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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。 

２月スクーリングの最終日に卒業証書授与式を挙行しました。 
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

在校生の皆さんも卒業目指して、一歩ずつ確実に進んで行きましょう。 

新年度も皆さんと楽しい時間を過ごせることを今から心待ちにしています！ 
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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 

☆生徒さんのコメント☆ 
 
 今までで一番楽しかったし、一生の友達が出来た。 
 毎日毎日笑いまくってとっても楽しかった。 
 最初大人数が参加するスクーリングに抵抗があったけど勇気出して参加したら意外に楽しくて本

当に毎日充実していました。部屋のメンバーも面白くて最高でした。 
 最後のスクーリングでは素の自分を出しても笑って話してくれた人もいて安心、満足でした！ 
 特別活動でクラス団結して楽しい思い出が出来ました。 
 多くの人達に助けられて無事に高校卒業という目標を達成する事が出来ました。 

綱引き 

玉入れ 

八洲ンピックに向けて、 
皆でＴシャツ作りをしました‼ 

黄色チーム♪ 

青色チーム♪ 

赤色チーム♪ 
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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 

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。 

☆生徒さんのコメント☆ 
 
 初日から割と楽しめて、日にちが経つにつれてどんどん楽しくなってきて最後は帰りたくない、

もっといたい～って 1000回くらい言っちゃうくらい本当に楽しかった。 
 途中で投げ出さなかったのは我ながらびっくりです！要するに楽しかったです！ 
 最初は 5 日間ちゃんと泊まれるか不安だったけど部屋の人とおしゃべりしたり、授業、テスト

も出席出来て楽しい 5日間でした。 
 八洲で出来た友人が一生の友達になれると考えたらここに来れてよかった！ 
 貼り絵は地味な作業だったけど巨大貼り絵の完成版を見た時は達成感があふれ出しました！ 
 県外の人や成人した人、夢を追っている人と知り合えてよかった。 
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平成２７年度後期卒業証書授与式 
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３２８名の卒業生の 

皆さん、卒業おめでとう

ございます！！ 



校長 和田 公人 
 

ご卒業おめでとうございます。卒業証書

を手にされた時、感慨深いものがあった

のではないでしょうか？ 

 この卒業証書の重みは、これまでに経

験された苦労や積み重ねた努力に比例

すると思います。本校に入学されるまで、

また、入学されてからも、それぞれいろいろな苦労や苦しみを乗り越えて、卒業を迎

えられたと思います。それだけに、卒業証書を手にしたときの喜びは大きかったので

はないでしょうか。例えて言えば、食事は、お腹がいっぱいの時は美味しく感じない

のに、空腹のときは、何を食べても美味しいと感じるのと同じです。逆に言えば、ご

飯を美味しく食べたいのであれば、少し我慢してお腹を減らすことです。大きな喜び

や感動を得たいのであれば、苦労すれば良いということになります。今回、卒業証書

を手にされたことで、苦労や苦しみを乗り越えた先に大きな喜びが待っていることを

経験されたみなさんは、これからは、苦労はその後に訪れる楽しみを大きくするため

の肥やしと思って、果敢にチャレンジされることと期待いた

します。 

平成２７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 

５ 



事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和田 公人（校長） ご卒業おめでとうございます。卒業しても、たまには八洲のことを

思い出してください。きっと、笑顔になれると思います。 

 中村 成希（教頭） 祝 ご卒業おめでとうございます。 

 島袋 友美（1･2 番クラス） 卒業おめでとうございます。八洲で培ったことを糧に、こ

れからの人生、自分のペースで前進してください。みなさんの笑顔

が大好きです(^_^) 

 比嘉 彩香（3･4 番クラス） ご卒業おめでとうございます！卒業とは新たな始まりです。

これから自分らしく悔いのない人生を歩んで下さい。 

 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！みなさんの笑顔が大好きです♡ 

 平安山 智子（9･10 番クラス） 高校卒業は新しい人生のスタート地点。悔いのない人生

を送って下さい。ずっと応援しています。 

 岸本 久律 卒業おめでとうございます。新しい道を目一杯楽しんでください。また笑顔

で会いましょう。 

 金居 央 卒業おめでとうございます。一歩一歩自分の夢に向かって前進して下さい。 

 櫻井 綾子 卒業おめでとう！！次のステップに向けどんどん前進して下さい。 

 島袋 正良 卒業おめでとう。沖縄八洲での体験を生かしてがんばってください。 

 原田 みき子 さあスタートです。思いっきり自分の夢を追っかけてください。 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。みなさんの未来がますます明るいものであり

