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
事務部 鈴木 啓之

八洲学園大学国際高等学校情報誌

１2 月☆八洲ライブ２０１６☆を開催しました！

・ ｐ２

１２月スクーリングダイジェスト

・ ｐ３

担任からみなさんへメッセージ

・ ｐ４－５

平成２８年度「功労賞」のご紹介

「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。

／「日本ジュニアランキング１位」について
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「アメリカ合衆国ジュニア留学」のご案内（外国語ステップアップコース）
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「介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）」講座のご案内
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八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
／ １月講演＆勉強会
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年末年始のお知らせ

／ 通学スクーリング時間割
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「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介
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１２月スクーリングダイジェスト
事務部 番場 晴美

～ハンドベル部門～

～三線部門～
～バンド部門～

～ゴスペル部門～

☆生徒さんのコメント☆


八洲ライブが最高に楽しかった！また来年も 12 月に参加したい！



最初は不安だったけどみんながフレンドリーに話しかけてくれてすごく嬉しかった。



初めて沖縄に来て、初めてだらけだったけどいい体験になった。友達や家族に自慢したい！



楽しい思い出が沢山できました！



今年はルームメイト以外の人とも友達になれて去年より友達が増えました(^_-)-☆



こんな最高の学校はここにしかないと思います！ありがとう(^^)/



この学校で高校生活過ごせて最高だった！

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。
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担任からみなさんへメッセージ
事務部 番場 晴美

新年を迎えるにあたり、各担任の「平成２９年の抱負」をお聞きしました♪
2016 年も終わりが近づいてきました。今年もですが、皆さんの笑
顔をたくさん見て、一緒に前進することができ、とても充実した 1
年を過ごす事ができました。2017 年は、まだお会いできていない
八洲んちゅも含めて、1 人でも多くの人と出会い、卒業に向けて
前進できたらいいなと思います。私個人的には、お料理
のレパートリーを増やしていくことが目標です★
簡単おススメレシピがあったら教えてくださいね♪
こんにちは(*^^*)３・４番クラス担任の比嘉です。私自身の新年の抱負
は、計画的に物事を進めることです。とてもマイペースでのんびりした
性格なので、何事も計画的にこつこつと進めることができるようになり
たいと常日頃から思っています！みなさんが最終的に目指すのは高校卒
業ですが、本校の学習の基本である自宅学習の進め方も、一人一人にあ
ったやり方があります。もし、進め方が分からずに困っていたら、担任
携帯まで早めに連絡して下さいね。スクーリング中は担任：比嘉彩香・
副担任：岸本久律で精一杯サポートしていきますので、どうぞ宜しくお
願いします♪みなさんにとって２０１７年もよい年になりますように☆
彡
５・６番クラスの皆さん、こんにちは。
２０１６年ももうすぐ終わります。２０１６年の大きな出来事は、知花
先生が５・６番クラスの副担任になったことですね！スクーリング参加
する生徒さん達中心に皆さんのフォローをしています。２０１７年は更
にパワーアップしていると思いますので、まだ話したことがない生徒さ
ん達は、ぜひ年明けにでも学校に連絡下さいねヽ(^o^)丿
今年も残すところ僅かとなりました。１月に新年の目標を立てた方は、
その目標は達成できましたか。この一年を振り返ると自分で立てた目標
を達成することが出来ずに終わってしまったような気がしてなりませ
ん。今年も残り数日となりました。やり残したことがある方は思いっき
りやりきって、新しい年を迎えましょう。今年スクーリングに参加出来
なかった生徒さんは、ぜひ１月～３月のスクーリングお待ちしています
(^O^)いつ参加したらいいかわからない生徒さんやどうやって参加した
らいいかわからない生徒さんは、ぜひ担任まで連絡ください！！
それでは良い新年を・・・(^○^)
私の来年の抱負は「整理整頓を頑張る」です。忙しさを理由に片づけら
れない女になってしまった自分を卒業します！デスク回りや部屋が汚い
と、探し物に時間がかかってロスが多い。
わかっていながら出来なかった事を新年こそは頑張ります。
みなさんも自分なりの目標をもって進んでくださいね(^_-)-☆

みなさん、今年も終わろうとしていますが、今年一年いかがでしたか？
私は、今年の目標として「資格を取得したり本を読むこと」を掲げてい
ましたが全くできませんでした。
なので、2 年越しの目標になってしまいますが、来年の目標も「資格を
取得したり本を読むこと」にしたいと思います。
あとは、趣味である海外旅行にたくさん行きたいと思います（今年は 4
回だったので・・・）
皆さんもぜひ、この一年を振り返って、来年の目標を立ててみてくださ
いね。良いお年を～
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平成２８年度「功労賞」のご紹介
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、新た
に４名の授与確定生徒さんのご紹介をさせて頂きます。

●江崎グリコ「I AM ALMOND PEAK」グリコ賞
小原玲奈（受賞作品：左側）・佐藤野乃花（受賞作品：右側）
※代々木アニメーション学院高等部：東京校・仙台校所属

