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平成２８年８月３１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。 

★★≪≪琉琉球球パパワワーーススポポッットト巡巡りり≫≫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★★ 

 



事務部 板谷 幸恵 
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８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☆ 
 
 本当に八洲が大好きでこの３年間は宝物。色々な人に沢山出会えて成長できました。ありがとう！ 
 本当にすべてが楽しかったです。初のスクーリングだったけど先生ともコミュニケーションが沢
山とれて楽しかった！来年も楽しみです！ 

 友達が沢山できて別れたくない、もっと一緒にいたい、ずっとみんなで笑って過ごしていたいと
思いました。 

 はじめは八洲に来たくないって思っていたのに、今では卒業したくないと思っている自分に本当
にびっくりしています。この学校大好きです！ 

 オプションで行った瀬底ビーチは綺麗な砂浜で貝殻を沢山見つけました！人生初の海水浴もでき
て最高でした！ 

 宿舎から見える青い海が最高でした！ 

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。 

ワワワンンンピピピーーースススコココラララボボボ！！！   沖沖沖縄縄縄最最最北北北端端端ののの辺辺辺戸戸戸岬岬岬   

古古古宇宇宇利利利オオオーーーシシシャャャンンンタタタワワワーーー

ででで   

恐恐恐竜竜竜とととパパパチチチリリリ★★★   

～～～瀬瀬瀬底底底ビビビーーーチチチ～～～   

世世世界界界最最最大大大級級級、、、美美美ららら海海海水水水族族族館館館   
透明度抜群！！ 

おおお菓菓菓子子子御御御殿殿殿   



事務部 板谷 幸恵 

各担任からみなさんへ、『私の金メダル』をテーマにお届けします♪ 

私にとっての金メダルは何といっても大学受験の時です。体育大学に進
学したいという、自分の目標を達成させるために頑張った１年間。毎日
１０Kｍ走り、ストレッチや筋トレ、その他の実技試験と受験勉強の
日々。そして、入試まで残り２か月となった時、体育大学専門予備校へ
毎日往復４時間かけて週に５回通いました。その結果、第一志望の体育
大学に見事現役合格！人生で一番頑張った１年間でした。そして、この
時から何事もあきらめず前向きに行動ができるようになりました。人生
でそういう特別な出来事があると人間ってすごいパワーが出るものなん
ですね！ 

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 

こんにちは、５・６番クラスの玉城です。 

「私の金メダル」は・・・、クラスの卒業した生徒さん達ですかね。「ア

ルバイトだけ」「学業(高校)だけ」「仕事だけ」「子育てだけ」「習い事だ

け」等、１つだけ努力することも大変ですが、生徒さんの多くは２つ以

上のことを同時期に進めて高校卒業資格を取っています。やっている時

は大変かもしれませんが、達成した時は相当な喜びがあるんでしょうね

(^^) 

みなさん、こんにちは！３．４番クラス担任の比嘉です。 
今回のテーマは【私の金メダル】ということで、私から金メダルをプレ
ゼントしたいのは、コンビニで販売しているアイスカフェラテです♪ 
他のやしまの先生たちも毎日のようによく飲んでいますが、本当に暑い
沖縄を乗り切るには絶対欠かせません！！ 
毎日お昼休みにはこの一杯を飲むのが、私の癒しの時間になっています。 
みなさんも金メダルをあげたいくらい、美味しい食べ物や飲み物があれ
ばぜひスクーリング中にでも教えて下さいね☆楽しみにしています
(*^^*) 

オリンピックイヤー！！オリンピック観賞は大好きなので、時間が

あればテレビの画面が割れんばかりに観ました（笑）。今回は私の金

メダルというテーマですが、私が今一番、金メダルをあげたいのは

「アイスノン」です。夜はクーラーなしで休みたいけど、 

正直、暑くて寝苦しい…(‘ε`汗)そんな時には首の後ろに 

アイスノンを置いて寝ると、涼しく快適に寝ることができ 

ます。これは本当にオススメです((^∀^*))お試しあれ♪♪ 

７・８番クラス担任の島袋瑠美です(^O^)最近はスポーツをする機会が減
ってしまいましたが、ジャンルにこだわらず色々なスポーツを観戦する
のが大好きなので、オリンピックイヤーの今年の夏は熱い夏でした！！
選手の方々の喜びの涙、悔し涙が印象的なオリンピックでした。涙つな
がりで一つ、８月スクーリングで印象的だった涙のお話をしたいと思い
ます。初めて出会った生徒さん同士がスクーリングを通して仲良くなり
最終日に帰りたくないと涙を流していました。同じ時間を過ごし、同じ
時間を共有した仲間に出会え、別れを惜しむ姿に私は嬉しさが込み上げ
てきました。その生徒さんの涙が私にとっての金メダルです。 

