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平成２８年９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。 

★★≪≪沖沖縄縄健健康康≫≫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 番場 晴美 

各担任からみなさんへ、「○○の秋」をテーマにお届けします。 

私の秋はやはり食欲の秋です。梨や桃、ブドウの美味しい季節になりま

した！最近はほぼ３食後に必ずと言って良いほど、デザートを食べてい

ます。スーパーで果物コーナーを見るのがとても楽しく、毎日ワクワク

しています♪コンビニの果物入りゼリーも進化してとても美味しいです

よ♪お勧めデザートがあったらぜひ教えてください(^_-)-☆ 

２ 

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！ 

８～９月にかけてはリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックで

盛り上がっていましたね！多くのメダルを取っている勇姿には感動しま

した。本校でもオリンピックに負けないように、２月に「球技」をテー

マにスクーリングを行います♪思いっきりスポーツをしたい生徒さん、

球技に挑戦したい生徒さん、ぜひ２月スクーリングに参加して下さいね

(^^) 

みなさん、こんにちは(*^^*) 
生徒番号末尾が３・４番クラス担任の比嘉彩香です！ 
沖縄も日が沈むのがだんだん早くなり、秋らしくなってきましたよ。。。 
今年の私の秋のテーマは★読書の秋★です。 
基本的に本を読むことは好きだったのですが、最近は絵本にはまってい
ます。子どもでも分かるような言葉や絵の虜になり、時間があれば新し
い絵本を探しています。絵本を読んでいると、心が穏やかになり私にと
ってのリラックスタイムです♪もし、この絵本いいよ～という情報があ
ればぜひ教えて下さいね☆彡 

皆さん、こんにちは！今回のテーマは「〇〇の秋」ということですが、

沖縄は四季を感じることがなく、すごく暑いか、すごく寒いのどちらか

なんです(´Д｀；)なので、今回は逆に沖縄県以外に住んでいる皆さん

に、秋だな～と感じる瞬間はどんな時か教えて欲しいです♪ちなみに、

私は最近「ながら体操」をしています。テレビを見ながらゴムチューブ

でストレッチや筋トレがマイ 

ブーム！スポーツの秋を満喫中なのかも★ 

 

秋と言ったら「食欲の秋！！」が真っ先に思いつきますが、スクーリ
ングに参加した生徒さんに「先生また食べてるねー」と食べている姿
ばかり見られているので、私の場合は秋に限らず常に食欲旺盛です
ねヾ(=^▽^=)ノ 
もう一つ「読書の秋」にちなんで皆さんに面白い絵本を紹介したいと思
います。「３匹のこぶた」というお話は皆さんもよく知っていると思いま
すが、ブタとオオカミの立場が逆転して３匹のオオカミたちが大ブタに
狙われて大ピンチという「３びきのかわいいオオカミ」という絵本が面
白いんです！ぜひ皆さんも機会があれば読んでみてください。 

まだまだ暑い日が続いていますが、少しずつ暑さも和らいできましたね。 

先日、阿蘇に行った時には、ススキが草原に広がっていて秋を感じまし

た(^^♪勝手に名前を付けてしまいましたが、私にとっては「旅行の秋」

です。暑い夏が終わり、涼しくなって旅行にたくさん行ってしまいます！ 

旅行先では、おいしいものを食べてしまうので「食欲の秋」でもありま

す(笑) 日本は、世界で珍しく四季がはっきりしている国です。ぜひ、み

なさんも季節の変化を感じてみてくださいね。 

 



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校を２０１１年度に卒業した「待山 貴俊（まちやま たかとし）」君が、現在、

ベラルーシ国立ボリショイ劇場バレエ団で外国人初プリンシパル・ダンサーとして活躍しています。  

この度、大阪府堺市より、イスタンブール国際バレエコンクールでのゴールドメダル受賞が評価されて

『堺市栄誉賞』を受賞致しましたのでお知らせ致します。 

高校在学中の沖縄集中スクーリング時は、いつも皆を笑顔にさせてくれ、生徒さん達の中心的存在で

した。今後も頑張ってください。（下の画像は、同じくバレエ界で現在活躍中のアクリ瑠嘉君たちと職員

室でポーズを決めてくれてた当時の様子。） 

 

