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・ ｐ２       ５月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ３       ６月スクーリング ダイジェスト 

・ ｐ４       担任からのメッセージ 

・ ｐ５－６    平成２８年度「功労賞」のご紹介  

             ／ 冊子『選挙権を持つ君へ』同封について 

・ ｐ７      琉球新報（新聞）記事のご紹介 

・ ｐ８－９    八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

・ ｐ１０     八洲学園大学「教員免許状更新講習」のご案内 

・ ｐ１１    「公務員（初級）受験コース」「パソコン技能取得コース」 

開設のお知らせ 

・ ｐ１２    「沖縄ウエル専門学校（マリンワーク科）」のご紹介 

・ ｐ１３     奨学金・教育ローンの紹介 Webサイトのご案内 

             ／ 沖縄県外進学大学生支援事業について 

・ ｐ１４     第二種奨学金（大学・短大）予約の募集について  

                    ／ 通学スクーリング時間割 

・ ｐ１５     「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６      ７月行事予定 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

平成２８年６月２７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 

   ５５月月『『毛毛糸糸のの工工作作ススククーーリリンンググ』』、、  

６６月月『『エエココラライイフフススククーーリリンンググ』』をを開開催催ししままししたた！！  

「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 

「５月毛糸の工作スクーリング(少人数)」を実施しました！ 

サブタイトル：「かわいいものをいっぱい作って持ち帰ろう♪」 

 

 

２ 

５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☆ 
 
 ミサンガの作り方や、毛糸のポンポン玉の作り方など簡単で可愛い小物が作れてとても楽しかっ

たです。 
 最初は帰りたかったけど途中から楽しめた。 
 体育に苦手意識があったけど、合同体育でやったニュースポーツは簡単なのに汗ばんだから体を

動かしているという実感ができて楽しかった。 
 人数が少なくて過ごしやすかった。 

毛毛毛糸糸糸のののオオオーーーナナナメメメンンントトト   

ミサンガ 

毛糸を使ってポンポン玉

アクセサリーやミサンガ

など可愛いグッズをたく

さん作りました♪ 

ポンポン玉 



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

３ 

６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☆ 
 
 エコライフの特別活動は塩づくりや野菜チップスなど、普段することがない経験が出来て良かっ

た。 
 めっちゃ良い人達と友達になれて最高でした！ 
 普段関わりのない県外の人と仲良くなったり、色々な地域の話を聞けたり、すごく為になった。 
 自分のおじい、おばあくらいの人も頑張っていて励まされた。 
 暇な度に職員室に行き、先生達と遊べて最高に楽しかった。 