海外・提携校クラス担任の金居です。 

私にとっての金メダルは、クラスの生徒さん達です。 

「海外で活躍していたり」、「ダブルスクールで技術を取得したり」、「一

人一人の夢に向き合っていたり」、「バイトに励んでいたり」、みんな高卒

を目指す以外にいろんなことにチャレンジしている皆さんに金メダルを

あげたいです。 

 



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。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。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9/21（水）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 9月 21日（水） ～  9月 30日（金）  当日必着 10月 17日（月） 

第２期 10月 1日（土） ～ 10月 31日（月）   消印有効 11月 15日（火） 

  

進路指導部 金居 央 

 

次の掲載校が指定校追加校です（8/15現在）。出願希望の方は、７月号ゆんたくにも300校以上の指定校を掲

載しておりますので、あわせてご覧下さい。 

 

４ 

指定校追加校のお知らせ 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

 

 

◎ 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） 

【大学】

県 学校名 学部 学科 特典
現代英語学科

国際コミュニケーション学科

薬学科

漢方薬学科

神奈川県 神奈川歯科大学 歯学部 歯学科

【専門学校】

県 学校名 学部 学科 特典
児童福祉科

　保育士コース, 保育教諭コース

介護社会福祉科

　介護福祉コース, 介護・社会福祉コース

美容本科

美容別科通信部

美容本科夜間部

エステ整体セラピスト科

エステ科通信部

写真デザイン科

ジュエリーデザイン科

臨床工学技士学科

救急救命士学科

柔道整復師学科

スポーツ科学体育学科

スポーツ整体・メディカルトレーナー学科

パティシェ・ブーランジェ学科

美容師学科

ブライダル学科

トータルビューティー学科

福岡県

長崎外国語大学 外国語学部長崎県

第一薬科大学 薬学部（６年制）

沖縄県

沖縄県

沖縄県

南海福祉専門学校 入学金の半額（115.000円）　を免除

琉美インターナショナル

ビューティカレッジ
考査料を入学後、校納金から差し引く

ＳＯＬＡ沖縄保健医療

工学院
入学金（10万円または15万）、

受験料（1万円）が免除となります

スターウッドＢｅＢ美容

専門学校

沖縄写真デザイン工芸

学校
考査料を入学後、校納金から差し引く

大阪府

沖縄県



教頭 中村 成希 
 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯学部歯学科）に進学し、現在３

回生として「歯科医師」を目指して日々頑張っている男子生徒さん（鹿児島県出身：下画像）

がいます。高等学校在学中から、『将来、医療関係に携わる仕事に就きたい』と話しており、

その夢を実現させるべく進学しています。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒業後、

医療・看護系の学校に進学を希望する生徒さ

ん達が増えているように思えます。 

 

●歯科医師  ●看護師  ●理学療法士    

●薬剤師 ●柔道整復師 等 

 

学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で指

定校推薦学校一覧を紹介していますが、上記

職業に就くための学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を八洲学園大学国

際高等学校に頂いています。期日がありますので、興味のある方は、急いで確認し各担任に

連絡をしてください。また、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路について

考えるきっかけにしてはどうでしょうか？ 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



 進路指導部 金居 央 

 

平成２９年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームペー

ジ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることはいたしませ

んのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       平成28年９月に卒業する生徒さんと、平成29年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

      ●今年９月卒業の生徒さん⇒個人出願となります（個人で大学入試センターへ出願してください） 

      ●来年３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

       学校一括出願の方は、９月２９日(木)１７時が本校必着〆切 となります。 

※ 書類に不備がないかどうか、願書確認等を行いますので、大学入試センターの定める申込〆切 

より本校提出締切を早めています。ご了承ください。 

 

願書提出方法 ～平成２９年３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～
 

 

出願の流れ 

 

注意事項 

①願書を入手 『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（木）から 

です。願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 現住所を記入してください。（現住所により試験会場が決まります） 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです。 

