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平成２８年７月２９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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７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 
 
★ 沖縄の美しい海でみんなと過ごせた事は一生の思い出です！この出会いを大切にこれからも

頑張ろうと思いました(^^)/ 
★ 初めてマリンスポーツスクーリングに参加したけど今までで一番楽しかった！ 
★ ニッパーボードの競争がすっごく楽しかった！ 
★ 毎日通いたい（帰りたくない）くらい楽しかった。 
★ バナナボートの団結力が最高で本当に楽しかった(^_-)-☆ 
★ スノーケルは魚が沢山いて綺麗だった。 
★ 高校卒業をあきらめず頑張ってよかった！ 
★ 修了式のスライドショーが最高だった！ 

ビビビーーーチチチフフフラララッッッグググレレレーーーススス！！！   ニニニッッッパパパーーーボボボーーードドド競競競争争争！！！   

バババナナナナナナボボボーーートトトででで出出出発発発！！！   



事務部 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、『今後の進路選択についてのアドバイス』です。是非、参考にして下さい！ 

まずは就職するのか進学するのか現状維持かを考えていきましょう！ 

就職希望の方は、どこの地域でどういう職種を希望しているというのが

あれば全国の高卒求人を検索することが可能ですよ♪進学希望の方はな

るべくオープンキャンパスや体験入学会に参加して希望する学校が本当

に自分に合っているか確認した上で受験方法を確認していくのをお勧め

します。進路未決定の方でどこから手をつけて良いかわからない方も連

絡くださいね。皆さんが自分に合った進路選択ができるよう、できる限

りのサポートをさせていただくつもりです。ご連絡お待ちしています。 

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 

今年度卒業を目指して前進している生徒さんを中心に進路に悩んでいる

生徒さんも多いと思います。「悩まない（考えない）で行動する人より、

悩んで（考えて）行動する人の方が成功する！」今とても悩んでいる人、

考えている人も前向きに考えて、どんどん視野を広げて前進していきま

しょう。ぼんやりでも構いませんので、進路が決まりかけてきた生徒さ

んは気軽に連絡して下さい。 

今年度卒業予定のみなさん！！八洲を卒業した後の進路選択はみなさん
の人生を左右するとても大切なものです。就職するのか、進学するのか、
自分は何をしたいのかしっかり自分と向き合う大切な時期だと思いま
す。どんな会社に入ってどんな仕事がしたいのか。どんな大学・専門学
校へ行ってどのような勉強をしたいのか。すぐに進路決定はできないと
思いますが、今はスマートフォン・パソコンで多くの情報が得られる時
代です。スクーリングに参加したとき、電話やメールでの問い合わせ…
何でもお待ちしていますので、みなさんの進路選択に必要な情報を収集
して、進路相談していきましょうね(^^) 

将来の夢やなりたい自分があれば自ずと進学か就職か道が決まってくる

はずです。まだそれも見つかっていない…そんな方は日常生活の出来事

一つひとつに興味を持ち、自分はこう言う事に興味があったんだ、こう

いう事がしたかったんだという発見から進路も見つかる 

ことがあります。私もその一人です。焦りは禁物！ 

進路選択は将来を決める大事なものです。一緒に自分の 

将来を切り開いていきましょう！ 

５年後、１０年後の自分の姿を想像できますか。進路について悩むこと
は大切なことです。どんな仕事に就きたいのか、自分は何をやりたいの
か大いに悩んでください。やりたいことがない・・・。何がしたいかわ
からない・・・。という方もいるかもしれません。毎日の生活の中で気
になることや目に留まるものが今後の進路へつながるかもしれませんの
で、そのチャンスを逃さないでください。私が進路について本気で考え
たのも高校２年生のときでした。やりたい事が見つかり、そのためには
どこへ進学したらいいのか大学探しを始めました。皆さんも卒業までた
くさん悩んでください。そしていつでも相談してください！！ 

海外・提携校クラス担任で進路指導主事をしている金居です。皆さんの

将来の夢は何ですか？この将来の夢や目標が決まると、進路選択（進学

や就職）が自ずと決まってきます。いろんなことにチャレンジして自分

の好きなことを見つけるのも良いですし、PC やスマホでいろいろな情

報を入手することもできます。八洲の HP 内の「進路ブログ」も定期的

に更新していますよ。早めに一緒に進路について考えていきましょ

う！！ゆんたく今月号には、指定校一覧など進路の特集が組まれていま

すので、是非読んで進路選択に役立ててくださいね。 

 



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校を２０１０年３月に卒業しました森京太朗くん（チーム名：a 

Spontaneous）が、８月２７日に開催されますダンスの世界大会『第 23 回 JAPAN DANCE 

DELIGHT』に、日本東京代表として出場する事になりました。本学卒業式後の懇親会では、皆の前

でダンスを披露してくれたりと、ダンスをとても愛している生徒さんです。近年は、有名アーティ

ストの方々のツアーゲストダンサー出演やＴＶ・ＰＶ出演等、ますます活躍してます。日本（横浜

アリーナ）で開催されますダンスの世界大会、応援のほどよろしくお願いします。 

 

 

ダンス世界大会出場を決定させた卒業生のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

４ 

 

【森京太朗くんの主なダンス経歴のご紹介】 

●2010.6.20発売 ヒルクライム 「ルーズリーフ」pv出演 

●横浜開港記念みなと祭「ザよこはまパレード」（国際仮装行列）4連覇 

●有楽町阪急 MEN'S TOKYO ゲスト出演 

●2013年 1月 13日 D .I.CREW  命をかけたダンスバトル 準優勝 

●「モヤモヤさまぁ〜ず」2013年 12月 8日放送 大竹バースデー ダンサー出演 

●PANDORA 2015.2.22 IS.TOKYO.3ON3.BATTLE（FINALIST） 

●2015.4.29発売 西野カナ pv〈もしも運命の人がいるなら〉出演 

●2015.6.5放送〈ミュージックステーション〉西野カナ もしも運命の人がいるのなら 出演 

●2015.6.24放送〈テレビ東京音楽祭〉西野カナ もしも運命の人がいるのなら 出演 

●2015.7.4放送〈THE MUSIC DAY 音楽は太陽だ。〉西野カナ もしも運命の人がいるのなら 出演 

●2015.7.29放送〈FNS歌謡祭、歌の夏祭り〉西野カナ もしも運命の人がいるのなら 出演 

●2015.10.24 ・2015.10.25 〈EXILE LIVE TOUR AMAZING WORLD〉ゲストダンサー出演 

●2015.11.21 freestyle dance battle  BORDER Vol.6（Best16） 

●2015.12.6 TOKYO DANCE DELIGHT  Vol.17（3rd PLACE） 

●2016.5.14 freestyle dance battle  BORDER Vol.9（ベスト 8） 

●2016.5.21 freestyle dance battle  Ban Bee vol.1（ベスト 16） 



教頭 中村 成希 
 

昭和３４年（１９５９年）に、琉球政府より沖縄県内初の美容師養成施設として指定され、現在

の『学校法人琉美学園 琉美インターナショナルビューティカレッジ』として長い歴史のある専門

学校です。また、「沖縄写真デザイン工芸学校」も学校法人グループ内にあります。 

学校法人琉美学園と八洲学園大学国際高等学校とは教育提携をしているので、高校卒業を目指し

ながら通う事が出来、ダブルスクールが可能となりました。興味のある方は本校担任にご相談下さ

い。（※「福岡理容美容専門学校」とも教育提携をしております。） 

 

八洲学園大学国際高等学校を卒業後、「美容科」と「エステ整体セラピスト科」に進学した生徒さ

ん達がいます。ワインディング実習授業の様子（國吉凌也くん：画像左側）と、エステ フェイシャ

ル実習授業の様子（外間莉奈さん：画像右側）の画像を頂いたので紹介します。とても一生懸命に、

そして楽しそうに頑張っているようなので安心しました。 

 

「琉美インターナショナルビュ

ーティカレッジ」「沖縄写真デザイ

ン工芸学校」、そして「福岡理容美

容専門学校」から、八洲学園大学

国際高等学校に『指定校推薦枠』

を頂いております。「学校新聞ゆん

たく（７月号）」に指定校推薦学校

一覧が載っていますので、興味の

ある方はご確認ください。 

「学校法人琉美学園（教育提携校）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学選抜制度です。各学校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっており、面接（一部小論

文あり）と書類審査の場合が多く、合格の可能性が高くなっています。 

指定校推薦対象者は、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることがで

きる方となります。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）を受けます。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通

知が届き、合格すれば入学料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者の方とよく相談して、慎重に決めて

ください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高等学校の代表となります。後輩の道を拡げるか、

または閉ざしてしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。合格しやすいという安易な

気持ちで希望するのではなく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強し

たいのか、また卒業したらどうしたいのかなどしっかり面接で答えられるようにしてください。入学辞

退や入学後に退学すると翌年以降、指定校の認定を受けられず後輩に迷惑をかけてしまいます。志望を

検討する学校のオープンキャンパスに必ず参加し、しっかり考えて、校内選考に臨んでください。 

 

