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平成２８年１１月２４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。 

★★★１１１１１１月月月≪≪≪ラララジジジオオオののの時時時間間間スススクククーーーリリリンンングググ≫≫≫ををを開開開催催催しししままましししたたた★★★   

 手手作作りり  

傘傘ララジジオオでで  

受受信信ででききたた！！  



事務部 板谷 幸恵 
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１１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☆ 
 

 ふだん聞かないラジオのことをたくさん知れた。これからラジオを聞けたら良いなと思う。 

 久しぶりのスクーリングでしたが人数も少なくてゆっくりと過ごすことができました。 

 ラジオを作る体験ができて良かった。 

 ラジオはたまに聴くのでどういうところでとっているかわかって楽しかった。 

 ご飯がおいしくて最高でした。 

 初めてのスクーリングで不安なことがたくさんあったけど、不安なことがぶっとぶくらい 

忙しかった。また来年先生たちに会えるのが楽しみです。 

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。 

FFMM ややんんばばるるススタタジジオオ見見学学  

～～傘傘ララジジオオ作作りり～～  

傘傘ララジジオオ完完成成！！  



事務部 番場 晴美 

各担任からみなさんへ、「私の健康管理術」をテーマにお届けします。 

私の健康管理は何と言っても質の良い睡眠と三食のきちんとした栄養補

給です。何もなければ 21 時には布団に入ります。眠りにくい時はアロ

マの香りがするホットパッドを腰にあてると自然に深い眠りにつくこと

が出来ます。食事は色合いを大事にし、赤、黄色、緑が入るように気を

つけています。あと、これからの季節はインフルエンザが怖いので早め

に予防接種を受けておくと安心です。皆さんも自分なりの健康管理を考

えて病気にならない身体作りをお願いします(^o^) 

３ 

担任からみなさんへメッセージ 
 

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。スクーリング参加中だけ

ではなく、スクーリングに参加する数日前からうがい・手洗い・マスク

着用など徹底して体調を崩さないようにするべきです。また、昼夜逆転

の生活を送っている生徒さんもいると思いますが、仕事やアルバイトに

支障が出なければ出来るだけスクーリング時間帯の生活リズムに整えて

いた方が良いです。（時差ボケ改善と同じような感覚ですね） 万全の体

調管理をして楽しくスクーリングを過ごせるようにしましょう！！ 

みなさん、こんにちは！私の健康管理方法は、体を動かすことです。ジ
ョギングやウォーキングをして汗を流すことで、体力を維持するように
しています。私自身あまり粘り強い性格ではないので、少しずつ時間を
見つけて体を動かしている程度なのですが、体調を崩すことはほとんど
無くなりました。かなりの暑がりで、１年中卓上扇風機を付けている私
が言うのも何ですが．．．沖縄といえども冬場は冷え込み寒いですので、
みなさんもスクーリング参加する際には防寒対策をしっかりして来て下
さいね。スクーリング中どんな格好をしたらいいのかなど疑問な点があ
れば、どんどん質問して下さいね★ 

皆さん、こんにちは！今回のテーマは「健康管理術」。おいしいものをい

っぱい食べて、しっかり休むことも大切だと思いますが、私の場合、そ

れ以外に、自分の感情を隠さず表現することも大切にしています。楽し

い時や嬉しい時は笑顔で、悲しい時や辛い時は 1 人で悩まず誰かに話を

聞いてもらいスッキリする、ということを心がけていま 

す。喜怒哀楽を自分なりに表現し、自分らしい自分でい 

られることが私の一番の健康法かなと思います((^∀^*)) 

 

私の健康管理法は日ごろからストレッチをすることです。ストレッチは

体ほぐしにも最適ですし、心のリラックスにもつながります。ストレッ

チは体ひとつで行えるので、とっても便利な健康管理法ですよ(^O^) 

スクーリング中も生徒さんがストレッチをしている場面を見かけます。

ぜひ空き時間に一緒にストレッチしましょう(^○^) 

