を選んだ皆さんですが、ここを卒業した事を誇り

に思い進んでいってください。くじけそうになったとき、道に迷い

そうになったとき、ぜひ八洲の事を思い出してみてください。いつ

でも皆さんのことを応援しています。在校生の皆さんも卒業に向け

て一緒に前進していきましょう！！ 



 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

  

後 期 日 程 

11/2(月)～ 11/7 (土)【5泊】 10/5 (月)【消印】 10/9 (金)【必着】 10/23(金)【消印】 

12/1(火)～ 12/10(木)【9泊】 11/4 (水)【消印】 11/10(火)【必着】 11/19(木)【消印】 

12/3(木)～ 12/10(木)【7泊】 11/4 (水)【消印】 11/10(火)【必着】 11/19(木)【消印】 

1/8 (金)～ 1/13 (水)【5泊】 12/4 (金)【消印】 12/10(木)【必着】 12/18(金)【消印】 

2/13(土)～ 2/22 (月)【9泊】 1/7  (木)【消印】 1/13 (水)【必着】 1 /22(金)【消印】 

2/15(月)～ 2/22 (月)【7泊】 1/7  (木)【消印】 1/13 (水)【必着】 1 /22(金)【消印】 

3/4 (木)～ 3/9  (火)【5泊】 2/4  (木)【消印】 2/10 (水)【必着】 2 /23(火)【消印】 

 

沖縄の植物を使って草木染をしたり、本部町特産のたんかん狩りに 
出かけます！！その他、植物を使って色々遊んじゃいます(*^。^*) 
ムーチー作りにもチャレンジするかも！？ 

 

平成２７年度後期スクーリング案内 

文部科学省許可通信教育 

１０ 

※ 11月スクーリングは

少人数限定です。参加

申込が集中した場合

には、他月の集中スク

ーリングを案内する

場合があります。 

※ 平成 28年 2月スクー

リングの中で、27年度

後期卒業証書授与式

を挙行します。 

※ 3月スクーリングは、
平成 27年度後期卒業

となる生徒さんは参

加できません。 

 
 
 
2 月はオリンピックならぬ、八洲ンピックで盛り上がっちゃいます♪チーム戦で競技を行い、みん
なで協力して優勝を目指します！！また卒業式もあります。全員卒業できるように、みんなで一緒
に頑張っていきましょう( ´ ▽ ` )ﾉ たくさんの参加お待ちしています★ 

 

 

♪リーダー：中村成希♪ 

●音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）に

分かれて音楽活動をする予定です。内容を詳しく知りたい方は中村成希まで。 

1月 おきなわ植物満喫スクーリング 

3 月は貼り絵！小さいころに作った記憶はありますか？糊が手にくっついた

記憶もあると思います。小さい時には出来なかった色んな貼り絵を作っちゃ

います♪！！皆さんの参加お待ちしています★ 

少人数限定スクーリングです。参加

申込が集中した場合には、他月の集

中スクーリングを案内する場合が

あります。 

 

 学校周辺のビーチでサンゴや貝殻を拾ってアクセサリーや置き物などを作りましょう(^^♪ 

世界に一つしかないアクセサリーや置き物を作っちゃおう！！ 

天候などにより学校周辺でのサンゴ・貝がら収集状況を見て 

制作物を決めます！！何を制作するかは、当日のお楽しみ(^^)/ 



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。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・８月号ゆんたく指定校一覧と下記追加校

をご確認下さい。 

学校ウェブサイトにも掲載しております。あわせてご利用ください。 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