 

①『指定校推薦入試申込書』『志願理由書』『誓約書』『調査書・推薦書発行願』『自己ＰＲ』の提出  
・指定校推薦入試校内選考申込書と志望理由書は各担任に事前に連絡し、入手して下さい。 
・誓約書、調査書･推薦書発行願、自己ＰＲはコピーしてご使用下さい。 

(『学習の手帳』Ｐ２９、Ｐ５４、Ｐ５５) 
・提出期限：９月１２日（月）１７時必着 ※進路指導主事・金居（沖縄本校）宛 
※募集期間及び定員に余裕がある場合のみ、上記〆切後、第二次募集を別途設定する予定です。 

 
②校内選考 

 

 

 

 

※これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 
 
③出願 
●学校案内・資料を請求し、必ずオープンキャンパス等へもご参加下さい。 
●指定校推薦にはほとんどの場合、面接があります。服装（八洲の制服またはスーツ）・頭髪の色・装
飾品や言葉遣いなどにも注意しましょう。(面接練習を希望の方は、各担任までご相談下さい。) 

 

進路指導部 金居 央 
 

2016 年 9 月または 2017 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思い

ます。今回は、指定校推薦・学校一覧（今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお知

らせします。８月には、学校の HP に掲載します。ご不明な点は各担任まで連絡をください。今月号の

「ゆんたく」では、指定校推薦入試の申込から入学手続きに至るまでの流れを掲載します。少しでも検

討している生徒さんは、必ずこの「ゆんたく」を保管しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦入試・校内選考申込について 

文部科学省認可通信教育 

６ 

【 選考方法 】 

① 志望理由書：「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について 400字程度 
② 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。 
③ 成績：今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む） 



 

１． 校長が推薦を認めること。 

２． 前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクー

リング出席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３． 推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

４． 前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２.３以上あることを原則とする。それに満たな

い場合は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５． 入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。(専願) 
 

 ※ 上記『１･２･４･５』または『１･３･４･５』の４項目を満たす事が必要です。 

※ 上記校内推薦基準とともに、志望校の推薦基準を満たしていないと指定校推薦は受けられません。 

 

 

 

【指定校推薦校内選考(合格)後の流れ】 
・校内推薦面接合格後～ 

 ■ 学校からは以下の書類を配布します 

指定校出願書類  （※ 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳 49～50ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 

・ 推薦書発行願が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかり

と確認し、受験が決定次第早急に申込みをして下さい。 

・ 電話での発行申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます） 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません） 

・ 受験料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 
【出願と受験に関して】 
校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」という自覚を持って試験に臨んでください。

出願期間・出願に必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を十分確認してください。推

薦書・調査書の申込みや健康診断の受診は早めに行ってください。また、授業料や納付期限に関しては

必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 

 

【面接での制服に関して】 
9月下旬から、大学・短期大学・就職等で面接試験が始まります。スーツ着用でも可能ですが、高校

生らしく制服で面接に臨む場合は、至急、本学担任までご連絡ください。オーダーメイドのため、注文

後、お手元に届くまで１ヶ月以上かかります。 

７ 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 金居 央 
 

選出方法、出願資格、出願期間等の詳細は、担任の先生もしくは進路指導部まで連絡してください。 

※一覧表は 7/19現在。追加校は順次「ゆんたく」紙上でお知らせします。 

道県 学校名 学部 学科 特典

北海道 函館大学 商学部 商学科

【特典1種】

　①入学検定料(30,000円)免除

　②授業料のうち年額250,000円給費（2年間）

　③3,4年次については、1,2年次までの学業成績上位者に

授業料のうち年額250.000円給費、それ以外の者には貸与

(無利子)とする。

【特典2種】

　①入学検定料(30,000円)免除

宮城県
東北文化学園

大学
総合政策学部 総合政策学科

山形県
東北公益文科

大学
公益学部 公益学科 入学金27万円免除

国際ビジネス学科

スポーツ健康マネジメント学科

音楽表現学科

音楽応用学科

舞台表現学科

情報表現学科

総合政策学科

ライフマネジメント学科

埼玉県 城西大学 経営学部 マネジメント総合学科

埼玉県 西武文理大学 サービス経営学部
サービス経営学科／健康福祉マネジ

メント学科

製造学科

建設学科

埼玉県 駿河台大学 経済経営学部 経済経営学科

◎　指定校制推薦選考1期合格者のうち、沖縄県内に所在

する指定校在校生につきましては、入学金25万円を免除さ

せていただきます。

◎　日本学生支援機構の奨学金予約採用候補者決定通知

（種別は不問）を受け取った方のうち、学費等納付金の月額

納付を希望する方を対象に、月額納付制度を実施しており

ます。

◎　本学在校生の兄弟姉妹及び本学卒業生の子または兄

弟姉妹の方には、入学金相当額を支給する子弟入学金免

除制度を実施しております。

指定校制推薦選考1期合格者は、本学学生寮に空室の範

囲内で優先的に入寮いただけます。

政治経済学部 政治経済学科

欧米文化学科

日本文化学科

こども心理学科

人間福祉学科

サービス経営学科

健康福祉マネジメント学科

法律学科　法　 学（昼間主）コース

法律学科　法　 学（夜間主）コース

法理学科　経営法（昼間主）コース

群馬県 上武大学 ビジネス情報学部

「特別プログラム制度」

※全体の評定平均値が3.7以上の者に適用

　入居費用20万円給付・海外研修参加費用の補助（適用限

度額20万円）・ノートパソコン給付のいずれかを選択

埼玉県 尚美学園大学

芸術情報学部

【指定校推薦入試特待生】

　※指定校推薦入試の受験者のうち、特待生を希望する場

合は入学試験(指定校推薦入試)において本学の指定校特

待生としての基準を満たす成績を修めた者を対象とし、試験

結果の上位から選定します。　※授業料相当額（1年間）

　※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期ごとに募集　※募集人数枠は指定学科

人数枠に含みませんので別枠でご推薦下さい

千葉県 清和大学 法学部

優遇制度A　※指定校推薦入学の対象となるすべての者が

該当します。検定料：10.000円（通常は32.000円）、入学金：

通常金額

優遇制度B　※指定校推薦入学の条件を満たし、更に高等

学校在学中の評定平均値が4.0程度の者

検定料：10.000円（通常は32.000円）、入学金：通常金額の

半額

埼玉県 聖学院大学
人文学部

人間福祉学部

サービス経営学部西武文理大学埼玉県

総合政策学部

埼玉県 ものつくり大学 技能工芸学部

・女子学生特別入学支援措置

　推薦基準の上記いずれかの評定平均値が当該基準より

+0.5以上ある女子生徒について、女子学生特別支援措置と

して、入学金を20万円減免いたします。

 

 

指定校推薦一覧 

文部科学省認可通信教育 

８ 

 



 

 

文部科学省認可通信教育 

９ 

 

都県 学校名 学部 学科 特典

千葉県 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科
入試の評価結果により入学初年度に10万円～15万円の入

学金減免制度が適用されます。

経営情報学部 総合経営学科

国際人文学部 国際文化学科

国際人文学部 国際交流学科

福祉総合学部 福祉総合学科（理学療法学科を除く）

環境社会学部 環境社会学科

観光学部 ウェルネスツーリズム学科

メディア学部 メディア情報学科

東京都 日本文化大學 法学部 法学科

東京都 日本経済大学 経営学部 経営学科 入学金全額免除（詳細は平成29年度入学試験要項参照）

東京都 東京純心大学 現代文化学部 こども文化学科 入学金　　半額免除(75.000円)