また飛行機の機内や那覇空港からバスで学校まで向かう車内でも簡単な

ストレッチを行うとエコノミー症候群の予防になるのでいいですよー！ 

こんにちは。海外・提携校クラス担任の金居です。 

一人一人、健康法があると思いますが、私の健康法は、疲れをためずス

トレス解消です。趣味の旅行に出かけて、きれいな景色や美味しいもの

を食べて、気分転換しています。みなさんもいろいろな健康法があると

思いますが、スクーリングに参加の際には、予想以上に 1 日の中で寒暖

の差が大きいので、はおれる上着やうがい手洗いで、体調管理をしっか

りしましょう。 

 



教務部 島袋 瑠美 

 

A リポートの不備って何？？  不備があると受付されないって本当？！ 

Q 本当です。よくある不備について下に例をあげます。 

① 返信用封筒（うぐいす色封筒）に住所氏名が未記入。 

（ガイダンス書類に同封している宛名シールを貼りましょう。足りない方は購入出来ます。手書きもＯＫ。） 

② リポート提出票に提出日、生徒番号、氏名が未記入。 

③ リポートにバーコードシールが貼られていない。（紛失した方は学習の手帳の P57 を参照。） 

④ 提出用封筒（青封筒）に科目名、科目コード、リポート No. が未記入。 

⑤ 提出用封筒（青封筒）に記載されている科目名、リポート No.と中に入っているリポートの科目名、リ

ポート No.が異なる。 
 

A リポートが「不備」で返ってきちゃった！ どうすればいいの？ 

Q 「学習の手帳」P14~16をよく読んで確認し、正しい方法で再提出して下さい。 

再提出の際は、担任の先生に連絡して「どうして不備になったか？」「どうしたらよいか」を確認し、改めて

「リポート提出票」「封筒」「視聴報告提出票」の各記入欄はちゃんと必要事項を記入したか。バーコ

ードシール、宛名シールの貼り忘れはないですか。よく確認して下さいね。 
 

A リポートが「不合格」で返ってきちゃった！ どうすればいいの？ 

Q  誤答や無回答が多いと、不合格となります。リポートの添削でバツとなってる問題のみ、 

解き直して、正しい解答をしてリポートを仕上げ、再提出してください。 

 学校 Webサイトの自宅学習ページに、リポートヒント集も載っているので活用してくださいね。 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.html 

それでも、わからない場合は、遠慮なく担任・副担任の先生に相談してください。力になります。 
 

A 視聴報告書提出の不備って何？？  

Q よくある不備について下に例をあげます。 

① 返信用封筒（うぐいす色封筒）に住所氏名が未記入。 

② 視聴報告書にバーコードシールが貼られていない。（紛失した方は学習の手帳の P57 を参照。） 

③ 視聴報告書上段と右側の提出表に、生徒番号、氏名、科目名、科目コード、視聴方法が未記入。 

④ 提出用封筒（青封筒）に科目名、科目コード、「リポート No.欄」への「視聴」の記入がない。 

⑤ 提出用封筒（青封筒）に記載されている科目名と中に入っている視聴報告書の科目名が異なる。 
 

A 視聴報告書が「不備」で返ってきちゃった！ どうすればいいの？ 

Q 「学習の手帳」P17~18をよく読んで確認し、正しい方法で再提出して下さい。 

再提出の際は、担任の先生に連絡して「どうして不備になったか？」「どうしたらよいか」を確認し、 

改めて「封筒」「視聴報告書」「視聴報告提出票」の各記入欄はちゃんと必要事項を記入したか。 

バーコードシール、宛名シールの貼り忘れはないですか。よく確認して下さいね。 
 

A 視聴報告書が「不合格」で返ってきちゃった！ どうすればいいの？ 

Q 視聴報告書の添削をよく読んで、どこが悪かったか確認しましょう。自分で不合格になった 

理由が分からない場合は、担任の先生ともよく相談して下さい。 

不合格の場合は、同じ番組を再度視聴して報告書を作成します。その際は、 

添削で指摘を受けた点を改善して下さいね。 

 

トラブルを回避する最善の方法は、「参加するスクーリングの 

予定が迫ってくる前に余裕をもって提出すること！！」です。 

もし、不備・不合格あっても容易に挽回できます。 

文部科学省認可通信教育 

リポート・視聴報告書の不備・不合格 Ｑ&Ａ 
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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、１１