指定校追加校のお知らせ 

所在地 大学 学部・学科

東京都
女子美術大学（杉並
キャンパス）

【芸術学部】アート・デザイン表現学科

神奈川県
女子美術大学（相模
原キャンパス）

【芸術学部】美術学科 立体アート専攻

神奈川県 横浜美術大学 【美術学部】美術学科

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

大阪府 大阪経済法科大学 【国際学部】

所在地 短期大学 学部・学科

愛知県
名古屋経済大学短期
大学部

保育科

● 平成２７年度全日本バレエコンクール 

ジュニアＡ女性部門 第１位・日本バレエ協会

賞・ＮＨＫ会長賞・東京新聞賞  

 中野怜美さん（東京都出身） 

所在地 専門学校等 学部・学科

福岡県
大村美容ファッション
専門学校

美容科,ファッション科

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

沖縄県
琉美インターナショナ
ルビューティカレッジ

美容科,エステ整体セラピスト科

沖縄県
沖縄写真デザイン工
芸学校

写真デザイン科,ジュエリーデザイン科



+αコース委員会 金城就実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格取得コースのご紹介 

文部科学省認可通信教育 

スイーツ＆ストーンデコ 

●スイーツデコアーティスト 

粘土やシリコンクリームを使用し、本物そっくりの

可愛いスイーツを自分の手で作ることが出来ます。

誕生日や結婚式のプレゼントとしても大変喜ばれ

ます。 

●ストーンデコアーティスト 

携帯電話やスマートフォンのカバー、鏡やポーチな

どの小物などに、様々な色や形や大きさのストーン

やスワロフスキーを組み合わせて、キラキラとキレ

イで可愛いらしい絵柄や模様などのデコレーショ

ンを自分で作ることが出来ます。 

【受講期間】6ヶ月 

介護職員初任者研修  （沖縄在住者対象） 

 

在校生・卒業生、そして保護者の方も特別受講料！！ 
※興味のある方は各担任へご連絡ください。 

卒業生１万人を超える日本エキスパートデコレーターアカ

デミー（JEDA）の通信講座は、全国展開する JEDAデコス

クールのプロ講師陣による添削が大人気です！！通信講座

なので教材が届いたその日からスタートし、自分のペースで

進めることが出来ます。取得できる資格はスイーツデコアー

ティスト、ストーンデコアーティストの二種類です。 

 

通信講座 

●介護業界で働くには必要な資格 
介護職員初任者研修の資格があれば全国の養護老人ホームやグル

ープホーム、訪問看護事務所などの福祉サービス事務所で働くこ

とが出来ます。介護業界で働くには必要な資格です。 

 

●基礎から介護の技術・知識を学べます 
ディック学園の介護職員初任者研修講座なら、自宅学習によるレ

ポート提出と１5日間の通学（学習・演習）で基礎から介護知識・

技術を学べます。 

 

●身内の介護など、家庭内でも活かせる資格 
資格取得により、基本的な介護知識・技術を身につけることがで

き、その知識や技術を家庭内での介護に活かすことができます。 

 

 

通学１５日間 

１２ 



 

 

１３ 

ソフト整体 

メディカルハーブセラピスト

「ソフト整体」とはボキボキとはやらない痛くない整体で、中

国では推拿（スイナ）、欧米では TUINA（ツイナ）の名で広く

支持されている手技療法です。東京フィジカル・ケアアカデミ

ーは 1999 年の開校以来、通信講座に特化した学習内容を提供

しています。 

●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 

 

資格一覧 

●選べる 4つのコース 

 

通信講座 

【受講期間】30日～100日 

内閣府認証 特定非営利活動法人である「日本アロマセラピー統

合医学協会」が認定するメディカルハーブセラピストは、メディ

カルハーブを用いて、健康の維持増進や疾患の予防改善につなげ

るための「植物療法」を日々の暮らしの中に提案・実践すること

ができる専門家を認定する資格です。 

通信講座では、ハーブの歴史や基本的な活用方法、栽培方法や

20 種類以上のハーブのメディカル作用と症状別のブレンドレシ

ピなどを学習します。 

【受講期間】6ヶ月 

・ハーブを使って自分やまわりの人の健康管理を
したい。 

・自宅でハーブを栽培しながら楽しく学びたい。 

・心理学にも興味がある。 

・ハーブ教室の先生になりたい。 

・医療機関（心療内科・緩和ケア病棟など） 

・公的機関などの児童カウンセリング室 

・メディカルハーブサロン開業 

・メディカルハーブ教室開業 

本格的に独立開業したい方 
●プレミアムボディ・セラピー 

●トータルボディ・セラピー 

自宅サロンやプチ開業したい方 ●スタンダードボディ・セラピー 

基本手技を学びたい方 ●ファーストボディ・セラピー 

 