グローバル・コミュニケーション学科

英語コミュニケーション学科

現代経営学部 現代経営学科

人間科学部 人間科学部

東京都 宝塚大学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

美術学科洋画専攻

美術学科立体アート専攻

美術学科芸術文化専攻

デザイン・工芸学科プロダクトデザイ

ン専攻

デザイン・工芸学科環境デザイン専

攻

デザイン・工芸学科工芸専攻
アート・デザイン表現学科ファッション

テキスタイル表現領域
東京都 サイバー大学 IT総合学部 IT総合学科

東京都 早稲田大学 文学部 文学科

文学部 中国文学科

中国語学科

日本語学科

環境創造学部 環境創造学科

メディア画像学科

建築学科

コンピュータ応用学科

電子機械学科

経済学科

経営学科

東京都 国士舘大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科

東京都 東邦音楽大学 音楽学部 音楽学科

◎指定校特別給費生・・・初年度授業料相当額の約2分の1

～4分の1を減免）

※指定校推薦入学試験の受験者で成績・人物ともに優秀な

学生を対象とする。選考試験有。

◎特待生制度（S）・・・入学金相当額および300,000円給付

（対象者数：若干名）

◎特待生制度（A）・・・300,000円給付（対象者数：若干名）

生命科学部 生命科学科

文学部 日本文学文化学科（夜）

文学部 教育学科（夜）

社会学部 社会福祉学科（夜）

【6年制学科】　漢方薬学科

【6年制学科】　臨床薬学科

【6年制学科】　健康薬学科

【4年制学科】　薬科学科

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

神奈川県 横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科
*　特待生選抜実施（希望者のみ）

*　特待生チャレンジ（希望者のみ）

神奈川県 八洲学園大学 生涯学習学部 生涯学習学科
面接なし、作文（400～800字）により評価

※入学金をデポジットとして返還

新潟県 新潟工科大学 工学部 工学科

新潟県 新潟経営大学 観光経営学部 観光経営学科

英語文化コミュニケーション学科

国際文化学科

新潟県 長岡大学 経済経営学部 経済経営学科 長岡大学米百俵奨学金制度　対象

新潟県 敬和学園大学 人文学部

東京都 和光大学 経済経営学部
指定校推薦合格者は特待生選抜試験受験可能（授業料減

免）

神奈川県 横浜薬科大学 薬学部

　指定校推薦入学試験受験者は、Brush Up入学試験にチャ

レンジし、本学が定める基準点以上の成績を修めれば、授

業料減免の可能性が広がります。

　Brush　Up入学試験受験者の中から6年制は、最大で成績

上位の10％程度が選抜され、特別奨学生に選ばれます。

神奈川県 相模女子大学
学芸学部

東洋大学東京都

東京都 東京工芸大学 工学部

千葉県 城西国際大学

東京都 大東文化大学 外国語学部

東京都 東洋学園大学

グローバル・コミュニケー

ション学部

東京都 女子美術大学 芸術学部
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府県 学校名 学部 学科 特典

富山県 高岡法科大学 法学部

法学科

(※2年次進級時に【公共政策】【法

務・資格】【企業人】いずれかのコー

スを選択。)

学業成績等が特に優秀な者は、次のとおり本学特待生とし

て認定します。

　・成績平均値4.5以上の生徒は、初年度授業料の全額（60

万円）を免除します。

　・評定平均値4.0以上の生徒は、初年度授業料の半額（30

万円）を免除します。

　・各種検定試験・スポーツ・文化活動等において顕著な成

績を収め、高等学校長に推薦された者も特待生として初年

度授業料の全額（60万円）もしくは半額（30万円）を免除しま

す。

山梨県 身延山大学 仏教学部 仏教学科

法学科

政治行政学科

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科

経済学科

公共政策学科

情報メディア学科

スポーツ経営学科

岐阜県 中京学院大学 経営学部 経営学科

経営学部
経営学科/スポーツ経営学科/心理

経営学科

情報学部 情報デザイン学科/国際情報学科

愛知県
愛知みずほ大

学
人間科学部

心身健康科学科

（養護・保健コース、保健体育コー

ス、心理・カウンセリングコース、人間

科学コース）

情報メディア学部 情報メディア学科

経済学部 現代経済学科

経営学部 経営学科

法学部 ビジネス法学科

地域ビジネス学科

国際ビジネス学科

人間健康学部 人間健康学科

教育学部 子ども発達学科

愛知県
名古屋音楽大

学
音楽学部 音楽学科（ピアノ演奏家コース以外）

合格者は所定の手続きの後、入学時まで、本学教員による

音楽理論・ソルフェージュの講義を

各2回ずつ、実技レッスンを１回無料で受講できます。

愛知県 桜花学園大学 学芸学部 英語学科

愛知県 星城大学 経営学部 経営学科

教職課程特別枠での入学生については年間10万円の教職

課程育英奨学金を支給します。

2年次以降も所定の成績を修めれば毎年10万円の教職課

程育英奨学金が支給されます。

愛知県
名古屋産業大

学
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 入学金半額免除

愛知県 愛知文教大学 人文学部 人文学科

特別奨学金

指定校推薦入試（前期）受験者のうち希望者に対して試験

を行い、成績優秀者に給付される奨学金

返金の必要はありません。

愛知県
名古屋芸術大

学
芸術学部 芸術学科　音楽領域（全コース） 　

医療福祉学科　医療福祉コース

医療福祉学科　臨床心理コース

鍼灸学科

医用工学部 医用情報工学科

京都府
京都伝統工芸

大学校
伝統工芸学科 入学金100，000円を免除。

仏教学科

社会福祉学科

医療福祉学科　社会福祉専攻

心理学科

キャリア形成学部 キャリア形成学科

京都府
京都光華女子

大学

健康科学部

三重県
鈴鹿医療科学

大学

保健衛生学部

京都府 種智院大学 人文学部

愛知県
名古屋経済大

学

※入学金特別還付

沖縄に生活基盤（父母と世帯を共にする等）があり、沖縄県

の高校を2017年3月卒業見込みの者（入学後に還付しま

す）

愛知県 愛知東邦大学

経営学部

経営学部

静岡県 静岡産業大学

愛知県
名古屋文理大

学

健康生活学部 フードビジネス学科

山梨県 山梨学院大学
法学部

岐阜県 岐阜経済大学

経済学部

※1　沖縄県出身者入学者の学費減免制度あり。

　　　授業料の65％を4年間減免（年間授業料70万円→24

万5千円）　（更新については毎年再審査があります）
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府県 学校名 学部 学科 特典
国際・英語専攻