月スクーリングに参加しました生徒さんを表彰しましたのでご紹介します。また、新たに１名の授与確

定生徒さんのご紹介もさせて頂きます。 

●第９回高校生ＲＡＰ選手権 ファイナリスト 奥間玲央（通称：レオクマ） 

●第１０回高校生ＲＡＰ選手権（日本武道館）オールスター戦出場 奥間玲央 

●フリースタイルダンジョン（テレビ番組：テレビ朝日）出演 奥間玲央 

 

 

 

 

●第４回湘南バレエ・コンペティション 

グーベ・ヨーロピアンダンスセン

ター留学賞 

 村上佳恵（左画像） 

 

 

 

 

平成２８年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５

２ 



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在校生・卒業生も応援しており８コースあ

ります。「建築業技術訓練コース」に参加していた卒業生の卒隊式に出席して来ましたのでご報告と、コ

ースをご紹介します。（①資格取得②外国語ステップアップ③建築業技術訓練④声優・アニメ・クリエー

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

建築業技術訓練コース 

●「コベルコ教習所(神戸製鋼グ

ループ)」・「沖縄産業開発青年

協会」と提携しており、全国１

２ヵ所にて短期集中で建築業技

術習得を希望する在校生・卒業

生をサポートしております。 

 

平成２８年９月１０日に、沖

縄産業開発青年協会の開発青年

隊コースに第１４８期生として

参加していた卒業生（沖縄県出

身）の卒隊式があり、出席して

来ました。１０種類以上の資

格・技術を取得し、９月中旬か

ら正社員として建設会社に無事

に就職致しました。 

 

「建築業技術訓練コース」に興味のある方は、資料を送らせて頂きますので、各担任までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

「沖縄産業開発青年隊（第１４８期）卒隊式」のご報告 

文部科学省認可通信教育 
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【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 等 

 



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。資格に関しては、卒業生・

保護者の方も学費割引が対象です。２０種類

以上ありますので、「カラー版の資格紹介資

料」をご希望でしたら各担任までご連絡下さ

い。 

また、職員の松本美代子（右側）が「食学

調味料アドバイザー」、そして中村成希（左

側）が「心理カウンセラー・アートセラピス

ト」の資格を取得しました。 

 

 

資格取得コースのお知らせ 

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、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）と提携し、「公務員（初

級）受験コース」「パソコン技能取得コース」を設置しております。先日、沖縄県にある那

覇教室の見学に行って来ましたのでご報告させて頂きます。 

那覇教室は、国道５８号線沿いの「とまりん」「泊港」近くにあり、交通の便が非常にい

いです。全国にある１００校以上の直営教室も通いやすい場所に設置されているようです。 

 

今の時代、仕事に欠かす事が出来ない「エクセル」「ワード」を基礎から学ぶ事も出来る

『パソコンスクール アビバ』は、一人一人のパソコンスキルに合わせた指導を受ける事が

できます。また、公務員試験対策の学習をする『資格スクール 大栄』の授業見学もさせて

頂きましたが、皆真剣に授業に挑んでおり、自由に使う事ができる自習室などの学習環境が

魅力的でした。 

 

八洲学園大学国際高等学校の

在校生・卒業生・保護者の方は、

リンクアカデミーへの入学金が

免除、そして特別受講料になり

ます。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。 

 

「那覇教室（パソコンスクール アビバ・資格スクール 大栄）」訪問のご報告 

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、アジアのリゾート地「セブ島」にあるＨｏｗｄｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ａｃａｄｅｍｙと提携しています。１週間単位から参加でき、マンツーマンシステムで基礎から英

語を学ぶ事が可能です。この提携語学学校の「医療体制」を確認する目的で、先月、視察に行って

来ましたのでご報告させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ①②共に有料だが、留学に行く前に「海外旅行保険（任意）」に入っておけば、キャッシュレスに