文部科学省認可通信教育 



教頭 中村 成希 
 

学校新聞ゆんたく（７月３０日発行号）で「建設業技術訓練コース」のお知らせ内容は、沖縄県在住

の生徒さん向けでしたが、今回は、全国１１ヶ所で教習所を展開しているコベルコ教習所（神戸製鋼グ

ループ）と提携をしましたのでご周知ください。 

（※興味がありましたら資料を発送いたしますので、担任に連絡下さい。） 

 

 

「建設業技術訓練コース」教習場所の追加のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

【免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育（1日～6日間の短期間）】 

●移動式クレーン ●小型移動式クレーン ●床上操作式クレーン ●玉掛け ●フォークリフト 

●車両系（整地等・解体・基礎）●高所作業車 ●不整地運搬車 ●ガス溶接 ●アーク溶接 

●小型車両系（整地等）●ローラー ●自由研削といし ●粉じん ●巻上げ機 ●低圧電気 

●石綿 ●チェーンソー ●酸欠 ●刈払機 ●振動工具 ●丸のこ ●有機溶剤 等 

 

１４ 



            カラー（色）で自分の内面を知ったり、対話をしたり、

子どもの様子を受け取ったり、ワークショップを通じて何

か感じて頂けたら。コーチングの要素も若干はいる予定。 

 

 

 

教頭 中村 成希 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

１０月講演会＆勉強会のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１５ 

通学スクーリング 
 

◆主 催：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：１０月１８日（日）１４時～１６時（１３：４０～受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ） 

◆講 師：阿宮 秀子 （ キャリア支援コーチ ） 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本スクールコーチ協会 認定スクールコーチ・キャリア
支援コーチ（就職・進学支援・インターンシップ指導） 

・タイ古式フットマッサージセラピスト ・島ぞうり職人 

・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♪ 
 

１０月通学スクーリング １０月２６日[月] 

・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。 

 

 

１０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

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

科学と人間生活 日本史Ｂ 日本史Ｂ

書道Ⅰ 英語Ⅱ コミュ英語Ⅱ



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 

１６ 

  【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 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 大分県 

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 

●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
10/7 プレリュード 10/5 光を求めている植物 10/7 ラブレターが来た！〈be 動詞〉

10/14 整式 10/19 動物にとっての光の役割 10/14 なんだこりゃ？〈What?〉
10/21 整式の加法と減法 10/21 プロフィールを書こう！〈一般動詞〉
10/28 整式の乗法 10/28 ５点アップ作戦(1)〈疑問文〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
10/7 英語への招待 10/9 宇宙のはじまり 10/9 文明の歴史と化学 ～化学と物質の深～い関係～

10/14 Back to the Basics 10/16 恒星の誕生と一生 10/16 純物質と混合物 ～分けられない物質と分けられる物質～

10/21 Lesson 1 Hello, Everyone (1) 10/23 銀河 10/23 物質の三態 ～姿は違っても同じ物質～

10/28 Lesson 1 Hello, Everyone (2) 10/30 天の川銀河 10/30 単体と化合物 ～分解できるか、できないか？～

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

10/6 地球を旅する(1) ～大陸と海洋～ 10/5 どう生きる？今どうする？ 10/8 生物の特徴

10/13 地球を旅する(2) ～地形の変化～ 10/12 家族ってなに？ 10/15 細胞にみられる共通性と多様性

10/20 世界の気候 10/19 家族の役割を考えよう 10/22 生命活動を支える物質とエネルギー

10/27 熱帯と乾燥帯の気候とは ～砂漠と熱帯雨林の暮らし～ 10/26 理想の結婚？！ 10/29 代謝を進める酵素

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/6 旧石器から縄文へ 10/12 情報社会をサバイバル 10/8 国語表現はコミュニケーション