Women's Global Leadership 専攻

人文学部 人文学科

子ども発達学科

発達栄養学科

経済学部 経済学科

経営学科

商学科

公共経営学科

現代社会学科

（経済・経営コース、国際英語コー

ス、観光コース、スポーツコース）

放送・メディア映像学科

（放送・メディアコース、映像コンテン

ツコース、情報システムコース）

人芸生活学部

人間生活学科

（食クリエイトコース、家庭総合コー

ス）

経済学科

経営学科

法学部 法律学科

国際学部 国際学科

こども学科

アジアこども学科

子ども発達

健康スポーツ学科

心理カウンセリング学科

経営学部 現代ビジネス学科

グローバルビジネス学部 グローバルビジネス学科

心理コミュニケーション学科

人間健康学科

国際コミュニケーション学科

国際観光学科

兵庫県 姫路獨協大学 人間社会学群
国際言語文化学類/現代法律学群/

産業経営学類

兵庫県 姫路大学 教育学部 こども未来学科

社会福祉学科

健康スポーツコミュニケーション学科

経営福祉ビジネス学科（大阪天王寺

キャンパス）

心理学科　一般枠

心理学科　課外活動枠

総合社会学科　一般枠

総合社会学科　課外活動枠

文学部 日本文化学科

文化創造学科

経済学部 経済学科

経営学部 経営学科

法学部 法学科

現代生活学部 居住空間デザイン学科

経営社会学科

スポーツ社会学科

保健医療福祉学部 社会福祉学科

心理学科

子ども発達教育学科

アニメーション文化学部 アニメーション文化学科

指定校制度による推薦入学選考の合格者が入学する場合

は、

入学金180.000円を半額90.000円に減額します。

岡山県 吉備国際大学

社会学部

心理学部

奈良県 奈良大学 社会学部

奈良県 帝塚山大学

国際教養学部

兵庫県
神戸医療福祉

大学
社会福祉学部

■特待生入試について

指定校推薦入試合格者は、入学の権利を保持して特待生

入試にチャレンジすることができます。その場合、検定料は

免除されます。

■寮費特待生について

キャンパス内にある学生寮の部屋代が4年間無料になりま

す。

大阪府 太成学院大学
人間学部

大阪府 大阪国際大学
評定平均値3.8以上の者は入学金半額免除、4.5以上の者

は入学金全額免除

人間科学部

大阪府
大阪経済法科

大学

経済学部

◎　高校在学中に取得した資格に応じて、入学後、奨学金を

給付します。

◎　希望者を対象に、Sコース（特修講座）、留学を前提とし

た外国語コース（英語圏留学コース）、BLP・GCPプレ講座

の入学時採用を行います。

◎　女子の入学者は、資格講座１年間2講座（4年間8講座）

の受講料を免除します。

◎　特別奨学生制度を利用し、初年度学費全額免除にチャ

レンジが可能です。

大阪府 東大阪大学 こども学部

大阪府 大阪商業大学

【特典1】

チャレンジ制度の成績上位者には、新入生奨学金（学費の

1/4相当額260.000円）を給付します。

【特典2】

GETコース選抜試験の受験が可能です。

総合経営学部

大阪府 羽衣国際大学

現代社会部

1．沖縄入学金優遇制度

　　沖縄県在住現役高校生は、入試種別を問わず入学金を

全額免除します。

2．沖縄特待生制度（希望性）

　　選考日に学科試験を受験し、成績優秀者を特待生とする

制度です。

大阪府 相愛大学 入学金半額免除
人間発達学部

大阪府
大阪女学院大

学
国際・英語学部
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県 学校名 学部 学科 特典

岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 言語文化学科

・入学者は沖縄等遠隔地学生支援奨学生対象となるため、

入学金が免除されます。

・希望者を対象に特別奨学生を支給する特別奨学生制度を

設けています。

医療福祉学部 医療福祉学科

医療経営学部 医療経営学科

経済学部 現代経済学科、ビジネス戦略学科

福祉情報学部 人間コミュニケーション学科

心理臨床・子ども学科

国際交流学科

スポーツ健康学科

医療工学科

健康栄養学科

アート・デザイン学科

トータルビューティ学科

日本文学・文芸創作専攻

地域文化専攻

国際ビジネスコミュニケーション専攻

東アジア言語文化専攻

児童教育専攻

幼児保育専攻

社会福祉学科　社会福祉専攻

人間社会学科

健康スポーツ学科

芸術表現学科

写真・映像メディア学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

法学部 法律学科

地域経済学科

国際社会学科

福岡県 九州共立大学 経済学部 経済・経営学科

工学部 総合システム工学科

建築学科

情報デザイン学科

長崎県 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科

現代英語学科

国際コミュニケーション学科

経済政策学科

社会福祉学科

外国語学科

航空宇宙工学科

機械電気工学科

情報メディア学科

建築学科

経営経済学部 経営経済学科

環境園芸学部 環境園芸学科

健康栄養学部 食品開発科学科

スポーツ健康福祉学科

臨床福祉学科

作業療法学科

言語聴覚療法学科

視機能療法学科

臨床工学科

薬学科

動物生命薬科学科

航空工学科（パイロット資格コース除く）

情報電子システム工学科

機械システム工学科

自然環境工学科

建築デザイン学科

鹿児島

県
第一工業大学 工学部

指　定　校　推薦：1年次の授業料を30万円免除

特別指定校推薦：1年次の授業料を30面円免除

　　　　　　　　　　　学生寮の部屋代（4年間　96万円）を免除

宮崎県
九州保健福祉

大学

社会福祉学部

保健科学部

薬学部

大分県 日本文理大学

工学部

全体の評定平均値3.3以上を満たす方は「入学金免除」が

給付されます。

また、奨学金制度への事前申請者は、適性試験の成績に

よって「A～Cランク特典」が付与されます。

Aランク：授業料（4年間）全額免除

Bランク：授業料（4年間）半額免除

Cランク：授業料（4年間）1／4免除

宮崎県 南九州大学

（1）　入学金全額250.000円免除

　次の①～③のいずれかに該当する者

　①評定平均値4.0以上の者

　②文化活動及びスポーツ活動において、公的機関主催の

全国大会で3位以内入賞の者

　③評定平均値4.0未満で、入試成績良好の者

（2）　入学金半額125.000円

長崎県
長崎外国語大

学
外国語学部 合格者には、特別奨学金認定試験の受験資格を得ます。

長崎県
長﨑ウエスレヤ

ン大学
現代社会学部 特待生選抜あり

福岡県 九州国際大学
現代ビジネス学部

福岡県
西日本工業大

学

①指定校推薦入試入学者は、入学金（200.000 円）を免除

いたします。

②出願時に特別奨学生を希望し採用された受験生には、4

年間の授業料が全額免除(特別奨学生)・半額免除(就学サ

ポート)される制度があります。

デザイン学部

愛媛県 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部

福岡県 九州産業大学 芸術学部

山口県 梅光学院大学

文学部　人文学科

こども学部　子ども未来学

科

山口県 東亜大学

人間科学部

医療学部

芸術学部

広島県 広島国際大学

山口県 徳山大学



 

 

 

都道府県 学校名 学科 特典
北海道 拓殖大学北海道短期大学 全学科（農学ビジネス学科/保育学科）

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科

東京都 東邦音楽短期大学 音楽科 新1年入学者は、特待生制度（S）もしくは特待生制度（A）の

申請が可能

◎特待生制度（S）・・・入学金相当額および200,000円給付

（対象者数：若干名）

◎特待生制度（A）・・・200,000円給付（対象者数：若干名）

※特待生制度は入学者選抜試験における専攻実技等の成

績に基づき総合的に審査

東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科（男女）

東京都 女子美術大学　短期大学部 造形学科

看護学科

岐阜県 中京学院大学中京短期大学部 保育科

ビジネス教養学科

食物栄養学科

英語コミュニケーション学科

現代教養学科

京都府 京都光華女子大学

短期大学部

ライフデザイン学科

京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科（夜間課程・男女共学）

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科

ライフデザイン総合学科　栄養士コース

ライフデザイン学科　キャリアデザインコース

ライフデザイン総合学科　観光・英語コース

実践食物学科

実践保育学科

幼児保育学科

生活科学科　　　　　　（食物栄養専攻）

生活科学科　（生活総合ビジネス専攻）

評定平均値3.8以上の者は入学金半額免除、4.5以上の者

は入学金全額免除

岐阜県 岐阜保健短期大学 リハビリテーション学科のみ入学金（10万円）全額免除制度

対象リハビリテーション学科

静岡県 日本大学　短期大学部

【短期大学】

大阪府 東大阪大学短期大学部

福岡県 精華女子短期大学

愛知県 名古屋短期大学

大阪府 大阪国際大学短期大学部
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文部科学省認可通信教育 文部科学省認可通信教育 

県 学校名 学部 学科 特典
法経学部 法経学科

国際コミュニケーション学科

福祉文化学科　社会福祉専攻

沖縄県 沖縄国際大学 総合文化学部 社会文化学科

沖縄県 沖縄大学
人文学部



 
文部科学省認可通信教育 

１４ 

 