●略歴● 

大阪府堺市出身。8歳よりバレエを始める。2008年

ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミーに留学、

ロシア人民芸術家バリス・ブリグワーゼに師事。2011

年アカデミー卒業、ベラルーシ国立ボリショイ劇場

にソリストとして入団。2013年モスクワ国際バレエ

コンクールでディプロマ、2014年イスタンブール国

際バレエコンクールでゴールドメダル、2016年ヘル

シンキ国際バレエコンクールシニア部門第 3 位を受

賞。2015年ベラルーシ国立ボリショイ劇場にて、外

国人として初のプリンシパルに昇格。 

「堺市栄誉賞」受賞のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

３ 



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、８月

スクーリングに参加しました４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。 

 

●平成２７年度 全日本バレエ・コンクール ジュニアＡ女性部門 第１位・日本バレエ協

会賞・ＮＨＫ会長賞・東京新聞賞 中野伶美（東京都出身：左から２番目） 

●第１０回 ザ・バレコン東京 Young Lady & Young Man 部門 第３位 奥田美妃（鹿児

島県出身：左から１番目） 

 

 

 

●ＣＯＮＣＵＲＳＯ ＩＮＴＥＲＮＡＣＩＯＮ

ＡＬ ＤＥ ＢＡＩＬＡＤＯ ＤＯ ＰＯＲＴＯ

（ポルトガル） 男性クラシックバレエ部門

第２位 市川真紀（栃木県出身：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 

４ 



 
 
 

●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第５戦）ノービスクラス 第２位 

●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第８戦）ノービスクラス 優勝 

新垣嘉浩（沖縄県出身：マイン高等学院（沖縄キャンパス）所属 右から２番目） 

（ ← 第８戦の優勝時の表彰式の様子 ） 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校の在学中の渡邉聡美さんが、２０１６年も引き続き、「スカッシュ」の多く

の大会で優秀な成績を修めておりますのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

文部科学省認可通信教育 

「スカッシュ」で活躍中の生徒さんの続報 

●ダイナムカップ in さいたま 2016 優勝 

●アジア選手権団体戦 2016 3位 

●東アジア選手権団体戦 2016 準優勝 

●TAC premier open 2016 優勝 

●香港ジュニアオープン 2016 U-19 優勝 

 ( U-13,15,17,19 4階級制覇 ) 

●ジャパンジュニアオープン 2016 U-19 優勝 

●ペナンジュアオープン 2016 U-19 優勝 

( 2連覇 ) 



事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国から集まる仲間とおもいっきり球技を楽しみましょう‼ 

後期卒業式もあります♪  ※体育館シューズ持参必要※ 

 

 
 

エイサーや三線といった音楽の文化や、城跡などの建物の文化、 

シーサーや紅型などの物の文化。そんな沖縄の様々な文化を見たり、 

触れたり体験していくスクーリングです★ お楽しみに(｡・ω・)ﾉﾞ 

平成２８年度後期スクーリング案内 

文部科学省認可通信教育 

６ 

１１月月  リリララククゼゼーーシショョンンススククーーリリンンググ  
みなさんにとってのリラクゼーションとはなんですか？ 

今回は、アロマオイル・花を使っての体験活動を予定しています(*^^*) 