10/13 弥生文化と小国家の形成 10/26 情報とメディア 10/15 ことばに変える

10/20 大和王権と古墳文化 10/22 声を出そう

10/27 東アジアの動乱と国家建設 10/29 スピーチの方法

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/5 なんでもアート！ ～見つめる～ 10/12 書はア～トだ！ ～書写から書道へ～

10/19 チョーがつくアート 10/26 一本の線に表情が宿る ～漢字仮名交じりの書～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/9 入門講座 (1) 10/5 入門編 (1) 文章を楽しむ 10/5 入門講座 (1) 英語で広がる世界

10/10 入門講座 (2) 10/6 入門編 (2) 文章を読み解く 10/6 入門講座 (2) 英語の学び方

10/16 ルリボシカミキリの青 (1) （福岡伸一） 10/12 「私」という「自分」(1) （鷺沢 萌） 10/12 Lesson 1-1 My Friend in Hawaii (1)

10/17 ルリボシカミキリの青 (2) （福岡伸一） 10/13 「私」という「自分」(2) （鷺沢 萌） 10/13 Lesson 1-2 My Friend in Hawaii (2)

10/23 隣の校庭 (1) （佐藤雅彦） 10/19 耳を澄ませば世界は広がる (1) （川畠成道） 10/19 Lesson 1-3 My Friend in Hawaii (3)

10/24 隣の校庭 (2) （佐藤雅彦） 10/20 耳を澄ませば世界は広がる (2) （川畠成道） 10/20 Lesson 1-4 My Friend in Hawaii (4)

10/30 スピーチする (1) 10/26 調律師のるみ子さん (1) （いしい しんじ） 10/26 Lesson 1-5 My Friend in Hawaii (5)

10/31 スピーチする (2) 10/27 調律師のるみ子さん (2) （いしい しんじ） 10/27 Lesson 1-6 Let's Try!「紹介する時の表現」

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

10/7 オリエンテーション ～「保健体育」の楽しみ方～ 10/9 古典入門 (1) 古文をたのしむ

10/8 私たちの健康のすがた 10/10 古典入門 (2) 漢文をたのしむ

10/14 さまざまな健康のとらえ方 10/16 古本説話集 ～平中が事～

10/15 ザ Interview(1) 10/17 古今著聞集 ～小式部内侍が大江山の歌～

10/21 健康と意志決定・行動選択 10/23 竹取物語 (1) ～火鼠の皮衣～

10/22 健康に関する環境づくり 10/24 竹取物語 (2) ～かぐや姫の昇天～

10/28 ザ Interview(2) 10/30 伊勢物語 (1) ～通ひ路の関守～

10/29 人間にとって「動く」とは何か 10/31 伊勢物語 (2) ～小野の雪～

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 

※「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。 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 



 

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 木  16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月 １１月スクーリング申込〆切（消印） 20 火  

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金 
１１月スクーリング残りのリポート・視聴報告書の

提出〆切 

9 金 １１月スクーリング申込〆切（必着） 24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 
☆通学スクーリング（自由参加） 

ゆんたく発送 

12 月 体育の日 27 火 １１月スクーリングキャンセル返金可能〆切 (17:30) 

13 火  28 水  

14 水 １１月スクーリング詳細発送 29 木 １１月スクーリング返送書類必着 

15 木  30 金  

   31 土  

ゆんたく編集より 

緊急のお知らせや、ゆんたく編集時以降

のお知らせは、学校 WEB サイトの「最新

情報」に掲載しています。 

併せてご覧ください。 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 