海海海水水水ででで天天天然然然塩塩塩作作作りりり   

ペペペッッットトトボボボトトトルルルのののふふふたたたががが太太太鼓鼓鼓アアアクククセセセサササリリリーーーににに変変変身身身☆☆☆   

野野野菜菜菜ののの皮皮皮まままででで食食食べべべちちちゃゃゃおおおううう！！！エエエコココななな野野野菜菜菜チチチッッップププススス   

野野野菜菜菜チチチッッップププスススででで出出出たたた廃廃廃油油油ででで作作作っっったたた   

アアアロロロマママキキキャャャンンンドドドルルル   



事務部 番場 晴美 

担任の先生はどんな人？『I am what …  私はこんな私です！』 

先日、幼稚園に通う長女のお弁当を作った時の事です。「こんなお弁当な

んか要らない！」と言われました。理由を聞くとみんながキャラ弁で、

普通のお弁当なんか持っていきたくない！と泣き叫ぶのです。慌ててお

にぎりをウサギの形に整えてのりで顔を描きました。満足そうに持って

いく長女を見て涙がほろり。これからはキャラ弁頑張ろうと思いました。

皆さん、お弁当でこんなのが良い！というのがあれば教えてください。 

４ 

担任から皆さんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

こんにちは、５・６番クラス担任の玉城です！！ 

私の自己紹介はいつもやっているので、今日は副担任の話しを少しだ

け・・・。 

クリスマス生まれの知花先生は、高校野球観戦が大好きです！最近、ラ

ンニングを始めました！ダイエット・・・ではなく、健康のためです（笑） 

アイスクリームが大好きで１日で１箱食べることが出来ます♪まだ話し

たことが無い生徒さんは、ぜひ７月中に学校へ連絡して下さいね！ 

みなさん、こんにちは、３・４番クラス担任の比嘉です。 

私の最近の趣味は、ジョギングです！大学の時からなかなか運動ができ

ていなかったので、時間を見つけてジョギングを始めました ＼(^o^)／ 

まだまだ練習不足で長い距離は走れないので、今後は本気でマラソン大

会出場に向けてしっかり練習していきたいと思います。ジョギングの一

番の楽しみは、沖縄の夜風に当たりながら見る星空です♪癒されますよ

～！！ぜひ皆さんも体を動かしてリフレッシュしてみてくださいね。 

今回のテーマは「こんな私」…私がどんな人物なのか正直分かりません

(-＿-)何か嫌なことがあったとしても、寝てしまえばすっかり嫌なこと

を忘れてしまうぐらい、単純細胞の塊だということ 

と、意外だと思われますが、ほとんど毎日料理をし 

ています♪スクーリングに参加した際に、私がどんな 

人なのか分析して、私にぜひ報告お願いしまーす！ 

( ´ ▽ ` )ﾉ 

私は二児の母です。ウーマクー（沖縄の方言でやんちゃ等の意味）の娘

たちと毎日たたかってます（笑）野菜が苦手な娘たちに野菜をどうやっ

て食べさせようかと日々奮闘中。何か良い料理方法やアイディア料理が

あれば教えてください！ちなみに私の趣味は相変わらず韓国ドラマを見

ることです(^O^)そろそろ、韓国語を勉強しようかなと本気で考えていま

す。在校生の皆さん、スクーリングに参加した際はぜひたくさんお話し

ましょう！！ 

テーマが「こんな私…」という意外と難しいテーマで、、、しばらく自己

分析してみました(^-^;)一言でいうと、温和で旅行好きです。滅多に怒り

ません（怒ったらすぐに顔に出るのでわかりやすいそうです）。いつも、

旅行の事を考えていて、国内は 47 都道府県制覇したので、ここ数年は

海外旅行中心です！！ぜひ、みなさんもスクーリングの時にどんな人間

か教えてくださいね(^^♪また、おすすめな旅行先を教えてください

ね！！ 

 



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。今回はバレエ界の生徒さん達から報告がきております。おめでとうございます。 

 

●YAGP 2016 ニューヨーク・ファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix 2016 

New York final）シニア男性 第３位 清田元海くん（京都府出身：画像中央） 

 
 

 

 

●YAGP 2016 ピッツバーグ・セミファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix 

2016 Pittsburgh semifinal） シニア部門クラシック男子 ソロトップ６・団体

金賞 豊田隆一くん（福岡県出身：画像後列左から４人目） 

 

 

 

平成２８年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●第１１回伊達クラシックバレエコンペティション シニア部門 第２位・審査

委員長賞 上林奈央さん（滋賀県出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 

 

今夏の参議院議員選挙から選挙権年齢が１８歳

以上に引き下げられる事に伴い、高校生向けに、

新聞の情報が投票時に役立つことを紹介する冊子

「選挙権を持つ君へ」を一般社団法人日本新聞協

会が作成しております。八洲学園大学国際高等学

校の在校生対象に寄贈して頂きましたので、今回、

学校新聞「ゆんたく（６月号）」に同封させて頂き

ます。「選挙権とは何か？」を考えるきっかけにな

ればと思います。 

 

６ 

文部科学省認可通信教育 

冊子『選挙権を持つ君へ』同封について 



担任 島袋 瑠美 
 

八洲学園大学国際高等学校を平成２８年３月に卒業しました内間咲也子さん（沖縄県出身）の活

躍が、琉球新報（６月６日朝刊）に載っておりましたのでご紹介します。（琉球新報社提供・掲載許

可済み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琉球新報（新聞）記事のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 中村 成希 

 

日本で初めての本格的な e ラーニング大学として「八洲学園大学」が神奈川県横浜市に開学して

おり、多数の公開講座を開設しております。大学附属の八洲学園大学国際高等学校との高大連携の

一環として、本学の在校生・卒業生・保護者の方が、公開講座の受講を希望された場合、受講料が

割引されます。興味のある方は、八洲学園大学国際高等学校の各担任までご連絡下さい。 

 

【●八洲学園大学公開講座ウェブサイト●】 

http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/ 
 

 

 

 

 