みなさんが癒しの時間を過ごせるように、様々な体験をしながら過ごしていきましょう♪ 

詳細は現在計画中です！！！ 

※ 11月スクーリングは少
人数限定です。参加申
込が集中した場合に
は、他月の集中スクー
リングを案内する場合
があります。 

※ 平成29年2月スクーリ
ングの中で、28 年度後
期卒業証書授与式を挙
行します。 

後期日程 

11/1(火)～11/6(日)  【5泊】 10/5(水)【消印】10/11(火)【必着】 10/21(金)【消印】 

12/1(木)～12/10(土) 【9泊】 11/4(金)【消印】11/9(水)【必着】 11/21(月)【消印】 

12/3(土)～12/10(土) 【7泊】 11/4(金)【消印】11/9(水)【必着】 11/21(月)【消印】 

1/11(水)～1/16(月) 【5泊】 12/6(火)【消印】12/10(土)【必着】 12/20(火)【消印】 

2/18(土)～2/27(月) 【9泊】 1/12(木)【消印】1/17(火)【必着】 1/27(金)【消印】 

2/20(月)～2/27(月) 【7泊】 1/12(木)【消印】1/17(火)【必着】 1/27(金)【消印】 

3/9(木) ～3/14(火) 【5泊】 2/9(木)【消印】2/14(火)【必着】 2/28(火)【消印】 

 

※ 3月スクーリングは、平
成28年度後期卒業とな
る生徒さんは参加でき
ません。 

２２月月  球球技技ススククーーリリンンググ  

 

♪リーダー：中村成希♪ 

●音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペ

ル）に分かれて音楽活動をする予定です。内容を詳しく知りたい方は中村成希まで。 

 
 
11 月スクーリングは「ラジオを身近に感じよう！」が合言葉！ラジオ聞いてますか？ 
ラジオに投稿したことありますか？まずは聞いてみましょう！ 
沖縄県はラジオが元気な県ですよ！ 今回の特別活動ではラジオについての知識を 
学び、簡単なラジオを作ったり、ラジオ局へ見学に行ったり計画中です♪ 
ラジオをたくさん聞いてラジオを好きになりましょう（＾＾） 

☆１１月ラジオの時間スクーリング☆ 



進路指導主事 金居 央 
 

ゆんたく７月号と８月号及びＷＥＢサイトに指定校推薦一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案

内がありましたので掲載いたします。指定校校内選考の第一回の募集は、９月１２日に〆切ましたが、

枠に余裕があり、かつ出願に間に合う場合には随時、校内選考の申請を受付けます。詳しくは、各担任

へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

学習の手帳「平成２８年度集中スクーリング日程と締切日」(p27)の表中の３月スクーリング日程記事

に誤りがありましたので、次のとおり訂正しおわびいたします。 

 

 スクーリング実施期間 

誤 3/8(水)～3/13(月)【5 泊】 

正 3/9(木)～3/14(火)【5 泊】 

 

※学習の手帳「行事予定」(p4)の３月スクーリング日程、ゆんたく同封の「平成２８年度後期集中スクー

リング参加申込書」記載の日程は、記載の通りです。 

指定校推薦一覧（追加） 

文部科学省認可通信教育 

７ 

「学習の手帳」記事訂正 

【専門学校】
都道府県 学校名 学科 特典

千葉県 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 全学科

①ホスピタリティ特待生制度
②就学支援制度
③ひとり暮らし応援制度
④在学中学費支払いゼロ制度
⑤学費分納制度

東京都 山野医療専門学校 柔道整復科

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 生涯スポーツトレーナー介護福祉学科（昼間部）

大学併修科 システム開発専攻、ネットセキュリティ専攻（4年）

医療情報学科 医療情報専攻（3年）

システムエンジニア科 ネットセキュリティ専攻、スマホアプリ専攻（3年）

ゲームクリエータ科 ゲームクリエート専攻（3年）

プログラマ科 プログラム専攻（2年）

ゲームCG科 ゲームプログラム専攻、CGWebデザイン専攻（2年）

ビジネス情報科 事務販売専攻、医療事務専攻（2年）

医療秘書学科

調理師養成学科

こども・かいご福祉学科

作業療法学科（昼間部／夜間部）

柔道整復学科（昼間部）

公務員・教養本科

国際ビジネス本科

こども未来本科

沖縄県 専門学校尚学院国際ビジネスアカデミー
選考料免除
学費より5万円免除

入学金より20万円免除

福岡県 KCS北九州情報専門学校
①初年度納入学費より一部を免除(10万円)
②本学の入学選考料を免除(1万5千円)