都県 学校名 学科 特典

宮城県 東京法律専門学校 仙台校
東京法律：公務員、警察官・消防士・自衛

官
選考料　免 除

宮城県 東京IT会計専門学校 仙台校 会計士・税理士系、IT系、鉄道観光系 選考料　免 除

群馬県 群馬動物専門学校 動物総合学科

医療秘書学科

介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

群馬県 髙崎歯科衛生士専門学校 歯科衛生学科

医療秘書科

診療情報管理士科

医療事務科

埼玉県 大宮こども専門学校 子ども総合学科 選考料２万円免除

トータルビューティー科

ウェディングプランナー科

ブライダルコーディネーター科

埼玉県
大宮スイーツ＆カフェ専門学

校
スイーツパティシエ科 選考料２万円免除

看護士科

視能訓練士科

メディカル外語学科　｛旧 医療情報管理

科（医療秘書）}

埼玉県 東萌ビューティーカレッジ 美容科 入学を前提とした合格を確約いたします。

千葉県
ユニバーサルビューティカ

レッジ
総合美容学科 書類審査、面接試験

理容科

美容科

医療秘書科

診療情報管理士科

医療事務科

千葉県 千葉こども専門学校 こども総合学科 選考料２万円免除

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

トータルビューティー科

ブライダルプロデュース科

自動車整備学科

（二級整備士コース）

1級整備学科

（一級整備士コース）

キャラクターデザイン学科

コミックアーツ学科

保育子どもデザイン学科

観光学科

グラフィックデザイン学科

クラフトデザイン学科

自然環境保全学科（２年制）

高度自然環境管理学科（４年制）

東京都 愛歯技工専門学校 歯科技工士学科 受験料は免除。

東京都 池見東京医療専門学校 臨床工学科 指定校推薦を受けた方は受験料二万円を免除。

東京都 専門学校東京自動車大学校

自動車整備科

（1級総合整備士コース・1級整備士コー

ス）

（２級総合整備士コース・2級整備士コー

ス）

選考料￥２００００を免除とさせていただきま

す。

ファッションクリエイト科

ファッションビジネス科

技術科（ファッション専攻）［３年目コー

ス］

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 不明 入学金から3万円免除

美容科

トータルビューティ科

東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科 なし

歯科衛生士科Ⅰ部

医療事務学科

視能訓練士学科

東京都 日本デザイン福祉専門学校 未定
指定校推薦特典80000円（１年次年間授業料一部免

除）

歯科衛生士科Ⅰ部（昼間部）

歯科衛生士科Ⅱ部（夜間部）

東京工学院専門学校 全科

東京エアトラベル・ホテル専

門学校
全科

東京都
日本ウェルネス歯科衛生専門

学校

指定校推薦は優先的に入学許可します。

入学助成金として入学金半額50000円を免除しま

東京都
指定校推薦入学の特別奨学金として選考料１００

０００円を免除します。

東京都
ハリウッドビューティ専門学

校

入学金のうち50000円を指定校推薦入学者奨学金と

して減額。

東京都 日本医歯薬専門学校 受験選考料20000円免除

東京都 東京環境工科専門学校
選考料２００００円及び入学金１５００００円を

免除します。

東京都
専門学校ファッションカレッ

ジ桜丘

入学金の半額70000円および選考料20000円を免除

いたします。

転居者入学金免除制度（1都6県以外より転居を伴

い入学する生徒の入学金50000円免除）との併用も

東京都 読売自動車大学校 選考料免除

東京都

日本デザイン福祉専門学校

（旧　日本デザイン専門学

校）

指定校推薦入学制度による学費の減免がありま

す。

（1年次学費から8万円を減免）

指定校推薦入学制度による入学検定料の免除があ

ります。

（入学検定料2万円を免除）

千葉県
千葉リゾート＆スポーツ専門

学校
選考料２万円免除

千葉県
千葉ビューティーアート専門

学校
選考料２万円免除

千葉県 千葉医療秘書専門学校 選考料２万円免除

埼玉県
大宮ビューティアート専門学

校
選考料２万円免除

埼玉県 専門学校日本医科学大学校

千葉県 東洋理容美容専門学校 B特待生として入学金　半額免除

群馬県 前橋医療福祉専門学校

埼玉県 大宮医療秘書専門学校 選考料２万円免除

【専門学校】
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文部科学省認可通信教育 

都県 学校名 学科 特典
医療秘書科

くすりアドバイザー科

診療情報管理士科

医療事務科

医療保育科

歯科アシスタント科

介護福祉科

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

美容科

トータルビューティ科

ウェディングプランナー科

ブライダルコーディネーター科

東京都
東京スイーツ＆カフェ専門学

校
スイーツパティシエ科 選考料２万円免除

東京都
東京未来大学福祉保育専門学

校
介護福祉科 選考料２万円免除

東京都 品川介護福祉専門学校 介護福祉学科 なし

東京都 中野健康医療専門学校 健康スポーツ鍼灸学科Ⅰ部・Ⅱ部

1．入学検定料免除　￥25.000

2．学納金　免除　￥1.600.000（3年間の合計減免

額）

観光学科

ホスピタリティサービス学科

エアライン学科

鉄道学科

観光学科（夜間部）

ホスピタリティサービス学科（夜間部）

エアライン学科（夜間部）

鉄道学科（夜間部）

ブライダル学科（昼間部）

ブライダル学科（夜間部）

総合英語科

英語通訳翻訳科

英語本科

アジア・ヨーロッパ言語科

国際ビジネス科

キャビンアテンダント・エアライン科

国際観光科

国際ホテル科

国際ブライダル科

国際関係学科

海外留学科

昼間部　キャリアデザイン科

昼間部　公務員・法律学科

夜間部　経営・ショップビジネス学科Ⅱ部

夜間部　観光ビジネス学科Ⅱ部

夜間部　事務・情報ビジネス学科

夜間部　公務員学科Ⅱ部

クリエーティブデザイン科

グラフィックデザイン科

インダストリアルデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

保存修復科

絵画科

中国水墨画科

建築デザイン学科

インテリアデザイン学科

雑貨・プロダクトデザイン学科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

Web・CGアニメーション学科

まんが科

コミックイラスト科

ビジュアルデザイン科

クリエイティブアート科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

アニメーション科

インテリアデザイン科

ディスプレイデザイン科

ファッションアクセサリー科

東京都 町田・デザイン専門学校

特別奨学金として、入学手続き時の納付金より一

部減免させていただきjます。

①指定校推薦A：5万円免除

②指定校推薦B：2万円免除

東京都 東京デザイン専門学校

①入学金の一部（5万円）免除

②入学選考料の全額（2万円）免除

東京都 東京商科・法化学院 入学金より3万円を減額いたします。

東京都 東洋美術学校
受験料免除

面接免除

東京都
ホスピタリティ　ツーリズム

専門学校

（１）推薦者は原則入試判定合格者扱い

（２）指定校特別奨学金（昼間部１０万円、夜間

部５万円を授業料より減額します）

（３）インターネットによる事前教育（就職試験

対策）の受講

東京都 東京ブライダル専門学校

東京都 日本外国語専門学校
入学前学習＆クラス編成準備ができる

特待生受験のチャンスが2回

東京都 東京こども専門学校 こども総合学科 選考料２万円免除

東京都
東京ウェディング＆ブライダ

ル専門学校
選考料２万円免除

東京都
東京リゾート＆スポーツ専門

学校
選考料２万円免除

東京都
東京ビューティーアート専門

学校
選考料２万円免除

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 選考料２万円免除
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文部科学省認可通信教育 

都県 学校名 学科 特典
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧科

はり・きゅう科

柔道整復科

鍼灸マッサージ教員養成科

東京都
お茶の水スクール・オブ・ビ

ジネス
ビジネス学科2年課程

①　選考料免除

②　初年度入学金より10万円を減免

こども保育学科

医療情報管理学科

東京都 高山美容専門学校 専門課程　美容科

入学金　120.000円を全額免除

入試受付前の事前面接を受ける事により選考料

20.000円免除制度有。

鍼灸学科

柔道整復学科

新宿歯科衛生専門学校 歯科衛生学科

放送映像学科

TVディレクター学科

クロスメディア学科

建築学科

建築家（夜間）

電気電子学科

臨床工学科

介護福祉学科

ケアキャリア学科

理学療法学科昼間部

柔道整復学科

東京コミュニケーションアー

ト専門学校（TCA）

クリエーティブデザイン科（3年制）/

コンピューターエンターテイメント科（3

年制）/

自動車デザイン科（4年制）/スーパークリ

エイター科（4年制）

東京コミュニケーションアー

ト専門学校（TCA）　ECO

エコ・コミュニケーション科（3年制）/

エコ・コミュニケーション科（2年制）

東京スクールオブミュージッ

ク＆ダンス専門学校

音楽テクノロジー科（3年制）/プロミュー

ジシャン科（2年制）/

音楽テクノロジー科（2年制）/ダンス＆ア

クターズ科（2年制）

渋谷東京スクールオブミュー

ジック＆ダンス専門学校

音楽テクノロジー科（3年制）/

パフォーマンスアーツ科（2年制）/音楽テ

クノロジー科（2年制）

ＴＯＫＹＯ東京ダンス＆アク

ターズ専門学校
ダンス＆アクターズ科（2年制）

東京フィルムセンター映画・

俳優専門学校

映画作成科（3年制）/映画俳優科（3年

制）

東京アニメ・声優専門学校
パフォーミングアーツ科（2年制）/アニメ

総合制作科（2年制）

東京デザインテクノロジーセ

ンター専門学校

スーパーIT科（4年制）/IT・デザイン科

（3年制）

鍼灸あん摩マッサージ指圧科（昼間部・夜

間部）

鍼灸科（昼間部・夜間部）

東京都 日本柔道整復専門学校 柔道整復科（昼間部・夜間部）

建築系学科

医療事務系学科

東京都 アポロ歯科衛生士専門学校 歯科衛生学科

1.入学検定料の2万円を免除。

2.選抜方法のうち「作文」の免除。（本人の意思

確認のための面接を行います。）

3.アポロ給付金（10万円）の支給

（指定校からの入学者の方は、入学手続き時学納

金を納付するときに10万円を差引いて、納入して

いただきます。）

介護福祉学科

社会福祉学科

情報ビジネス学科

会計ビジネス学科

公務員養成学科

行政事務学科

東京都 日本児童教育専門学校
「指定校推薦」学費減免制度適用（12万円免

除）、入試選考料（1万円免除）

東京都
東京聖栄大学付属調理師専門

学校
調理師科

東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 はり師きゅう師学科
入学選考料免除・特別奨学生制度制度適用（授業

料30万円減免×3年間）

SEプログラマ科

コンピュータ高度技術科

デジタルクリエイター科

情報ビジネス科

東京都
駿台電子情報＆ビジネス専門

学校

選考料全額ならびに初年度入学金１０万円を免除

致します。

東京都
青山建築デザイン・医療事務

専門学校
各学科共に授業料より５万円を免除

東京都 東京豊島IT医療福祉専門学校 入学審査料10000円、初年度納入金50000円減額

東京都 臨床福祉専門学校 選考料2万円　免除

東京都 選考料3万円　免除

東京都 日本鍼灸理療専門学校

東京都
新宿鍼灸柔整専門学校

入学検定料　免除　（3万円）

東京都 読売理工医療福祉専門学校

東京都 東京医療福祉専門学校

1．入学金25万円免除（入学金は5万円のみ）

2．受験料2万5千円を1万円に減額

3．入学試験は面接のみ

東京都 篠原保育医療情報専門学校 初年度授業料一部免除（50.000円）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 

 