④出願  平成２９年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願 です。 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。 

⑤出願期間 ▼ 

八洲への提出受付期間は、９月２９日（木）17時必着 です。 

期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 健康診断はセンター試験申込の際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

※ センター試験申込についてご不明な点がありましたら、八洲までご連絡ください。 

(試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。) 

センター試験の申込方法 

文部科学省認可通信教育 

大学入試センターホームページ ⇒http://www.dnc.ac.jp/ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～17:00） 

【受験案内入手方法】 

①  大学入試センター試験を利用する全国の各大学の窓口で入手する。(無料) 

（配付期間：平成 28 年 9 月 1 日（木）～平成 28 年 10 月 7 日（金）） 

② 電話（050－8601－0101へかけて資料請求番号 232325を入力）、ホームページ（テレメール Web）(有料) 

（受付期間：平成 28 年 8 月 1 日（月）～平成 28 年 9 月 30 日（金）） 

６ 



進路指導部 金居 央 

近年、進学・就職試験の際に面接試験を行う学校や企業が増えています。敬語で話すことはもち

ろんの事、面接試験を受けるにあたって、いろいろな注意点があります。今回のゆんたくでは、よ

く質問される内容や注意点をご紹介します。面接試験の直前に練習するのではなく、事前に定期的

に反復練習しておきましょう。面接官を担任や保護者にお願いしてみるのもいいですよ。 

☆面接に関して☆ 
【よく面接の際に質問される事項例】 

① 志望動機（なぜその分野に進もうと思ったのか？） 

② 貴校を選んだ理由（パンフレットで建学の精神なども確認！！） 

（オープンキャンパスに複数校行って比較できるようにしましょう。） 

③ 通信制高校へ入学・転校・編入した理由 

④ 長所・短所 

⑤ 自己ＰＲ 

⑥ 高校生活の中で努力したこと（ボランティア・資格取得など） 

⑦ 今までで一番辛かったこと、それをどの様の克服したか 

⑧ 最近のニュースで気になる出来事 

⑨ 最近読んだ本で印象に残っていること 

⑩ 将来の目標(目標を持った理由も言える様に) 

⑪ 本校の正式名称を正確に言えるようにすること 

【その他のポイント・質問例】 

※  希望校（企業）の校風・校訓（企業理念）などもおさえましょう。 

※ 「校長先生、担任の先生のお名前を教えてください。」(フルネーム) 

※ 「夜間の授業になりますが、昼間はどの様に過ごしますか？」(夜間希望の場合) 

※ 「部活やサークルなどで活動したいか？」(なぜその活動を選んだか) 

★面接内容は上記に示した内容ばかりではありません。 

進路希望校・会社の面接内容等を調べることも大切です。また、面接形式も調べるようにしましょう。 

☆服装に関して☆ 
 スーツ(紺か黒)→体型に合ったもの または 八洲学園大学国際高等学校指定制服 

（前籍校の制服は不可です。） 

 男子：ワイシャツ(白)＋ネクタイ → 必ず上のボタンまでしっかりしめること 

女子：ブラウス(白) 

 革靴 

 髪型を整える(茶髪は厳禁です)  

 眉毛もしっかり戻しましょう 

 ピアス、ネックレス、ブレスレット等ははずしましょう 

進学・就職の際の面接・服装について 

面接の際に面接官も自分自身も、相手の事を知らない同士で行います。つまり、面接での印象が、

その人の第一印象（身だしなみ、挨拶、返事など全てにおいて面接官は評価します）となります。

やり直しもききませんので、しっかり悔いの無いように面接練習をしておきましょう。 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 鈴木 啓之 
 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。  

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.40）「調査書・推薦書発行願」、（p.41）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、必要事項を記入します。  

② 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

③ 専願の場合は、学習の手帳（p.33） 「誓約書」をコピーし、記入します。 

④ 手数料相当分の切手を準備してください。 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円  

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑤ 返信用封筒を準備し、①～④の必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。  

