
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２    ２月スクーリング 学習会の様子 

・ ｐ３    担任からのメッセージ「私の春めき体験」 

・ ｐ４    科目追加登録について ／ 通学スクーリング時間割 

・ ｐ５    平成２７年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ６    「農業体験・研修コース」開設のお知らせ 

・ ｐ７    資格取得コースのご紹介 

・ ｐ８    ３月講演会＆勉強会のお知らせ 

            ／ 証明書の発行時期・卒業生手数料について 

・ ｐ９    まだ間に合う！八洲学園大学４月入学 

・ ｐ１０   「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１１   ＮＨＫ高校講座 

・ ｐ１２    ３月行事予定 
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平成２８年２月２６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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２月スクーリング 学習会の様子 

文部科学省認可通信教育 

スクーリングの写真をもっとご覧になりたい方は本校 HP のスクーリングフォトギャラリーをご覧ください。 

月桃の葉で作った 
ムーチー（お餅） 

リポート 
完成！ 

学校で作成した 
リポート、視聴報告書は 
不備がないよう、 
提出前に先生の 
チェックを受けます。 
 

自分のペースで学習して 

困ったところを先生に 

聞くタイプ 

同じ科目のリポートを 

グループで学習するタイプ 

先生とマンツーマンで 

じっくり学習！ 



事務部 板谷 幸恵 

今回は「私の春めき体験」がテーマです♪ 

私の春めき体験。「たんぽぽ」を見たとき、「ちょうちょ」を見たとき、

でも、やっぱり「桜」を見たときが 1 番です！学校のある本部町は日本

で一番早く桜が咲くんです。 

神奈川に住んでいた時のようなお花見は沖縄ではしませんが、桜を見な

がら屋台でお買い物したり、ゲームしたりする沖縄の桜まつり、とても

楽しいです。 

いつか、沖縄に来た時に桜まつり、見に来てくださいね。 

 

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 

５・６番クラスの皆さん、こんにちは！ 皆さんの住んでいる街では雪

は降りましたか？ 学校のある沖縄県本部町でも観測史上初めて雪を見

ることが出来ました！！ また、同時に日本一早い桜祭りも開催してい

ましたので、２つの季節が重なりゴチャゴチャしていました(笑) ４月

新しい年度を気持ち良くスタートさせるために、まだ終わっていないリ

ポート＆視聴報告書がありましたらラストスパート頑張りましょう！！ 

不明な点は玉城＆金城まで気軽に連絡して下さい！  

みなさん、こんにちは。 

私は、つい最近学校の近くで行われていた「桜まつり」へ行ってきまし

た♪ 桜の花はピンク色の花をしっかり咲かせていて、とてもキレイで

感動しました…。そして、もちろんお祭りと言えば屋台で、美味しいも

のもたくさん食べて幸せなひとときを満喫しました－(^^) 

沖縄もまだまだ寒いですが、この日ばかりは少しだけ春の訪れを感じま

した（笑） 

まだまだ寒い日が続いていますが、皆さん体調など崩していませんか？ 

沖縄ではすでに桜の花が咲き始め、もう間もなく満開を迎えます。この

時期輝くために頑張っている桜を見ていると、私も頑張るぞ！という気

持ちにさせてくれます。とても鮮やかなピンク色をしていて 

本当にきれいです。学校でも見れちゃうかも((^∀^*)) 

学校のある本部町は日本一早い桜まつりが行われるこ 

とで有名です。ぜひご覧になってみてくださいね♪♪ 

 

まだまだ寒い日が続きていますが、沖縄ではプロ野球の春季キャンプが

始まりました！！学校のある本部町の隣の名護市には北海道日本ハムフ

ァイターズが来ています(*^。^*) 今年は子どもと一緒に大谷選手を見

に行きたいと思っています♪若い選手の頑張る姿を見ると私も頑張ろう

と心躍ります！！沖縄にいるとなかなかプロ野球の試合を生で見ること

が出来ないので、春季キャンプが沖縄で開かれることは野球好きの私と

しては嬉しい気持ちでいっぱいです(^O^) 



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。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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3/18（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 3月 18日（金） ～  3月 31日（木）  当日必着 4月 15日（金） 

第２期 4月 1 日 （金）～  4月 30日（土）   消印有効 5月 16日（月） 

  
 

事務部 板谷 幸恵 
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通学スクーリング 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

・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♪ 
 

３月通学スクーリング ３月１５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。 

 

 

 

 

 

 

◎ 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） 

3月
通学スクーリング

1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

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）

科学と人間生活 日本史Ｂ 日本史Ｂ

3時間目
（14:10～15:30）

書道Ⅰ 情報Ａ／社会と情報 古典／古典Ｂ

合同体育α・β・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

学校バスでコンビニまで
送迎致します



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。授

与対象の生徒さん（２名）が１月スクーリング「テーマ：おきなわ植物」に参加しておりましたのでご

紹介します。また、他にも７名の在校生の方々に授与しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第１５回世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会（開催地：チェコ）  