文部科学省認可通信教育 

都県 学校名 学科 特典
東京IT会計専門学校

東京法律専門学校

専門学校日本スクールオブビ

ジネス２１

専門学校日本動物２１

東京IT会計専門学校　杉並校

東京法律専門学校　杉並校

専門学校日本スクールオブビ

ジネス（杉並）

日本動物専門学校（杉並）

東京IT会計専門学校　横浜校

東京IT会計専門学校　大宮校

東京IT会計専門学校　千葉校

ヴォーカル学科

プロミュージシャン学科

ジャズ・ポピュラー学科

アレンジ・作曲学科

ミュージックビジネス学科

音響・映像学科

エンタテインメントビジネス創造学科

声優学科

ダンス学科

ミュージカル学科

ピアノ・電子オルガン学科

管弦打楽器学科

医療秘書科

医療マネジメント科

くすり・調剤事務科

医療事務科

医療秘書科

くすり総合学科

化粧品総合学科

臨床工学技士科

救命救急士科

言語聴覚士科

視能訓練士科

歯科衛生士科Ⅰ部

歯科衛生士科Ⅱ部

医療秘書科

くすりアドバイザー科

診療情報管理士科

医療事務科

歯科アシスタント科

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

美容科

トータルビューティ科

ウェディングプランナー科

ブライダルコーディネータ科

建築工学科

建築デザイン科

建設設計科

建設インテリアデザイン科

建築CADビジネス科

夜間部　建築設計科

夜間部　建築設計研究科

静岡県 日本建築専門学校 建築科

愛知県 名古屋理容美容専門学校 美容学科・理容学科

ひとり親、兄弟3人以上のご家庭、ひとり暮らしを

する方、10月3日から10月18日までに早割出願をさ

れた方を対象に学費より最大20万円免除。

昼間専門課程　美容科　2年

昼間専門課程　トータルビューティー科

（女子のみ）　2年

愛知県
東京IT会計専門学校 名古屋

校
会計士・税理士系、IT系、鉄道観光系 選考料　免 除

愛知県 東京法律専門学校 名古屋校 公務員、警察官・消防士・自衛官 選考料　免 除

愛知県 名古屋動物専門学校 動物看護、ドッグトレーナーetc.. 選考料　免 除

愛知県 中日美容専門学校

神奈川県 浅野工学専門学校
【建築学科】

①授業料等の一部免除（150000円免除）

静岡県 浜松日建工科専門学校

神奈川県 横浜こども専門学校 こども総合学科 選考料２万円免除

神奈川県
横浜ビューティーアート専門

学校
選考料２万円免除

神奈川県
横浜医療秘書歯科助手専門学

校
選考料２万円免除

神奈川県
横浜リゾート＆スポーツ専門

学校
選考料２万円免除

東京都
尚美ミュージックカレッジ専

門学校

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 書類

東京都 全学科 選考料免除

入学選考料２万円免除東京都 東京医薬専門学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

 

文部科学省認可通信教育 

都県 学校名 学科 特典
情報総合学科

情報システム科

情報処理学科

情報デザイン科

情報セキュリティ学科

ゲーム総合学科

ゲームサイエンス学科

ゲームＣＧ学科

映像音響科

電気工学科

電気技術学科

電気工事士科

電気工学科（夜間部）

電子情報学科

デジタル家電科

ロボティクス創造学科

機会工学科

メカトロ工房制御技術科

機械ＣＡＤ設計科

スポーツ科学科

柔道整復科　Ⅰ部

柔道整復科　Ⅱ部

鍼灸科　Ⅰ部

鍼灸科Ⅱ部

理学療法科

作業療法科

歯科衛生科

こども保育科

トータルビューティ科

マナーコミュニケーション科

事務スキルスペシャリスト科

公務員科

職業実践科

愛知県 名古屋芸術大学保育専門学校 保育科

マナーコミュニケーション学科

事務スキルスペシャリスト科

公務員科

職業実践科

愛知県 名古屋経営会計専門学校 経営実務科
入学金の半額、および、１年次の施設費の半額を

免除します。

愛知県 愛知中央美容専門学校 美容科
授業料から30万円免除（1年次で20万円、2年次で

10万円）

芸術情報学科

アート・デザイン学科

アート・デザイン基礎科

マンガ・アニメ学科

経営情報学科

応用情報学科

ビジネス基礎科

医療事務学科

情報科学科

メディア情報学科

ネットワーク学科

情報処理科

ゲーム学科

ゲーム開発学科

ゲーム開発基礎科

情報工学科

コンピュータ工学科

コンピュータ工学基礎科

情報コミュニケーション科

京都府 京都IT会計法律専門学校

全　学　科

（公務員、警察官・消防士・自衛官、会計

士・税理士系、IT系）

選考料　免 除

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生士学科

昼間部理容科

昼間部美容科

夜間部美容科

大阪府 大阪IT会計専門学校 会計士・税理士系、IT系、鉄道観光系 選考料　免 除

大阪府 大阪法律専門学校 公務員、警察官・消防士・自衛官 選考料　免 除

大阪府 大阪動物専門学校 動物看護、ドッグトレーナーetc.. 選考料　免 除

大阪府
大阪IT会計専門学校 天王寺

校

会計士・税理士系、IT系、マルチメディア

系） 選考料　免 除

大阪府 大阪法律専門学校　天王寺校 公務員、警察官・消防士・自衛官 選考料　免 除

大阪府 NRB　日本理容美容専門学校
(1)入学選考料（￥20,000）免除

(2)入学金一部（￥50,000）免除

愛知県
ERICビジネス＆公務員専門学

校

入学選考料の免除

入学金（10万円）の50％免除

京都府 京都コンピュータ学院

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 指定校推薦入試は選考料が必要ございません。

愛知県
ERICビジネス＆公務員専門学

校
入学選考料の免除、入学金（10万円）の50％免除

愛知県 名古屋工学院専門学校
選考料無料

入学金から３００００円を免除



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

 

文部科学省認可通信教育 

府県 学校名 学科 特典
大阪府 大阪動物専門学校　天王寺校 動物看護、ドッグトレーナーetc.. 選考料　免 除

第一本科（昼間部）　建築学科

第一本科（昼間部）　建築CGデザイン学科

第一本科（昼間部）　空間デザイン学科

第一本科（昼間部）　住環境リノベーショ

ン学科

第一本科（昼間部）　土木工学科

第一本科（昼間部）　建設エンジニア学科

第一本科（昼間部）　ガーデンデザイン学

科

第二本科（夜間部）　建築学科

第二本科（夜間部）　建築デュアルシステ

ム科

情報処理IT系

（総合情報メディア学科・情報システム・

開発学科情報処理学科）

ビジネス系

（ITビジネス学科）

ゲーム系

（総合情報メディア学科・メディアクリエ

イト学科・ゲーム学科）

CG・映像・アニメーション系

（総合情報学科・メディアクリエイト学

科・メディアデザイン学科）

デザイン・Web系

（メディアクリエイト学科・メディアデザ

イン学科）

保育科

介護福祉科

作業療法学科

ファッションクリエイターコース

ファッションビジネスコース

ファッション基礎科/ビジネスコース

バイオ学科

バイオ秘術学科

医療事務総合学科

医療福祉心理学科

大阪府 大阪自動車整備専門学校 自動車整備科 入学金全額免除。

総合学科

ミュージシャン学科

音楽技術学科

楽器ビジネス学科

ダンス学科

総合学科

声優学科

アニメーション学科

マンガ・イラスト学科

大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 自動車整備専門科 入学金の半額（10万円）を免除します。

大阪府 大阪外語専門学校 授業料５万円免除

教育・保育科第一部　教育保育コース

　

教育・保育科第一部　こども福祉コース

教育・保育科第二部

幼教科第二部

デザイン・コンピューター学科【2.3.4年

制】デザインイラスト専攻志望者

デザイン・コンピューター学科【2.3.4年

制】ゲーム専攻志望者

デザイン・コンピューター学科【2.3.4年

制】情報処理・ネットワーク専攻志望

大阪府 花園国際美容学院 入学金・筆記試験免除

ファッションクリエイション学科

ファッションビジネス学科

ファッションマスター学科

エアライン学科

ホテル学科

ブライダル学科

ホテル専科

ブライダル専科

鉄道サービス学科

旅行専科

韓国語学科

英語学科

大阪府
マロニエファッションデザイ

ン専門学校
入学金を全額免除する。（200000円）

大阪府
駿台観光＆外語ビジネス専門

学校

①全員に初年度授業料の一部を免除（本科100000

円、専科50000円）

②入学選考料無料

③書類選考のみ

④他の学費免除制度との合算でさらに免除

大阪府 大阪教育福祉専門学校 入学金１０万円減免

大阪府 清風情報工科学院
入学検定料２万円免除

入学金３０万円のうち５万円免除、返還不要

大阪府
キャットミュージックカレッ

ジ専門学校
入学選考料は免除

大阪府
大阪アニメーションカレッジ

専門学校
入学選考料は免除

大阪府 東洋Ｆデザイン専門学校

タイプⅠ… 調査書の評定平均値が3.5以上で出身

学校長の推薦を受けられる者に対し入学金を全額

（15万円）免除し、更に授業料の中から5万円を初

年度のみ奨学金として免除します。

タイプⅡ…調査書成績に拘わらず出身学校長の推

大阪府
大阪バイオメディカル専門学

校

選考料通常20,000円を10,000円に優遇します。

通常100,000円を50,000円に優遇します。

大阪府
大阪情報コンピュータ専門学

校

選考料　20,000円　免除

1～3月　Web上で自宅から受講可能な入学前教育を

受講

（※高校の基礎科目の復習を予定しております）

大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 入学検定料25000円は免除

大阪府 修成建設専門学校

1.評定平均値（C段階以上）の推薦基準を解除いた

します。

2.入学選考料（受験料）を免除いたします

第一本科（昼間部）　… 22,000 円

第二本科（夜間部）　… 17,000円

3.入学金を減免いたします。

第一本科(昼間部) … 80,000 円

第二本科(夜間部)　… 60,000円
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文部科学省認可通信教育 