ますように。

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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 与古田 初子 祝 卒業 これまでの努力が実りましたね。夢の実現に近づきましたね。

うれしいね。 

 長崎 佑 祝 卒業 希望の船出、夢に向かって漕ぎ出そう！応援しています。 

 天野 葉月 卒業おめでとうございます。自分の可能性を信じて、これからも努力を惜し

まず前進してください。 

 早川 知里 Congratulations on your graduation (*^_^*)!! これから大変な事もあると思うけど、常

に前を向いて「行動」しよう!! 

 金城 就実 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。 

 有島 りさ 卒業おめでとうございます!!!! ☆Good luck☆ 

 鈴木 啓之 夢を追いかけよう！明日のことを夢見よう！未来の自分に誇れる今日を生

きよう！ 

 平良 亮 祝 卒業おめでとうございます。みなさんに出会えたこと嬉しく思います。い

つか遊びにおいでね。 

 松本 美代子 卒業おめでとうございます。４月から新スタートです。フレーフレー八洲

っ子 

 親川 瞳 卒業生のみなさん、おめでとうございます。これからも八洲からみなさんのこ

と応援しています🏁 

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます！山あり谷ありの人生と思いますが、自信をも

って進んでいって下さいね。応援しています。 

 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 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 
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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。 

今回、１１名の在校生の方々に授与しております。 

●第９回全日本ヘアメイク選手権（旧パリコレ ヘア＆メイクアップアーティスト

大会）メイク部門 ファイナリスト 照屋直美さん・齊藤海空さん・西有絵美里

さん・藏内珠羅さん・佐藤美和さん（５作品：画像） 

 

 

●第８回貝印スイーツ甲子園 全国４３１校出場 第３位 山本日菜子さん・ 

髙濵万里亜さん・伊賀並紗彩さん 

●第２５回全国バレエコンクール（名古屋） 男子シニア 第１位 野村天氣さん 

●第３回高校生パティシエ選手権 審査員特別賞 石塚梨紗さん・吉岡美穂さん 

 

平成２７年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 中村 成希 
 

建築業技術訓練コースで提携をしております『コベルコ教習所（神戸製鋼グループ）』のＨＰがリニュ

ーアルしました。全国１１ヵ所で教習所を展開しており、１～６日間の短期間でフォークリフト・建設

機械等の資格・免許の取得が可能です。本校の在校生・卒業生・保護者が対象となります。（※ご興味の

ある方は資料を送りますので、各担任に申し出て下さい。） 

【コベルコ教習所ＨＰ】https://www.kobelco-kyoshu.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教習センターの場所】 

北海道、千葉県、栃木県、新潟県、岐阜県、兵庫県(尼崎・明石)、広島県、愛媛県、福岡県、熊本県 

【免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育】 

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、車両系（整地等・解体・基礎）、フォークリフト、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、有機溶剤など 

※沖縄県に関しては、沖縄産業開発青年協会（東村）と提携しています。 

コベルコ教習所（建築業技術訓練コース）ＨＰリニューアル 

文部科学省認可通信教育 
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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「芸能モデル・ダンスコース」を開設しますので

ご紹介します。（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⑤農業体験・研修コース⑥芸能モデル・ダンスコース） 

芸能モデル・ダンスコース（卒業生も可） 
●日本最大級ファッションイベント『関西コレクション』が総合プロデュースするモデル・

ダンスアカデミーとして大阪・神戸・京都・広島・奈良（順次拡大予定）に展開している次

世代アカデミー「関西コレクションエンターテイメント（ＫＣＥ）」と八洲学園大学国際高

等学校が学務提携致します。 

 

ファッションショーやイベントを始め、フ

ァッション誌や各メディアで大活躍する

モデルやダンサーが数多く誕生しており、

モデルに必要なポージング・ウォーキング

のレッスンやダンサーへのダンスレッス

ンはもちろんですが、他にも沢山のレッス

ンがあります。 

 

例えば、美容栄養学では、美容にとって大

切な食事の話が聞けたり、パーソナルメイ

ク講座では、自分の骨格に合うメイク法を

教えてもらったり、他にも、ヨガやエクサ

サイズ、ランニングのレッスンもあってま

るでフィットネスクラブみたいに、自分の

好きなレッスンを受けて頂くことができ

ます。 

 