男子７４キロ級 総合６位（ベンチプレス１６０キロ：日本新記録）矢木龍馬さん（写真中央） 

●ファッションアイテム★デザインコンテスト 優勝 寺田幸奈さん（中央奥左） 

 

 

●日本最大級ファッションショー「関西コレクション」２年連続出演 叶丸愛さん 

●（株）ｱｷｭｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ産学 最優秀賞 天内日奈子さん 

●Red Queenデザインコンテスト 大賞 早川まりやさん 

●全国女子高生ミスコン 2015 大阪ファイナリスト 松本伶奈さん 

●関東高一ミスコン 2015 ファイナリスト 小野海里さん 

●全国男子高生ミスターコン 2015 全国ファイナリスト 中川将平さん 

●関東高一ミスターコン 2015 ファイナリスト 中川将平さん 

 

 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



教頭 中村 成希 
 

 

八洲学園大学国際高等学校は高校卒業を目指す生徒さんを応援していますが、『高校卒業以外の学び

（付加価値）＝プラスアルファ（＋α）』を同時に求めている生徒さんも応援しています。この度、

平成２８年度４月より「農業体験・研修コース」が開設しますのでご紹介します。 

（①資格取得コース②外国語ステップアップコース③建築業技術訓練コース④声優・アニメ・クリ

エーターコース） 

 

農業体験・研修コース 
●農業に関心がある、農業を仕事にしたいけど経験が

ない。そういう方にお勧めするのが「農業体験・研修

コース」になります。農業実施場所は、プロの農業者

を育てる学校として約９０年の歴史を誇る「日本農業

実践学園（茨城県水戸市）」になります。 

 

短期農業体験コースから、理論と現場での実務研修を

通じてしっかり学ぶ農業実践コースまで、作目ごとに

幅広いコースがあります。卒業生・保護者の方の参加

も可能ですので、興味のある方はクラス担任にご連絡

ください。 

 

【作目の種類】 

・稲作・野菜・有機野菜・水耕栽培・畜産・農産加工 

 

【学習スタイルの種類】 

●短期農業体験コース（３～５日間） 

●中期農業研修コース（１ヶ月間） 

●農業実践コース（３ヶ月間） 

 

「農業体験・研修コース」開設のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

６ 



+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 

７ 

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。 

ハワイアンロミロミ 

【受講期間】2ヶ月 

通信講座 

心理アロマアドバイザー 

 

「ロミ」とはハワイ語で「もむ」という意味です。

ロミロミの特徴は、前腕と指を使った独特な手技

にあります。筋肉やリンパを、痛みを感じさせ

ず、身体の深くまでリズミカルにやさしく刺激し

ていきます。疲れた筋肉をほぐし身体をリラック

スさせたり、リンパ・血液等の流れを良くし血行

を促進させたりするなどの効果があります。 

【受講期間】6ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 
・身体の仕組みについて理解を深めたい方 

・マッサージ治療の技術を身につけたい方 

・サロンを開きたい方 

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」が実施している心理アロマアドバイ

ザーの通信課程では、メンタルに働きかける精油やアロ

マの知識をはじめとして心理学やカウンセリングの知識

まで身につけることができます。 

アロマを活用した様々なケアやアドバイスなどを家族や

友人にできると共に、現在の職業に活かしたり就職や開

業をするときの手助けとなったりします。 

●こんな方におススメ！！ 
・アロマや心理学を学びたい方 

・自分や人の悩みをやわらげたい方 

・アロマやカウンセリングの知識を 

今の仕事に役立てたい方 

●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 

 

資格一覧 



優しい肌と肌との触れ合いは、人と人とのかかわりにとって不可欠なものです。温かく優しく

包み込まれるような肌の触れ合いは大人にも子どもにも『安心・慰め・励まし・勇気』を与え、

その人の人生を支えます。 
 
本日、体験予定のハンドマッサージに特別な技術は要りません。ただ、お互いに楽しんで心地

よく行う事に意味があります。アロマの効能を勉強し、簡単なハンドマッサージを体験してみ

ましょう。 

  

教頭 中村 成希 
 

 

 

～ハンドマッサージの体験～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 

 

 平成２７年度卒業証書授与式が挙行されましたので、２７年度後期卒業生の『単位修得証明書』・『成

績証明書』と『卒業証明書』の発行時期と発行手数料について、ご案内します。  

  

■ 単位修得証明書・成績証明書･･･平成２７年度後期に単位修得した科目を含む証明は、 

平成２８年３月１日以降の発行。 

手数料は２００円／通 

※（在校生は平成２８年４月１日以降の発行） 

■ 卒業証明書  ･･･２７年度後期卒業生は、平成２８年３月１日以降の発行。 

手数料は２００円／通 

 