※ 返信用封筒の大きさ…Ｂ５サイズが入るもの (36cm × 18.5cm) 。 封筒には宛名を明記し、切手を貼

付けてください。レターパックも利用できます。 

《注意事項》 

◎ 調査書・推薦書の発行には、発行願が学校に届いてから１週間かかります。即日発行やお電話・ＦＡ

Ｘでのご依頼は一切お受けできませんので、ゆとりをもってお申し込みください。 

◎ 調査書・推薦書の発行は、卒業者、卒業見込み者が対象です。また、提出先の学校名・学部を封筒

に記載してお渡ししますので、提出先未定の場合は、発行できません。発行願を申請後に提出先変

更を希望される場合は、必ず進路指導部または担任までお申し出ください。 

事務部 鈴木 啓之 
 

2016年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせいたします。 

●発行時期 

●手数料 

証明書発行の受付日 手数料 

卒業証書授与式（9 月 18 日）当日まで 

（郵送の場合 必着） 
在学生手数料（ 100 円／ 1 通） 

卒業証書授与式（9 月 18 日）翌日以降 卒業生手数料（ 200 円／ 1 通） 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 

証明書発行の種類 発行開始日 

単位修得証明書 2016 年度前期で修得した科目は、10 月 1 日以降の発行 

卒業証明書 
2016 年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式 (9 月 18 日) 

終了の翌日から発行 

調査書・推薦書の発行時期について 

文部科学省認可通信教育 
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～「調査書・推薦書発行願」提出先～ 
〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 
八洲学園大学国際高等学校 宛 

証明書の発行時期について 



進路指導部 金居 央 
 

平成２９年４月に能力があるにもかかわらず、経済的な理由で県外進学が困難な沖縄県内高等学校生

徒（保護者が出願時に３年以上沖縄県に住所を有している）に対し、県外難関大学へ進学を促進し、大

学進学率の改善とグローバル人材の育成を促進するための奨学金です。 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＋α委員会 岸本 久律 

 

 

アメリカ大使館主催 

アメリカ留学 

EXPO2016 
日時：９月１０日（土曜日）１２時～１８時 入場無料・入退場自由 

場所：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 

☆アメリカ留学 EXPO2016でできる 3つのポイント 

●学校の担当者や卒業生と直接相談できる 

●アメリカ留学前から帰国後の就職まで、様々なトピックを取り上げた留学セミナーに参加できる 

●留学準備に役立つパンフレットや資料を一度に集められる 

沖縄県県外進学大学生奨学金（給付型）のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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アメリカ留学 EXPO2016 のお知らせ 

【採用人数】 ２５人程度（沖縄県内） 

【応募条件】 ① 沖縄県内の高等学校に在学するもの 

 ② 保護者が出願時に沖縄県に３年以上引き続き住所を有する者 

 ③ 沖縄県医師修学資金又は沖縄県看護師等就学資金など返還免除規定のある修学

資金の貸与を受けない者 

 ④ 他機関から給付型奨学金を受けない者 

【応募基準】（1）学習意欲が高く、進学の目的が明確で次の要件をすべて満たす者 

① 出願時までの高等学校における学習成績の評定平均値が 4.0 以上 

  ② 学習成績が特に優れていると学校長が認める者で、将来、国内外で活動し、 

沖縄の振興・発展に寄与するリーダーとして活躍することが期待できる者 

 （2）家計支持者（父母など）の前年の収入金額から、必要経費及び特別控除額を差し 

   引いた認定所得金額が、県が別途定める基準額以下であること 

（例）両親と子２名（共働きで兄弟が小学生と中学生）の場合 679 万円以下 

 （3）文部科学省が定めるスーパーグローバル大学（トップ型１３校、グローバル化牽引型 

   ２２校）に進学を希望しているもの 

【校内締切】 ９月６日（火）  ※問い合わせは事務部松本（０１２０－９１７－８４０）まで 



教頭 中村 成希 
 

７月２６日、学校法人八洲学園が認可申請をしておりました『ＥＳＡ音楽学院専門学校』につい

て、大阪府の私学審議会より認可が適当であるとの答申を頂きました。来春、大阪初の「吹奏楽の

演奏とリペアの専門学校」として開校します。 

 ＥＳＡ音楽学院専門学校は「吹奏楽学科（２年制）」「吹奏楽実務学科（１年制）」の２学科あり、

「音楽史」「指揮法」「リペア（修理）」「マーチング」等、吹奏楽経験者にとって興味深い科目が多

くあります。私自身も学生時代に吹奏楽をやっており、「音楽」を通じて多くの仲間たちと出会い、

良い思い出です。興味のある方は、各担任まで連絡を下さい。 

「ＥＳＡ音楽学院専門学校（学校法人八洲学園）開校」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 
 

八洲学園大学国際高等学校を卒業後、ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）に入学し、東京ＮＳＣ１８期