府県 学校名 学科 特典
心理・医療事務科

介護福祉科

放送電子科

電気トレビ科

電気テレビ科（夜間部）

CG・ゲーム科

IT・クラウド科

フォトグラファ科

デジタルクリエータ科（夜間部）

IT・クラウド科（夜間部）

建築学科Ⅰ

建築学科Ⅱ

ビオトープ科

バイオエコロジ科

建築学科（夜間部）

大阪府 中央ITビジネス専門学校 情報ビジネス学科 入学金（100000円）全額免除

資源分析学科

生命バイオ分析学科

有機テクノロジー学科

健康化学分析学科

分析化学応用学科

大学併修学科（4年）

医療情報学科（3年）

ソフトウェア開発学科（3年）

ソフトウェア制作学科（2年）

パソコン応用学科（2年）

動物飼育看護学科

ペットライフ学科

水生生物学科

総合デザイン学科

コミック・アート学科

美容科：ヘア＆トータルビューティーコー

ス

理容科：メンズグルーミングコース

応用研究科

ビジュアルデザイン学科

産業デザイン学科

保育科

介護福祉科

作業療法学科

大阪府 大阪美容専門学校 総合美容コース 入学検定料免除（￥20.000円免除）

二級整備士学科

モータースポーツ自動車工学科

カスタマイズ自動車工学科

モーターサイクル学科

臨床工業学科

救急救命学科

診療情報管理学科

医療秘書学科

作業療法学科

アスレティックトレーナー学科

鍼灸学科

柔道整復学科

介護福祉学科

広島会計学院電子専門学校
高度会計科、会計管理科、会計学科、総合

ビジネス科

広島ビジネス専門学校 製菓衛生科、キャリアビジネス科

広島外語専門学校 総合英語学科、米国留学科、国際観光学科

広島美容専門学校（※女子の

み募集）
トータルビューティ科

広島コンピュータ専門学校 情報システム科、総合情報科

広島情報ビジネス専門学校 総合ビジネス科

広島公務員専門学校 公務員科、公務員速成科

理学療法学科

作業療法学科

鍼灸学科

柔道整復学科

福岡県 久留米歯科衛生専門学校

医療秘書科【女子】（２年制）

診療情報管理士科【男女】（３年制）

医療事務科【女子】（１年制）

医療保育科【男女】（３年制）

歯科アシスタント科【女子】（１年制）

介護福祉科【男女】（２年制）

専門学校 大阪医専大阪府

大阪府 大阪コンピュータ専門学校

奨学金として１年次の学費から下記の金額を差し

引かせて頂きます。

【CG・ゲーム科・ITクラウド科・フォトグラファ

科】20万円

【デジタルクリエータ科（夜間部）・IT・クラウ

大阪府 大阪建設専門学校

奨学金として１年次の学費から下記の金額を差し

引かせて頂きます。

【建築学科Ⅰ・建築学科Ⅱ・ビオトープ科・バイ

オエコロジ科】20万円

【建築学科（夜間部）】10万円

大阪府 大阪国際福祉専門学校 入学金（100000円）を全額免除

大阪府 関西テレビ電気専門学校
奨学金として１年次の学費から下記の金額を差し

引かせて頂きます。

【放送電子科・電気テレビ科】20万円

大阪府 大阪動物海洋専門学校 入学金（150.000円）を免除いたします

大阪府
理容美容専門学校西日本ヘア

メイクカレッジ

①　受験料免除

②　入学金全額免除（40.000円）

③　教材費

大阪府 日本分析化学専門学校 学費納入額より奨学金として20万円免除します。

大阪府 大阪情報専門学校 入学時前期学費より100.000円を減免

大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 入学検定料　（25.000円）は免除になります。

大阪府
日本モータースポーツ専門学

校　大阪校
入学金（150.000円）を免除

大阪府
大阪芸術大学付属大阪美術専

門学校

初年度学費のうち、入学金（190.000円）が免除さ

れます。

大阪府 創造社デザイン専門学校 入学金12万円　給付

広島県

学園寮の寮費を卒業まで全額免除（最大4年間で約

153万円）

オープンキャンパス参加者は初年度授業料の一部

を減免（5万）

福岡県
福岡天神医療リハビリ専門学

校
入学初年度のみ学納費２０万円減額。

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 選考料免除（２万円）
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府県 学校名 学科 特典
保育科（２年制）

こども総合学科（３年制）

スポーツトレーナー科（２年制）

健康スポーツ科（２年制）

アスレティックトレーナー科（３年制）

スポーツ保育科（３年制）

美容科（2年制）

トータルビューティ科【女子】（２年制）

ウェディングプランナー科（２年制）

ブライダルコーディネーター科（２年制）

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉科 入学選考料は免除

土木工学科

建築工学科

建築科

調理師専修科（2年コース）

調理師本科（1年コース）

製菓衛生師専修科（2年コース）

製菓衛生士本科（1年コース）

福岡県 平岡栄養士専門学校 栄養士科（２年コース）

福岡県 平岡介護福祉専門学校 介護福祉科（２年コース）

大学併修科（４.年制課程）

医療情報学科（3年制課程　）

システムエンジニア科

プログラマ科

ゲーム・CGクリエータ科

ゲーム・CGデザイン科

ビジネス科

一級自動車工学科

車体整備工学科

二級自動車工学科

福岡県 福岡美容専門学校　福岡校 美容科 優先入学ならびに授業料20000円を免除

福岡県 福岡美容専門学校　北九州校 美容科 優先入学ならびに授業料20000円を免除

昼間部　調理師高度技術科（専門課程）

昼間部　調理師本科（高等課程）

夜間部　調理師本科（一般課程）

福岡県 国際エステティック専門学校 エステティック学科
全学科の1、2年次の後期授業料を書く50.000円免

除　（計100.000円　免除）

柔道整復学科（昼間Ⅰ部）

柔道整復学科（昼間Ⅱ部）

鍼灸学科（昼間Ⅰ部）

鍼灸学科（昼間Ⅱ部）

理学療法学科

看護学科

歯科衛生士科　昼間

理学療法科　昼間

柔道整復科

昼間・午前集中コース

昼間・柔道整復コース

夜間

鍼灸科

昼間・午前集中コース

昼間・美容集中コース（美容専攻）

昼間・美容スポーツコース（スポーツ専

攻）

救急救命科　昼間

作業療法科　昼間

薬業科　昼間

医療事務ビジネス科　昼間

スポーツ科学科　昼間

福岡県 福岡理容美容専門学校 全科 優先入学ならびに授業料2万円免除

大原簿記情報専門学校　福岡

校

大原スポーツ公務員専門学校

福岡校

大原保育医療福祉専門学校

福岡校

大原簿記公務員専門学校　小

倉校

大原医療福祉製菓専門学校

小倉校

大原昴自動車・スポーツ専門

学校　八幡校

入学選考料２万円免除

福岡県 福岡こども専門学校 選考料免除（２万円）

福岡県
福岡リゾート＆スポーツ専門

学校
選考料免除（２万円）

福岡県 福岡建設専門学校
入学金の半額免除〔免除額〕昼90000円、夜75000

円

福岡県 平岡調理・製菓専門学校

福岡県
福岡ビューティアート専門学

校
選考料免除（２万円）

福岡県
福岡ウェディング＆ブライダ

ル専門学校
選考料免除（２万円）

福岡県 福岡調理師専門学校 入学選考料（受験料）　免除

福岡県 福岡医健専門学校

福岡県 KCS福岡情報専門学校

①初年度学費より１０万円免除

②入学選考料（15000円）を免除

③高等学習評価特典の利用

福岡県
専門学校　久留米自動車工科

大学校

入学検定料の免除

入学手続きの際、入学金の半額免除

福岡県

福岡県 九州医療スポーツ専門学校

文部科学省認可通信教育 



 

文部科学省認可通信教育 
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県 学校名 学科 特典
大原簿記公務員専門学校　大