※沖縄県外在住の方は横浜分室、県内在住の方は沖縄本校へ発行申請いただくと郵送日数をかせげます。 

※お急ぎの際は、往復に速達郵便やレターパックライトをご利用ください。 

※「証明書発行願」は「学習の手帳」掲載ページをコピーするか、学校ＨＰよりダウンロード・印刷して

ご利用ください。 

３月講演会＆勉強会のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

証明書の発行時期・卒業生手数料について 

◆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：３月５日（土）１４～１６時（１３：３０から受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆持ち物：バスタオル（１枚）・ハンドタオル（１枚） 

◆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：具志堅 勝美 （ やんばるハッピーアロマの会 会長 ） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

・公益社団法人 日本アロマ環境協会認定 アロマテラピーインストラクター 

・アロマ香房カフェローズマリア 代表 



QR コードよりパンフレットやサイトを閲覧できます。 

高大連携推進委員会 鈴木 啓之 

「自分のペースで、なりたい自分を見つける」 

八洲学園大学では、年間約200科目の中から、好きな科目を学習して卒業が可能です。学習はインター

ネット上で行ないますので、一度も通学せず在宅学習のみで卒業できます。 

 

【八洲学園大学の特徴】 

●通学不要（学習はすべてネット上で行う） 

●資格取得（図書館司書など４つの国家資格を取れる） 

●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

 

【学費】 

八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！ 

4年間で卒業を目指す場合、4年間の学費総額は約110万円～。 

※お支払いは半年ごと。半年間で約13万円～。 

※奨学金制度や各種学費サポートプランをご用意。 

 

【出願時期】 

4月25日（月）まで。 

※平成28年度 第1学期（4月入学）募集期間 

 

【出願方法】 

インターネット出願、入学試験なし。 

※400～800字の作文の提出あり。 

 

【オンライン入学説明会】 

インターネット上で無料受講できる説明会。 

・3月9日（水）  20時10分～21時10分 

・3月19日（土） 10時40分～11時40分 

※カメラ等の購入は不要。 

※参加希望の方は、下記QRコードより希望日時を連絡。 

 

興味がある方はクラス担任にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ間に合う！ 八洲学園大学 ４月入学 

文部科学省認可通信教育 

９ 

■大学サイトはこちら           ■大学パンフレットはこちら     ■説明会申込はこちら 

 



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 

１０ 

  【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 

●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 

●近畿自由学院 大阪市城東区 

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 

●みはら塾 広島県福山市 

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 

●福岡理容美容専門学校（高等課程） 福岡県福岡市中央区 

●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 

●マイン高等学院（鹿児島キャンパス） 鹿児島県鹿児島市 

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 

●未来学習塾 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 

●琉美インターナショナルビューティカレッジ 沖縄県那覇市 

●沖縄写真デザイン工芸学校 沖縄県那覇市 

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

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

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

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 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/4 里山物語 (1)(日高敏隆) 3/1 こころ (8)（夏目漱石） 3/1 Reading 1-2 Mujina (2)

3/5 里山物語 (2)(日高敏隆) 3/7 （休止） 3/7 （休止）

3/11 （休止） 3/8 （休止） 3/8 （休止）

3/12 （休止） 3/14 （休止） 3/14 （休止）

3/18 （休止） 3/15 （休止） 3/15 （休止）

3/19 （休止） 3/21 （休止） 3/21 （休止）

3/25 （休止） 3/22 （休止） 3/22 （休止）

3/26 （休止） 3/28 ワスレナグサ (1)（星野道夫） 3/28 Lesson 7-1 A Microcosm in the Sea (1)

4/1 りんごのほっぺ(1)（渡辺美佐子） 3/29 ワスレナグサ (2)（星野道夫） 3/29 Lesson 7-2 A Microcosm in the Sea (2)

4/2 りんごのほっぺ(2)（渡辺美佐子）

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

3/2 交通社会における運転者の資質と責任(1) 3/4 平家物語（3）～能登殿の最期（1）～

3/3 交通社会における運転者の資質と責任(2) 3/5 平家物語（4）～能登殿の最期（2）～

3/9 （休止） 3/11 （休止）

3/10 （休止） 3/12 （休止）

3/16 （休止） 3/18 （休止）

3/17 （休止） 3/19 （休止）

3/23 （休止） 3/25 （休止）

3/24 （休止） 3/26 （休止）

3/30 安全な交通社会づくり 4/1 鴻門之会（1）～項羽大いに怒る～

3/31 防災・防犯をめざした社会づくり 4/2 鴻門之会（2）～剣の舞～

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

１１ 

春季テレビ・ラジオ放送休止期間中でも、ＮＨＫオンラインでＮＨＫ高校講座の再放送を 

配信していますのでご利用ください。 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ 

休 止 

休 止 

休 止 

休 止 

休 止 

「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 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金 科目追加登録のお知らせ発送 

4 金 ●３月スクーリング● 19 土  

5 土  20 日 春分の日 

6 日  21 月 振替休日 

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水  24 木  

10 木  25 金 成績発送 

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火  

15 火 ☆通学スクーリング （自由参加） 30 水  

   31 木 ゆんたく発送 

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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