■講座概要：本講座では、大人の学び直しとして特に「法律学」を学ぶ意義やその魅力がどこにあるか

について考えます。実際に「法律学」「刑事法」「少年法」について、様々な場所で学び直し、学ばれて

職に就かれている方、社会貢献を果たされている方の声を聴き、なぜ学ぼうと思ったのから学びの魅力、

学び直すにあたってこの学問にどんな魅力があるのかについて探求をしていきます。（当日、３名の報告

者が登壇予定） 

また「高校までの学び」と「大学での学びの違い」や「独学での学び」と「仲間がいて先生がいる学

び」等、様々な形態における「学び」についても併せて考えていきたく思います。そこには「学びの魅

力」があるのではないかと思います。もちろん、魅力と感じることは人其々です。「コレだ！」と絶対的

には言えないのかもしれませんが、学んだ先には何があるのかについて一緒に考えてみませんか。 

※法律学初学者向けに最初に「法学入門」の解説を致します。 

□対象者：①どなたでも興味のある方 ②「学び直し」を考えている方 ③大学へ進学を検討してる方 

■受講形態：八洲学園大学来校・オンデマンド（録画）配信 

□開催日時：平成２８年７月２７日（水）１９：００～２０：４０ 

オンデマンド（録画）配信期間：６月２６日（日）～３月１０日（金） 

■講師：小関慶太 

□会場：八洲学園大学 

（来校の場合→神奈川県横浜市西区桜木町７－４２） 

■定員：２０名（申込者多数の場合は増員の可能性有） 

□受講料：通常受講料：５００円（税込）  

在校生・卒業生・保護者の方：４００円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 

 

 

 

八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

文部科学省認可通信教育 

公開講座名：『大人の学び直し』 
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■講座概要：成人犯罪を扱う刑事司法制度とは別に、少年事件や非行少年、少年の逸脱行動を特別に扱う少年

保護制度及び少年刑事司法制度が用意されている。我が国では、成人年齢（民法）を 20歳以上と定めている。こ

れに対して少年に対する刑事責任年齢は刑法 41 条では 14 歳以上の者の行為が刑事裁判の対象とする前提し

つつも、未成年者の行為は刑法に対して少年法が優先的に適用されるものとされている。また死刑対象事件に

対しても任意的緩和刑等、少年の特殊事情を考慮した制度となっている。 

 昨今の厳罰化・重罰化の流れを見ている中で少年は、大人のミニチュアであるか。少年法という特別法が定めら

れているのは、特殊性や配慮すべき事情があるがゆえのことである。例えば、物事の判断に未熟性や稚拙性、幼

稚性より自己決定能力の低さ、可塑性や教育可能性（更生可能性や矯正可能性）の高さを考慮し、早期発見・早

期更生・早期再社会化の機会を設けることが再犯予防につながっています。 

本講義では、少年法の構造や理念を明らかにした上で、実際に起こった少年非行の行為の実態から少年と成

人の違いを探っていきます。 

□対象者：①どなたでも興味のある方  

■受講形態：オンデマンド（録画）配信 

□開催日時：オンデマンド（録画）配信期間：６月２６日（日）～９

月３０日（金） 

■講師：小関慶太 

□受講料：通常受講料：２，０００円（税込） 在校生・卒業生・保

護者の方：１，５００円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 
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公開講座名： 