分校

大原医療介護福祉専門学校

大分校

大原簿記情報専門学校　熊本

校

大原スポーツ公務員専門学校

熊本校

大原保育医療福祉専門学校

熊本校

鹿児島県 鹿児島県美容専門学校
トータル美容本科

昼間課程

①受験料（10,000円）免除

②入学金（50,000円）全額免除

③鹿児島県美容組合・子ども特待生の場合は施設

費（50,000円）全額免除

④離島特待生の場合は施設費（50,000円）全額免

除

沖縄県 沖縄情報経理専門学校

全学科

（キャリアカレッジ科、総合ライセンス

科、情報システム科、

情報経理科、医療福祉保育科、英語観光

科、情報ビジネス科）

◎入学選考料免除

◎学費等一部免除あり

ITスペシャリスト科

サイバーセキュリティ科

ゲームクリエイター科

沖縄県 沖縄ウエル専門学校 マリンワーク科
下記選考料を免除します。

「推薦入学」10000円、「併願入学」30000円

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 介護福祉学科 受験料は免除。

調理本科

調理科

製菓衛生士科

沖縄県 沖縄調理師専門学校 授業料のうち10万円免除

理容本科

美容本科

公務員受験本科

会計システム本科

校務員ビジネス学科

会計ビジネス学科

沖縄県 専門学校　大育 歯科衛生士科 １年次授業料半額（２０００００円免除）

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 在学中の校納金より１０万円免除、選考料免除

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 ヒューマン介護福祉科 入学金90000円免除

エアラインコース

ビジネス英語コース

通訳翻訳コース

リゾート観光コース

作業療法学科

柔道制服学科

入学金より20万円免除沖縄県

入学選考料２万円免除

入学選考料２万円免除

大分県

熊本県

沖縄県 専門学校ITカレッジ沖縄
1年次、2年次、および3年次の学費の一部10万円の

免除（最大30万円）

専門学校　琉球リハビリテーション

学院

沖縄県 大育情報ビジネス学校 1年次授業料半額（200.000円）を免除

沖縄県
専門学校沖縄ビジネス外語学

院

１年次および２年次の学費の一部１０万円の免除

（合計２０万円）

沖縄県 専門学校　大育 １年次授業料半額（２０００００円免除）

沖縄県 大育理容美容専門学校 1年次授業料半額（200.000円）を免除
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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、大学公開講座を受講する場合、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御連絡下さい。 

【●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：科学技術の発展は、メリットばかりではありません。私が高校生の頃はポケットベルが主流、携

帯電話は箱ティッシュのような大きさでした。今では手のひらサイズになり、子どもたち向けの携帯電話

（スマホ含）や契約促進キャンペーンが行われています。また携帯電話を介在する犯罪は、ここ数年をみ

ますと非常に増えています。特にメッセージを送受信するアプリを通し、弁識能力が未熟な子どもたちの

使い方から誤解を招き、重大な犯罪に至るケースも見受けられます。 

そこで本講座では、大人も子どもも一緒に学び、防犯意識の向上に役立つものにしたく思っています。 

□対象者：①社会福祉主事の方 ②附属保育園（保護者と生徒）の方 ③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：平成２８年６月１２日（日）～平成２９年３月１０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

講座名『色々なリスクから子どもを守ろう』  

≪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 

２３ 



生涯広報部 玉城 健一 
 

本校は子育てをしながら高校卒業を目指す生徒さんも応援している高等学校です。 

この度、本校に下記のご案内が届きましたのでご紹介させて頂きます。現在、子育てをしながら高校卒

業を目指しているママさんや妊婦さん、是非一読して下さい。 

 

【講座名】 １０代ママのための子育て講座 

～楽しく子育てできるように あなたのこれからが輝くように～ 

【対象者】 １０代の妊婦さんと１０代ママ限定(子どもが何歳でも参加ＯＫ) 

お友達や家族との参加もＯＫです。当日「飛び込み」「お友達同伴」大歓迎★ 

【日にち】 ２０１６年８月６日・１１月５日、２０１７年２月４日・５月１３日 

【時間】 １４～１６時 

【場所】 那覇市保健所 (〒902-0076 那覇市与儀１丁目３番２１号) 

【主催】 私らしいお産を考える会(ＮＰＯ団体) 

【参加費】 無料 

【お申込み・お問い合わせ】 下記のＱＲコードより「私らしいお産を考える会」のブログへジャンプし

てオーナーメールよりお申込み下さい。または、事務局宛に直接メールか電話でお申し込み下さい。

その際、①お名前②電話番号③ママの年齢④お子様の月齢⑤参加希望日をお知らせ下さい。 

 

ブ    ロ    グ  http://osannokai.ti-da.net/ 

電  話  番  号 080-9104-3306 

メールアドレス osannokai97@softbank.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１０代ママのための子育て講座」のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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『●ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座●』 

ネット依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺など、子どもに迫るネット危機の実体を正

しく知り、予防と対策方法を学ぶ事が出来る「e-ネット安心講座」を開催致します。（今回は保護

者・教職員向けです。） 

 「e-ネットキャラバン」はインターネットの安心・安全な利用の為に、保護者や教職員をはじめ、

小学生（高学年）～高校生向けに実施する e-ネット安心講座によるガイダンスです。総務省、文部

科学省、さらには情報通信分野などのボランティア講師派遣企業／団体のご支援、ご協力を得て、

全国規模で講師を派遣する出前講座を行っています。開始以来 200 万人を超える方々が受講して

います。 

 

教頭 中村 成希 
 

 

 

～e-ネットキャラバン『e-ネット安心講座』～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月講演会＆勉強会 

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♪ 

８月通学スクーリング ８月１２日［金］ 

・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。 

 

◆主 催：学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校 

◆共 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：８月２０日（土）１４～１６時（１３：３０～受付開始） 

◆対 象：保護者・教職員向け（興味のある大人の方なら参加可能） 

◆参加費：無料 

◆会 場：学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校 

         （ 本部町備瀬 1249  TEL0980-51-7711 ） 

◆講 師： 一般財団法人マルチメディア振興センターからの派遣講師  

 

 

 

 

８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）

科学と人間生活 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 地理B

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α・β・γ

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

国語総合 生物Ⅰ/生物基礎 地学Ⅰ/地学基礎



教務部 島袋 瑠美 
 

卒業証書授与式のご案内 

9月スクーリング最終日【9月18日（日）】に、平成28年度前期卒業証書授与式を挙行いたします。7月ス

クーリングまでに卒業確定している方へは、7月29日（金）に「卒業証書授与式のご案内」を発送する予定

です。9月スクーリングに参加して前期卒業を希望する方は、忘れずに9月スクーリング申込書【申込〆

切8月17日（水）必着】を提出してください。 

嬉しかったこと、楽しかったこと、辛かったこと、苦しかったことなど、すべての思いを胸に、高校

生活を最後のイベントである卒業証書授与式に参加し、今までを振り返り、新たな人生への第一歩にし

ていただきたいと思います。ご家族の皆様も、卒業を迎える生徒さんとご一緒に是非お越し下さい。ま

た、卒業式を欠席される方には、簡易書留にて卒業証書を後日送付させて頂きます。 

高校生らしく八洲学園大学国際高等学校の制服着用で参加する場合は、至急、本学担任までご連絡く

ださい。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまで１ヶ月以上かかります。 
 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成28年度前期卒業証書授与式で、送辞・答辞を読んでくれる在校生と卒業生を募集しています。今

まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言葉や

エールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、「やって

みようかな」とお考えの方は担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表者を選出さ

せて頂きます。 

事務部 鈴木 啓之 
 

 
 

授業料の補助金である高等学校等就学支援金は、毎年６月期の『様式１ 収入状況届出書』を県が

審査しての支給決定が支給継続の要件となります。「ゆんたく」５月３１日号にて平成２８年６月２７日を

提出締切日としてご案内いたしましたが、未だ未提出の方は「ゆんたく」５月３１日号添付の様式に必

要事項を記入し、指定の添付書類とともに封書で郵送してください。 

平成２８年度前期追加科目登録あるいは入学の方で、「収入状況届出書」未提出または大幅に提出

が遅れた場合、平成２８年度前期授業料の就学支援金支給見込み額の事前相殺分の追加徴収となり

ます。至急の提出をお願いします。 

また、在校生で平成２８年度前期の追加科目登録をしていない方の未提出事例が多くみられます。

今回の「収入状況届出書」により、平成２８年度後期の追加科目登録、平成２９年度前期の追加科目

登録（４～６月分）の就学支援金支給も判定されますので、提出されない場合、将来の負担増となりま

す。未だ未提出の方は至急の提出をお願いします。 

 

平成２８年度前期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 
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就学支援金状況届出書を未提出の方へ（督促） 

● 平成２６年度/２７年度/２８年度に新入学した方で、状況届出書未提出の方 

● 平成２６年度/２７年度/２８年度に編入学した方で、状況届出書未提出の方 

● 平成２６年度以降に他校に入学し、転入学した方で、状況届出書未提出の方 



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 

２７ 

  【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（福津キャンパス） 福岡県福津市 

●寺子屋みらい高等学院（北九州キャンパス） 福岡県北九州市 

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 月 
８月Ｓ返送書類必着 

８月Ｓキャンセル返金可能〆切 
16 火  

2 火  17 水 ９月Ｓ申込〆切（必着） 

3 水  18 木  

4 木  19 金 ９月Ｓ詳細発送 

5 金 ●８月スクーリング● 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火  

9 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木 山の日 26 金  

12 金 
☆通学スクーリング（自由参加） 

９月Ｓ申込〆切（消印） 
27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月  

15 月  30 火  

   31 水 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。 

 

 

２８ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

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