レッスンの詳細やアカデミーの詳しい内容はオフィシャルサイトでご確認下さい。また、資

料を発送しますので、各担任に御連絡下さい。 

http://kansai-collection-e.co.jp/ 

 

◎モデルアカデミー（ガールズ・メンズ対象） 

・・・ウォーキング・ポージングなど基本から実践的なところまで行います。複数の講師か

ら受講して頂き、様々な現場で通用する技術を身に付けます。 

◎ダンスアカデミー（ガールズのみ対象） 

・・・ダンスを楽しみたいという人から、プロフェッショナルとしてダンスを仕事にしたい

という人まで、すべての人を対象にきめこまかなカリキュラムを提供しています。 

「芸能モデル・ダンスコース」開設のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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http://kansai-collection-e.co.jp/


+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 

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。 

【受講期間】6ヶ月 

国際食学協会の食学調味料アドバイザー講座では、

さしすせそ（砂糖・塩・酢・醤油・味噌）の日本の

調味料の製造方法や働きなどを学ぶことができま

す。また砂糖、塩、酢、醤油、味噌の基本の調味料

からドレッシング・めんつゆ・タレなどの調合調味

料を手作り出来るようになります。 

●こんな方におススメ！！ 

【親子で食学 Baby】 

・はじめての離乳食・幼児食が不安という方 

・「食」から子育てを考えたい方 

【親子で食学 Kids】 

・幼児に適した食事を作りたいという方 

・幼児食のレパートリーを増やしたい方 

・好き嫌いの多いお子さまに悩む方 

●こんな方におススメ！！ 

・日本特有の調味料について知りたい方 

・調味料に含まれる添加物に関する知識が欲しい方 

・調味料のレシピを学びたい方 

日本、及び世界各地に伝わる民間療法から家庭に伝わる「お婆

ちゃんの知恵袋」レシピ、マクロビオティックや日本古来の食

養学、現代栄養学まで全ての「食の知恵」を指し示すのが食学

です。国際食学協会の親子で食学通信講座ではお子さまの成

長に合わせた「親子で食学 Baby」と「親子で食学 Kids」の 2

コースを用意しています。 

Babyコースは０～３歳の乳幼児、Kidsコースでは４～６歳の

幼児に向けた栄養の基礎や倫理をはじめ現代の食環境、食事

やおやつの考え方までを幅広く学ぶことができます。 

親子で食学アドバイザー 

【受講期間】6ヶ月 

親子で食学アドバイザー 
通信講座 
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事務部 鈴木 啓之 

 

平成２７年度高等学校等就学支援金書類（保護者全員の「市町村民税課税証明書」 

または「生活保護受給証明書」）未提出の方は、４月１５日（金）必着までに提出してください。 

間に合わない場合、前期授業料への高等学校等就学支援金の一部が補助されません。 
 

高等学校等就学支援金の年度は、（市民税が更新される）７月から始まり翌年６月までとなって

います。また、毎年６月には保護者全員の市町村民税課税証明書または生活保護受給証明書を提出

いただき、沖縄県の判定を得て７月から翌年６月までの高等学校等就学支援金の補助額が確定して

います。 

 平成２８年度前期に追加科目登録を行う場合、４月～６月は平成２７年６月に提出いただいた市

町村民税課税証明書に基づいた就学支援金額での月割計算により算定となります。平成２７年度６

月に市町村民税課税証明書または生活保護受給証明書を提出いただいていない方が平成２８年度

前期に追加科目登録をすると、４～６月分の高等学校等就学支援金が支給されません。 

平成２７年度高等学校等就学支援金書類未提出の方へ 
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資格一覧 

身上監護士（介護関係） 
身上監護士とは、病気（認知症）や障害で判断能力が低下した方や

身体が不自由なために日常生活が自立困難な方に対し、生活の見守

りや、日常の事務サポートをするために必要な知識が身に付く資格

です。身上監護士と身上監護士補の二つの講座があります。 

【受講期間】3ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 

・ご家族に高齢者や身体に障害のある方の介助や 

代理人になる方 

・成年後見人としての活動を考えている方 

 

●受講資格 
  
【身上監護士】以下のいずれかに該当する者 

①医療・福祉・介護に関する国家資格者・認定者 

②法律系または税務に関する国家資格者 

③身上監護補の資格取得者（実務経験 1 年以上） 

【身上監護士補】 

どなたでも受講可能 

●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●身上監護士●食学調味料アドバイザー●親子で食学アドバイザー 