なるとの事。常備薬がある方は、多めに持参しておくと安心です。また、英文での処方箋も持参し

ておくとスムーズに薬を探す事が出来ます。（※海外旅行保険に関しては、留学手続きの際に日本旅

行会社の担当者にご確認下さい。） 

 セブ島への語学留学に興味のある方は、資料を送らせて頂きますので、各担任までご連絡下さい。 

語学留学提携学校（セブ島）の「医療体制」について 

文部科学省認可通信教育 

【●２パターンの医療体制●】 

①提携語学学校に週１回、医者が日本人スタッフと共に「訪問診療」に来る。 

②総合病院「セブ医科大学病院（ＣＤＵＨ）」に連れて行ってもらう事が出来る。また、病院内

には「ジャパニーズヘルプデスク」があり、そこの日本人スタッフが一緒に対応してくれる。 

９ 



事務長 鈴木 啓之 

 

 

 

 

高等学校等就学支援金（以下、「就学支援金」という。）は、高校就学を支援するための国の補助金です。 

当校では、保護者の負担を軽減するため、履修登録時に就学支援金基本支給見込み額を相殺して校納

金を請求しています。また、沖縄県により就学支援金加算支給を認定された方には、沖縄県から学校へ

対象者分の一括代理支給があり次第、対象の保護者様ご指定の銀行口座に加算支給額を振り込んでおり

ます。 

例年では、１０月期に県から内示があり、１１~１２月期に一括代理支給がされますが、今年度はい

まだ通知がありません。恐らくは、今春のウィッツ青山学園高等学校の就学支援金不正受給事件の影響

で、行政が慎重な対応をしているものと推定されます。 

今後の県の動向によっては、例年よりも加算支給額の振り込み時期が遅れることも予想されます。当

校では、できる限り事前の準備を進めたうえで、沖縄県からの加算支給額の一括代理支給があり次第、

速やかに対象の保護者様ご指定の銀行口座に加算支給額を振り込み、支援金支給決定通知を郵送いたし

ます。 

 

※ 非課税世帯･生活保護世帯については、履修登録時に加算支給額全額を相殺して校納金を案内してい

ますので、追加の支給はありません。 

 

進路指導部主任 金居 央 

 

 ゆんたく７月号～１０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。 

 

前期履修登録への高等学校等就学支援金加算支給について 
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２ 

指定校推薦（追加） 

就学支援金加算支給額の返金時期が遅れる見込みです 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

埼玉県 人間総合科学大学 人間科学部 ヘルスフードサイエンス学科 なし

【専門学校】
都道府県 学校名 学科

歯科技工士本科

【大学】

特典

なし福岡県 九州歯科技工専門学校



総合推進部 鈴木 啓之 

八洲学園大学は、２００４年に当校等の生徒・卒業生の保護者の声を受けて横浜に誕生した日本初の本

格的なインターネット大学（すべてインターネット授業にした通信課程のみの大学）です。キャンパス

内に高校分室が設置され、鈴木啓之准教授が当校教職員を兼任し、高校と大学の連携を進めています。 

 

２０１７年４月入学の出願 ： １月１０日（火）～４月２４日（月） まで 

 

 