『少年法は、罪を犯した大人のミニチュア法なのか？』 

≪八洲学園大学「小関 慶太（こせき けいた）先生」の紹介≫ 

・八洲学園大学 生涯学習学部 講師（担当科目：「犯罪と法」「犯罪と心理」「福祉と法」「学校における人権」） 

・中央大学法学部 インストラクター 

【専門】少年法、刑事政策、刑事法 

【略歴】中央学院大学法学部、中央大学法学部通信教育部、桐蔭横浜大学大学院法学 

研究科修士課程、同博士後期課程（刑事法分野）所定単位取得満期退学を経て現職。 

【教歴】目白大学『犯罪学入門』講義内「裁判員制度」担当講師（2014 年） 

【所属学会】日本犯罪社会学会会員（渉外担当委員 2008-2012/研究担当委員 2012- 

現在）、日本刑法学会会員、日本司法福祉学会会員、日本更生保護学会会員、比較法 

学会会員、情報ネットワーク法学会会員、日本刑事政策研究会会員 

文部科学省認可通信教育 



教頭 中村 成希 
 

学校法人八洲学園には、インターネットだけで卒業が出来る日本初の大学「八洲学園大学」があ

ります。八洲学園大学では「教員免許状更新講習」がインターネットを利用してご自宅等で受講が

可能です。ご興味のある方は、八洲学園大学ウェブサイトでご確認下さい。 

（●対象教諭：幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開講時期 夏 秋 

申込期間 2月 16日（火）～6月 20日（月） 2月 16日（火）～9月 20日（火） 

申込書受付期間 4月 10日（日）～6月 30日（木） 4月 10日（日）～9月 30日（金） 

受講料納入期限 2月 16日（火）～6月 30日（木） 2月 16日（火）～9月 30日（金） 

開講期間 7月 15日（金）～8月 21日（日） 10月 15 日（土）～11 月 20日（日） 

受講確認レポート提出 

（修了試験前に合格必須） 

7月 15日（金）～8月 15日（月） 

※不合格の場合の再提出は 8月 20日（土）締切 

10月 15 日（土）～11 月 15日（火） 

※不合格の場合の再提出は 11月 19日（土）締切 

修了試験日 8 月 28日（日）※会場受験の場合 11月 27 日（日）※会場受験の場合 

認定予定日（修了証 

／履修証発送予定日） 
9月 28日（水） 12月 20 日（火） 

八洲学園大学「教員免許状更新講習」のご案内 

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、平成２８年度６月より、全国に１００校以上の直営教室を運営さ

れている株式会社リンクアカデミー（パソコンスクール アビバ・資格スクール 大栄）と提携する

事になりました。提携により、『高校卒業＋αコース』に「公務員（初級）受験コース」と「パソコ

ン技能取得コース」が新たに設置されます。入学金免除や特別受講料になりますので、興味のある

方は、資料を送らせて頂きますので、本学担任までご連絡ください。（別途費用が必要） 

 

 

 

公務員（初級）受験コース 

●「公務員」は国民すべての人々の事を考えて働く事を目的としており、利益ではなく、公共の為

に仕事をします。狭き門を突破する為に毎年多くの方が「公務員試験」を受験しています。このコ

ースは、全国に１００校以上の教室がある提携校「資格スクール 大栄」で公務員試験対策の学習を

行います。 
 

＜公務員の６つの魅力＞ 

①「やりがい」のある仕事が一生できる！ 

②女性にとってもずっと働きやすい！ 

③何度も試験のチャンスがある！ 

④安定感抜群で不景気にも強い！社会的信用力も 

高い！ 

⑤将来活かせる難関資格も取得できる！ 

⑥仕事とプライベートを両立！ 

 

パソコン技能取得コース 

●今の時代、仕事に欠かす事が出来ない「エクセル」「ワード」を基礎から学ぶ事が出来ます。また、

その他にパソコンスキルを上げるためのコースが多くあります。このコースは、全国に１００校以

上の教室がある提携校「パソコンスクール アビバ」で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

「公務員(初級)受験コース」「パソコン技能取得コース」開設のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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【八洲学園大学国際高等学校：設置＋αコース】 

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

⑤農業体験・研修コース⑥芸能モデル・ダンスコース⑦公務員（初級）受験コース⑧パソコン技能取得コース 



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校を卒業後、全国でも数少ないマリンワーク科がある「沖縄ウエル専門

学校」に、４月から進学した男子生徒さん（鹿児島県出身）が、楽しみながら頑張っていましたの

でご紹介させて頂きます。 

 

亜熱帯気候の沖縄では、年間を通し様々なマリンスポーツを楽しむ事ができます。その自然豊富

な沖縄の海で、自然を最大限に活かした授業カリキュラムを設定している学校が「沖縄ウエル専門

学校（マリンワーク科）」になります。この環境にあこがれ、沖縄県内だけでなく、全国各地の出身

の方も多く入学しています。その一人が、本学卒業後、進学をした鹿児島県出身の男子生徒さんで

す。沖縄ウエル専門学校では沢山のマリン系資格（スクーバダイバー系・潜水士・特殊小型船舶操

縦士免許 等）を取得し、将来は、地元鹿児島県でマリンショップを開業するのが夢だそうです。 

 

沖縄ウエル専門学校から

八洲学園大学国際高等学校

に「指定校推薦枠」を頂い

ています。「学校新聞ゆんた

く（７月号）」で指定校推薦

学校一覧を紹介予定ですの

で、興味のある方はご確認

ください。 

「沖縄ウエル専門学校（マリンワーク科）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 鈴木 啓之 
 

高校生やその保護者を支援するための奨学金（給付型、貸付型）・教育ローンは、政府機関・自治体・

公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。また、その内容も一般型・留学支援・新聞少

年など就労支援、特定の地域限定など多岐にわたっています。それら多様な奨学金等を紹介するWebサ

イトをご案内いたします。興味のある方は、次のURLにアクセスして各奨学団体の募集案内をご照覧く

ださい。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・成績証明・推薦状が必要となった場合は、

クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。 

 

http:// 奨学金.Net/ 

 