 

文部科学省認可通信教育 



 

事務部 松本 美代子 

日本学生支援機構の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校奨学金は、高校在学中に在籍高

校で予約手続きを行い奨学金採用予定者となると、大学等に進学後、直ちに奨学金支給を受けるこ

とができます。 

日本学生支援機構奨学金には、第一種奨学金（無利子貸与奨学金 月額３万円～６万４千円）と

第二種奨学金（有利子貸与奨学金 月額３万円～１２万円）の種類があり、平成２９年度から支給

の第一種奨学金予約は年１回の平成２８年４月の申込、第二種奨学金予約は年２回（４月、１０月）

受付申込があります。 

平成２９年度４月に大学等へ進学で、進学先での日本学生支援機構奨学金を希望する方は、平

成２８年４月１５日（金）までに事務部 松本（0120-917-840）までお知らせください。 

 

日本学生支援機構Ｗｅｂサイトの奨学金案内ページ 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/index.html 

（平成２９年度進学者向けの案内は、３月１８日現在掲載されておりませんが、 

前年度の募集要項等を閲覧することができます。） 

 

 

事務部 松本 美代子 

沖縄県国際交流・人材育成財団では、沖縄県内に住所を有する保護者の子弟を対象とした高校

育英貸与奨学生及び高等学校奨学生（以下、「沖縄県奨学生」という。）を募集しています。保護者

が沖縄県在住で、八洲学園大学国際高等学校に在籍する方には月額３万円～３万５千円（平成２７

年度実績）が貸与されます。 

沖縄県奨学金を希望する方・関心のある方は、４月８日（金）までに事務部 松本（0120-917-840）

までお知らせください。募集要項等をお送りいたします。 

 

沖縄県国際交流・人材育成財団のＷｅｂサイト：http://www.oihf.or.jp/ 

（平成２８年度の案内は、３月１８日現在掲載されておりませんが、前年度までの募集要項等を 

閲覧することができます。） 

 

沖縄県外の都道府県・市町村・公的事業団（以下、「奨学団体」という。）でも独自の奨学金制

度を運用しているところもあります。奨学団体ごとに、奨学金貸与資格条件や貸与額が異なってお

ります。奨学金希望者は、お住いの地域の奨学団体にお問い合わせください。また、各奨学団体へ

の奨学金申請にあたっては、各奨学団体独自の様式での在学証明書等の証明書類の発行も承ります。

その際は、事務部 松本（0120-917-840）まで事前にお知らせください。 

 

日本学生支援機構奨学金予約のお知らせ 

沖縄県奨学金のお知らせ／奨学団体奨学金について 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 鈴木 啓之 

 

３月付で退職される教職員をお知らせします。諸先生には大変お世話になりました。今後の活躍を心

よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

櫻井 綾子（公民）、    金城 就実（数学） 

原田 俊作、相場 紅緒、宮澤 静香（東京分室） 

安村 好正、西村 香里、土屋 信太郎（大阪分室） 

 

 

 

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♪ 

４月通学スクーリング ４月２８日[木] 

・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。 

教職員異動のお知らせ 

４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）

国語総合 生物基礎/生物Ⅰ 化学基礎/化学Ⅰ

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

体育α 現代文/現代文Ｂ 地理Ｂ



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 

１８ 

  【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 

●寺子屋みらい高等学院 福岡県福津市 

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 

 



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
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

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

１９

※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。

～平成２７年度をもちまして「NHK高校講座ライブラリー放送」の掲載を終了します～

NHK高校講座は、インターネットにより無料で２４時間オンデマンド配信されており、再放送であるテレビ・ラジオ
「NHK高校講座ライブラリー放送」の利用者がほとんどいなくなりました。そのため、平成２７年度をもちまして
ゆんたくでの「NHK高校講座ライブラリー放送」の掲載を終了いたします。
なお、「NHK高校講座ライブラリー放送」の番組表・放送予定は http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ で確認する
ことができます。



 

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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月 ５月スクーリング申込〆切（消印） 

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金 ５月スクーリング申込〆切（必着） 

8 金 前期スクーリング申込書発送 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火 ５月スクーリング詳細発送 

12 火  27 水  

13 水  28 木 
ゆんたく発送 

☆通学スクーリング（自由参加） 

14 木  29 金 昭和の日 

15 金  30 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。 

 

 

２０ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

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