生のタレント・女優・モデル『奈良岡にこ（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）』さん

が様々なジャンルで活躍しているのでご紹介します。（※吉本興業さん許可済み） 

 

奈良岡にこさん（芸名）は、ファッションブランド「４ＷＮ」のモデルをやっていたり、「第３回

かわいすぎる女芸人Ｎｏ．１決定戦」では、１２人中４位の成績を修めており、現在放送中のテレ

ビドラマ「仰げば尊し（ＴＢ

Ｓ）」にも出演して頑張ってい

ます。（※寺尾聰さん主演ドラ

マで、神奈川県立野庭高校の弱

小吹奏楽部に起こった奇跡の

実話「ブラバンキッズ・ラプソ

ディー」「ブラバンキッズ・オ

デッセイ」 に脚色を加えたオ

リジナルＴＶドラマ） 

 

八洲学園大学国際高等学校

在学中は、常に周りの皆を「笑

顔」にしてくれる心優しい生徒

さんでした。今後も色んな場面

で彼女の活躍を目にすると思いますので、応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＶドラマ出演中の卒業生 

文部科学省認可通信教育 

【「テレビ番組」出演歴の紹介】 

●2013.12.2 ＢＳ吉テレ・デジ魂（ＢＳ日テレ） 

●2014.5.29 指原 24時間テレビ（テレ朝） 

●2014.12.19 あさチャン！（ＴＢＳ） 

●2016.3.9 おはスタ（テレビ東京） 

●2016.3.12 まさかのマネー劇場 

【「テレビドラマ」出演歴の紹介】 

●2015年 フジテレビ「ブスと野獣」 

●2016年夏クール ＴＢＳ「仰げば尊し」チューバ担当・相田にこ役 

【「神保町花月」出演歴の紹介】 

①悪党たちの甘い生活・太陽なんか、大好きだ！ ②レンタルしますか？ ③イタチ道  

④オトメノイノリ ⑤妖怪探偵ルルルと悲しみの腕時計 ⑥僕とカルタとソーダ水  

⑦キラリ☆白虎隊〜後編〜 ⑧カミナリとペンシル ⑨太陽とあの日の Letter 

１１ 



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、７月

スクーリングに参加していた５名の生徒さんに「功労賞」を授与しましたのでご紹介します。 

 

●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） シニアクラシック男子 ソロトップ６ 団体金賞 豊田隆一（福岡県出身：左から１番目） 

●全日本ジュニアグランプリ（スカッシュ）Ｕ－１９優勝 渡邉聡美（神奈川県出身：左から２番目） 

●第１０回東アジアスカッシュ選手権 団体戦 準優勝 渡邉聡美（神奈川県出身：左から２番目） 

●ペナンジュニアオープン２０１５ 個人優勝 渡邉聡美（神奈川県出身：左から２番目） 

●ＣＩＭＢ ６ｔｈ ＮＪＣ ２ｎｄ Ｌｅｇ ２０１５ Ｕ－１９ 個人優勝 渡邉聡美（神奈川県

出身：左から２番目） 

●ＩＪＭ ＰＳＡ Ｐｅｒｅｕｇ ベスト４ 渡邉聡美（神奈川県出身：左から２番目） 

●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（滋

賀県出身：中央） 

●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（京都府出身：右から２番目） 

●第５回 全国バレエコンクール ｉｎ 八王子 シニア 第２位 岩﨑美花（埼玉県出身：右から１番目） 

平成２７・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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教頭 中村 成希 
 

『第２２回 東京ガールズコレクション ２０１６ Ｓ／Ｓ』に、八洲学園大学国際高等学校に在学

中のエモン久瑠美さんがモデル出演しましたのでご紹介します。このイベントは、「日本のガールズ

カルチャーを世界へ」をテーマに年２回開催している史上最大級のファッションフェスタです。 

女性向けファッション雑誌で人気のあるモデルが集結するファッションショーをはじめ、旬のア

ーティストによるライブや、話題のゲストが登場するスペシャルステージなどがあります。今回、

エモン久瑠美さんは、TGC SPECIAL COLLECTIONステージに、中条あやみ、八木アリサ、佐久

間由衣、松井愛莉、松岡花佳、新木優子、山本ソニア、emma、玉城ティナ、福士リナ、萬波ユカ、

水原希子さん達と出演しました。みなさん、応援のほどよろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、八洲学園大学国際高等学校には、『高校卒業＋αコース』があり、「芸能モデル・ダンスコ