沖縄県 専門学校　琉球リハビリテーション学院

鹿児島
県

奄美看護福祉専門学校



教頭 中村 成希 
 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、国家資格の「調理師免許」の取得を目指すために、調理師専門

学校に進学する生徒さんが増えています。 

 

 

 

 

沖縄県在住の卒業生の多くが進学している「学校法人新島学園 沖縄調理師専門学校」では、西洋料

理、日本料理、中国料理、和・洋菓子、集団調理はもちろんですが、『琉球料理』も学ぶ事が出来る特長

のある学校です。 

「学校新聞ゆんたく（７

月・８月・９月号）」に指

定校推薦学校一覧を載せ

ており、一次校内選考募集

締め切り（９月１２日〆

切）は終わりましたが、ま

だ生徒募集期間が大丈夫

な学校の場合は、校内選考

募集を受け付けています。 

沖縄県内の調理師専門

学校だけでなく、東京都、

福岡県内の専門学校から

も指定校推薦枠を頂いて

おりますので、八洲学園大

学国際高等学校を卒業予

定の方は、各担任と急ぎ進

路相談をして下さい。 

「沖縄調理師専門学校」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



教頭 中村 成希 
 

下記内容の「冬のホームステイ（アメリカ合衆国）」に興味のある方は、各担任へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「ホームステイ（アメリカ合衆国）」のご案内（外国語ステップアップコース） 

文部科学省認可通信教育 

９ 

201６年度 第 22 回 

冬のホームステイ 

【参加者の声】 
ホームステイに参加した理由は、初めての海外に行ってみたかったこと

と、英語は話せなくても友達をいっぱい作りたいと思ったからです。ホスト

ファミリーはとても優しくて、笑顔が素敵な家族でした。ホストファミリーの

一番の思い出は家族みんなで UNOをしたことで、会話が増える良い機会

になりました。ホームステイ中は発音がうまくできなくて、通じない時もあ

ったけど、その時は理解してくれようとしてくれたので、うれしかったです。

とても楽しくてこんな大きな経験ができて良かったです。 

                       ― 沖縄県伊江中学校２年生 山城

海羽 － 

【研修期間】 2016年 12月 26日～2017年 1月 7日 

                           （13日間） 

【研 修 地 】 アメリカ合衆国 （西海岸の郊外都市） 

【 費 用 】 378,000円 （那覇空港発着他、全国ほとん

どの県から同一の料金で参加できます。 

【研修内容】 

アメリカの一般家庭の一員としてホームステイします。月曜日

から金曜日まで午前中 9時から 12時まで 3時間授業があり、

英語を通してアメリカの様々な実情を学びます。午後からは各

所見学があります。期間中に終日研修があり、土曜、日曜日の

週末や大晦日や年始はホストファミリーと過ごします。 

【参加資格】 
● 日本国籍を有する中学生、高校生、大学生 
● 心身健康で、自分の身の回りのことを一人でできること 

【申込締切】 ２０１６年１０月３０日 

定員になり次第締め切ります。 



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：法令を調べる技術（リーガルリサーチ）をマスターし、図書館の機能の一部を学ぶ講義です。 

図書館サービスや図書館の PRでも著作権法や個人情報保護法、図書館の協力であれば民法、公立図書

館であれば行政法がかかわります。さらに、それらの法律の背景にある日本国憲法。 

法律をどのように調べ、活かすか？コンプライアンスの問題は？（船橋市西図書館蔵書破棄事件とい

った事件をご存知の方もいらっしゃるでしょう）。未来の図書館を担う「本物」の司書となるための入

門講義。司書に必要な法律の学び方もあわせてお話ししていきます。 

□対象者：図書館司書に興味のある方 

■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４月１日（金）～平成２９年３月１０日（金） 

■講師：藤森純一 

□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 
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講座名『司書のための法律入門 

～リーガルリサーチの方法～』 

     