 

 

 

事務長 鈴木 啓之 
 

沖縄県より、「今年度卒業し沖縄県外難関大学への進学を目指す沖縄在住の生徒への給付型奨学金の創

設」の案内がありましたのでお知らせいたします。関心・ご希望のある方は、八洲学園大学国際高等学

校事務部 松本（0120-917-840）までお知らせください。 

 

●応募資格 

・保護者、生徒が沖縄県在住であること 

・家計の所得が一定以下であること 

・文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望する者 

●採用予定人数・給付額 

・２５人程度を予定 

・入学支度金３０万円、奨学金を月額７万円以内 

●選考方法 

・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う 

・第２次選考として面接審査を行う 

・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格

し、入学することによって給付型奨学金を受給する 

●スケジュール 

・平成２８年７月～８月に沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定 

・応募期限は平成２８年８月２５日の予定 

奨学金・教育ローンの紹介 Webサイトのご案内 

文部科学省認可通信教育 
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沖縄県外進学大学生支援事業について 



事務部 松本 美代子 
 

日本学生支援機構より第二種奨学金（大学・短大）貸与の予約案内が公開されましたのでお知らせし

ます。平成２９年度４月に大学・短大へ進学予定の生徒さんが対象となります。希望者は事務部 松本

（0120-917-840）まで連絡をください。 

なお、予約応募締切は、９月１６日（金）必着となります。 

 

事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種奨学金（大学・短大）予約の募集について 

文部科学省認可通信教育 
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通学スクーリング 

・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♪ 

７月通学スクーリング ７月５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。 

 

※昼食のバス送迎は出ません。 

※送迎バス利用者は３限～８限までの参加となります。 

曜日

群

起床 7：00

朝食 7：00～8:00

HR 8：05～8：20

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

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

朝食

7/5（火）

α β γ

起床

ホームルーム①

書道Ⅰ
玉城（健）

現代文
原田

現代文B
原田

化学Ⅰ
岸本

化学基礎
岸本

学習会
英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

科学と人間生活
金居

日本史B
玉城（優）

地学Ⅰ
島袋（正）

地学基礎
島袋（正）

学習会 学習会
地理B

玉城（優）

数学Ⅰ　島袋（正） 英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

11限 17：00～17：40
学習会

コミュ英語Ⅰ
天野

学習会

コミュ英語基礎
早川

学習会
オーラルⅠ

有島

コミュ英語基礎
早川

学習会
オーラルⅠ

有島
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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 
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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 

●代々木アニメーション学院（札幌） 北海道札幌市中央区 

宮城県 ●代々木アニメーション学院（仙台） 宮城県仙台市青葉区 

千葉県 ●ＯＳＥアカデミー（千葉） 千葉県佐倉市 

静岡県 ●ヒーローズアカデミー国際高等部（静岡） 静岡県浜松市中区 

東京都 

●東京キャンパス（アップスクール高等部） 東京都板橋区 

●代々木アニメーション学院（東京） 東京都渋谷区 

●世田谷みどり塾（東京） 東京都世田谷区 

愛知県 
●中京ドリーム高等学院（名古屋） 愛知県名古屋市千種区 

●代々木アニメーション学院（名古屋） 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） 京都市下京区  

石川県 ●代々木アニメーション学院（金沢） 石川県金沢市 

大阪府 
●代々木アニメーション学院（大阪） 
 

大阪府大阪市北区 
ちゅ 

おお 
●近畿自由学院（大阪） 大阪市城東区 

広島県 

●代々木アニメーション学院（広島） 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） 広島県福山市 

高知県 ●陽気塾（高知） 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 

●代々木アニメーション学院（福岡） 福岡県福岡市 

●サンライズスクール（福岡） 福岡県糸島市 

●ＨＡＢＩＴＺ高等部（福岡） 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） 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） 鹿児島県鹿屋市 

●マイン高等学院（鹿児島） 鹿児島県鹿児島市 

沖縄県 

●マイン高等学院（沖縄） 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（石垣島） 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 

 



 

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 海の日 

4 月 ●７月スクーリング：９泊● 19 火 ８月Ｓ詳細発送 

5 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 20 水  

6 水 ●７泊コース● 21 木  

7 木  22 金  

8 金 ８月Ｓ申込〆切（消印） 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火 ８月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

12 火  27 水  

13 水  28 木  

14 木 ８月Ｓ申込〆切（必着） 29 金 ゆんたく発送・成績発送 

15 金  30 土  

   31 日  

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） 
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