ース」を設置しています。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）」と学務提携していますので、興味のある方は、詳しい資料を送らせて頂

きますので、本学担任にご連絡ください。（大阪・神戸・京都・広島・奈良：順次エリア拡大中） 

 

【※他地域提携：タレント養成スクール→「ヒーローズアカデミー（静岡県浜松市）」】 

「『東京ガールズコレクション２０１６』に在校生出演」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：2014年 6月、旧少年院法（昭和 23年法律第 169号、以下「旧院法」）が廃止され新たな少年

院法（平成 26 年法律第 58 号）と同時に新たに少年鑑別所法（平成 26 年法律第 59 号）が成立公布されまし

た。新たに成立した法に基づき、少年院や少年鑑別所の業務が遂行されることになりました。  

少年院の沿革は大正 11 年に成立した大正少年法（旧少年法）と矯正院法の起源があります。その後、旧院

法は、昭和 23 年現行少年法と同時に成立しました。これに伴い矯正院法は廃止され、現在の少年院が設置さ

れました。少年鑑別所は、旧院法によって設置され、当初は少年観護所に設置されていました。ここは、観護

措置を受けた少年（少女も含む）を収容する施設です。これに対して、少年鑑別所は家庭裁判所の依頼を受け

て、少年観護所に収容されている少年の資質鑑別を行っていました。月日が経ち統合し現在では、少年鑑別所

となりました。本講義では、①新少年院法②少年鑑別所法のそれぞれの特徴と性格を学んだ上で③少年院④少

年鑑別所の実態を見ていきます。 

□対象者：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２６日（日）～平成２８年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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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講座名『少年鑑別所法と新少年院法』 

≪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 



事務部 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホゲームに関する注意事項 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 松本 美代子 
 

平成２９年度４月に高等教育機関（大学別科・短期大学別科・専修学校専門課程）に進学する生徒さ

んが入学後ただちに奨学金の給付が受けられる日本学生支援機構第二種奨学金予約の募集が始まります。

平成２９年度４月より進学し第二種の奨学金予約を希望・検討する方は、事務部松本（０１２０－９１

７－８４０）までお問い合わせ下さい。募集要項・申込書等一式をお送りします。 

なお、予約申請の学校締切は１０月３日（月）となっております。また、候補者決定時期は２月下旬

となります。申請期日を過ぎてしまうと、次の募集機会は高等教育機関入学後になり、支給開始が大き

く遅れることになります。 

 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度大学・専修学校専門課程奨学金予約のお知らせ 

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♪ 

９月通学スクーリング ９月１１日［日］ 

・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。 

※ 網掛部分の時限は学校バス利用可能な時間です。コンビニ送迎はありません。 

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

11限 17：00～17：40

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

学習会 生物基礎 生物Ⅰ オーラルⅠ

1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

学習会 オーラルⅠ

学習会 英語Ⅱ コミュ英語Ⅱ

学習会 化学Ⅰ 化学基礎

９/11(日)

学習会 コミュ英語Ⅰ 古典 古典Ｂ

国語総合 コミュ英語Ⅰ 地学Ⅰ 地学基礎

数学Ⅰ
英語Ⅱ コミュ英語Ⅱ

書道Ⅰ コミュ英語Ⅰ 化学Ⅰ 化学基礎



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 
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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 

●楠陽学院高等部 佐賀県佐賀市 

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 木 ９月Ｓ：ＲＨ提出〆切 16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日 平成２８年度前期卒業証書授与式 

4 日  19 月 敬老の日 

5 月  20 火  

6 火 
９月Ｓキャンセル返金可能〆切 

９月Ｓ返送書類必着 
21 水 科目追加登録のお知らせ発送 

7 水  22 木 秋分の日 

8 木  23 金  

9 金  24 土  

10 土 ●９月スクーリング：９泊● 25 日  

11 日 ☆通学スクーリング（自由参加） 26 月 ゆんたく発送 

12 月 ●７泊コース● 27 火 成績発送 

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金  

      

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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