≪八洲学園大学「藤森 純一（ふじもり じゅんいち）先生」の紹介≫ 

・八洲学園大学 生涯学習学部 専任講師、行政書士、個人情報保護士 

・八洲学園大学にて、「0からのビジネスと法の実践」「情報と法」「知的資産マネ 

ジメント」などのコンプライアンス、リスクマネジメント系の講義を多数担当す 

る。また、行政書士として中小企業経営の法務（契約書、内部規程作成など）を 

知的資産経営の観点から中小企業の顧問を行う。 

 
■藤森純一 研究室便り  http://blog.study.jp/ygufujimori/ 

■藤森行政書士事務所ＨＰ http://fujimori-gs-office.jimdo.com/  

■Twitter     https://twitter.com/fujimori_gs 

■Facebook   https://www.facebook.com/fujimori.gs?fref=ts 

http://blog.study.jp/ygufujimori/
http://fujimori-gs-office.jimdo.com/
https://twitter.com/fujimori_gs
https://www.facebook.com/fujimori.gs?fref=ts


平成２６年度版「子ども・若者白書」によると、先進国の中では、子どもの 

相対的貧困率が高い日本。この状況下、子どもの貧困対策として、『こども食堂』

が注目を集めています。 
 
１０月の講演＆勉強会は、名護 

市営市場内に今年度オープンした 

『こどもいちば食堂』で開催させ 

て頂きます。公営市場での子ども 

食堂の開設は沖縄県内初との事。 
 
こどもいちば食堂は、経済的に 

困っている子だけでなく、誰でも 

参加が出来、安心できる居場所作 

りを目指されています。 
 
 名護市営市場を中心とした、地域が支えあうスタイルの『子ども食堂』の勉

強が出来ると思いますので、興味のある方は、お気軽にご参加下さい。 

教頭 中村 成希 
 

 

 

 

～沖縄県内初の「公営市場内の子ども食堂」～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄県支部 

◆日 時：１０月２２日（土）１０：３０～１２：００頃（１０時～受付開始） 

◆対 象：誰でも参加可能 

◆集合場所：さくら食堂（名護市営市場内の２階） 

◆駐車場：名護漁港駐車場（無料） 

◆参加費：５００円（こどもいちば食堂に全額寄付をさせて頂きます。） 

◆申込み：定員２０名（定員になり次第、受付は終了。２１日１７：３０まで。

沖縄県支部まで電話にて申込みをして下さい。TEL0980-51-7711 

八洲学園大学国際高等学校内 担当者：松本美代子） 

◆講 師： 新里 善彦 （ こども市場食堂委員会会長 ・ さくら食堂オーナー ）  
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平成２７年度に「沖縄県」に訪れた観光客

数は約８００万人います。沖縄観光に対する

理解及び関心を深める事を目的に、一般社団

法人 沖縄観光コンベンションビューローさ

んが冊子『沖縄をささえる観光のチカラ２０

１６』を作成しており、本学在校生対象に寄

贈して頂きましたので、今回、学校新聞「ゆ

んたく（９月号）」に同封させて頂きます。

八洲学園大学国際高等学校がある沖縄県を、

違った角度から、より深く知るきっかけにな

ると思いますので、ご一読ください。 

 

 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冊子『沖縄をささえる観光のチカラ２０１６』同封について 

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♪ 

１０月通学スクーリング １０月６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。 

10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）

体育α 日本史Ｂ 化学基礎

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

1年次(α) 2年次(β)

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語基礎

現代文B 古典/古典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 
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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 土  16 日  

2 日  17 月  

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水 １１月 S申込書〆切（消印） 20 木  

6 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 21 金 １１月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

7 金  22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月 体育の日 25 火 ゆんたく発送 

11 火 １１月 S申込書〆切（必着） 26 水 
１１月 S返送書類必着 
１１月 Sキャンセル返金可能〆切 

12 水  27 木  

13 木 １１月 S詳細発送 28 金  

14 金  29 土  

15 土  30 日  

   31 月  

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。 

 

 

１４ 

（携帯ＱＲコード） 
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