「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

１１ 

文部科学省認可通信教育 

１.通学不要で卒業可能 

ｅラーニング学習により、

一度も通学せず卒業や図書

館司書・博物館学芸員など

の４つの国家資格を取得で

きます。 

大学の授業を体験してみよう 

２.リーズナブルな学費 

学費は、半年で１５万４千

円程度（モデルケース）。

希望すれば、奨学金などの

各種学費サポートも利用

できます。 

３．学習支援・就職支援 

学生支援センターが、入学

から卒業まで、ひとりひと

りの学習をしっかりサポー

トします。また就職支援も

行っています。 

八洲学園大学の特徴 

►当校生徒のメリット 

八洲学園大学国際高等学校の推薦を受けた入学者は、入学金が免除されます。 

＊保護者様と同時入学の場合、「親子割引制度」も併せて利用できます。 

【お問合せ先】 

当校へのお問合せは担任の先生または進路指導部へ 

八洲学園大学へのお問合せは、入学支援相談センターへ（０４５－４１０－０５１５） 

鈴木先生の体験授業 

ＱＲコードから受講↓ 



事務部 板谷 幸恵 
 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 
 

■ 仕事納め １２／２６（月）１７：３０ まで 

■ 休業  １２／２７（火） ～ １／３（火） 

■ 仕事始め １／４（水）８：３０ から 
 

 緊急時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 
 

１・２番クラス   島袋（友）クラス 090-6869-8550 shimabukuro@yashima.jp 

３・４番クラス   比嘉クラス  090-6869-8551 ahiga@yashima.jp 

５・６番クラス   玉城クラス  090-6869-8552 ktamashiro@yashima.jp 

７・８番クラス   島袋（瑠）クラス 090-6869-8553 rumis@yashima.jp 

９・０番クラス   平安山クラス 090-6869-8554 thenzan@yashima.jp 

提携校・海外クラス 金居クラス  090-6856-3434 kanesue@yashima.jp 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始のお知らせ 
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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♪ 

１２月通学スクーリング １２月２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。 

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

12/2(金) 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

科学と人間生活
金居

古典Ｂ
比嘉

古典
比嘉

書道Ⅰ
玉城（健）

日本史Ｂ
玉城（優）

化学基礎
岸本

学習会
地学基礎
島袋（正）

コミュ英語基礎
早川

コミュ英語Ⅱ
天野

学習会

学習会
地学基礎
島袋（正）

学習会

コミュ英語基礎
早川

学習会
コミュ英語Ⅱ

天野

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅰ
有島

コミュ英語Ⅱ
天野

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅰ
有島

生物基礎
長﨑

学習会

現代文Ｂ
原田

学習会

英語Ⅱ
天野



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・家庭教師派遣などを 

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】 

北海道ブロック 北海道 
●代々木アニメーション学院（札幌） 北海道札幌市中央区 

●札幌中央義塾高等学院 北海道札幌市西区 

東北ブロック 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 

関東ブロック 
東京都 

●代々木アニメーション学院（東京） 東京都千代田区 

●アップスクール高等部（東京） 東京都板橋区 

●世田谷みどり塾（東京） 東京都世田谷区 

千葉県 ●ＯＳＥアカデミー（千葉） 千葉県佐倉市 

中部ブロック 

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 

愛知県 
●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 

●中京ドリーム高等学院（名古屋） 愛知県名古屋市千種区 

石川県 ●代々木アニメーション学院（金沢） 石川県金沢市 

関西ブロック 
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 

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  

中国ブロック 
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） 広島県広島市中区 

山口県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 山口県 

四国ブロック 高知県 ●陽気塾（高知） 高知県高知市 

九州ブロック 

福岡県 

●代々木アニメーション学院（福岡） 福岡県福岡市博多区 

●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 

●寺子屋みらい高等学院（福岡） 福岡県福津市 

●寺子屋みらい高等学院（北九州校） 福岡県北九州市 

●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 

●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 

大分県 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 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 

佐賀県 
●家庭教師の成績１１０番高等学院 佐賀県 

●楠陽（なんよう）学院高等部（佐賀） 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 

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 

●プロ家庭教師のディック学園（鹿児島校） 鹿児島県鹿児島市 

沖縄ブロック 沖縄県 

●マイン高等学院（沖縄） 沖縄県那覇市久米 

●スタディ（沖縄県内各地） 沖縄県本島内各地 

●早稲田育英ゼミナール（浦添校） 
  

沖縄県浦添市 

●未来学習塾（石垣島） 沖縄県石垣市 

●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 

●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校） 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 ●１２月スクーリング：９泊● 16 金  

2 金 ☆通学スクーリング（自由参加） 17 土  

3 土 ●７泊コース● 18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火 １月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

6 火 １月 S 申込書〆切（消印） 21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金 天皇誕生日 

9 金  24 土  

10 土 １月 S 申込書〆切（必着） 25 日  

11 日  26 月 ゆんたく発送 

12 月  27 火 学校休業日 

13 火 １月 S 詳細発送 28 水 学校休業日 

14 水  29 木 学校休業日 

15 木  30 金 学校休業日 

   31 土 学校休業日 （※1/4 より通常業務となります） 

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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