●第５回バイオテクイラストコンテスト
準優秀賞 宮田葉月（受賞作品：左側）
※代々木アニメーション学院高等部：大阪校所属
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●第４９回埼玉全国舞踊コンクール
２０１６ 第２位の２・埼玉県舞踊
協会賞・県教育長賞 鈴木優希

スカッシュ競技「世界ジュニアランキング１位」
教頭 中村 成希
スカッシュ競技で活躍をしている在校生の「渡邉聡美さん（画像左側）」が、『世界ジュニアランキン
グ１位』になりました。スカッシュ競技での世界ランキング１位は日本人初との事。おめでとうござい
ます。
（※画像：７月スクーリングの
休み時間に、八洲学園大学国際
高等学校の近くにあるエメラ
ルドビーチ海水浴の様子。バレ
エ界で活躍している生徒さん
達と。
）
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「アメリカ合衆国ジュニア留学」のご案内（外国語ステップアップコース）
教頭 中村 成希
下記内容のアメリカ合衆国へのジュニア留学に興味のある方は、各担任へご連絡下さい。資料を送ら
せて頂きます。

わんぱく留学・ジュニア留学

【研修期間】
【研 修 地 】
【研修費用】

2017 年 3 月 25 日～4 月 4 日（11 日間）
アメリカ合衆国 （西海岸の郊外都市）
368,000 円 （沖縄県をはじめ、全国ほと
んどの県から同一の料金で参加できま
す。） ※燃油サーチャージ料等は含みませ

【研修内容】 ん。
アメリカの一般家庭で家族の一員としてホームステイしな
がら、月曜から金曜まで午前中は、現地の小学校（わんぱく
留学）、もしくは、中学校（ジュニア留学）でアメリカ人の子供
達と一緒に授業を受け、午後からは社会見学、ボランティ
ア活動等があります。そして、週末はホストファミリーと過ご
す総合的な異文化体験学習プログラムです。
【参加資格】
● 現在の小学４年生以上、中学生、高校生
● 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】

２０１７年１月２５日

（定員になり次第締め切ります。）

【参加者の感想】 英語を聞いていると時折わからない単語
が出てきます。そんな時だとは、恥ずかしがらずに聞き
返すことが大切だと知りました。ホストファミリーやアメリ
カ人の友達はジェスチャーなどで優しく教えてくれまし
た。そうやって「分からない」を少しずつ「分かる」に変え
ていくことがこのプログラムにおいて、一番大切なことだ
と思います。
― 沖縄県の参加者の感想文より －
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「介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）
」講座のご案内
教頭

中村 成希

プラスαコース（資格取得）でもご案内している『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』
の講座が、沖縄大学で実施されます。一般の方も参加しますが、八洲学園大学国際高等学校の在校
生・卒業生・保護者の方の場合は下記「八洲特別受講料」になっています。これを機に資格取得に
チャレンジしてみませんか？希望者は各担任に申し出て下さい。（校内締切日：２月１５日）
※開講最少人数（１０名）に達しない場合は、中止になるとの事。ご了承ください。

７

文部科学省認可通信教育

八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
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/
講座名『明日から役立つ「日常業務の交渉術」

～“型”を知って簡単マスター ～』
■講座概要：
「交渉」を行う機会は、日常業務の中で意外に多くあります。例えば、部署内/外での打ち合
わせ、上司との会話、同僚との会話など。交渉術は、営業マンや、外交官などの一部の優秀な人だけの
特殊な能力ではなく、
“型”を知れば誰にでも簡単に実践できます。 本講座では、座学と多くの演習を
通して、受講者 1 人 1 人の状況に合わせた“明日から役立つ”交渉術を身につけることができます。 交
渉術を使って、自分や周りの人々の業務環境の改善、仕事のスピードアップを実現しましょう。
□対象者：お勤めをされている方で、人と
接することやコミュニケーションを苦手
としている方や、もっとうまくできるよう
になりたい方、就職活動を始める方など、
交渉力に関心のある方は、どなたでも受講
いただけます。
■受講形態：「八洲学園大学（横浜市）来
校」
「ネット上のリアルタイム受講」か「イ
ンターネット録画配信」
□開催日時：平成 29 年 1 月 14 日（土）
13：00－14：30
※最終開講日より 1 ヶ月間は、講座の録画をインターネットで配信いたしますので、上記日程でご都合
の合わない方でもお申込いただきましたら、オンデマンド（録画）で視聴いただけます。
■講師：英 利樹
□受講料：通常受講料：３，０００円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：２，５００円（税込）
■支払方法：申込完了後に大学より案内
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□日程と各回の内容：
日程

1

1 月 14 日(土)

時間

13:00-14:30

内容
【明日から役立つ交渉術】
交渉によるゴールの設定 ―関係者が幸せになるゴール
交渉の準備 ―関係者の状況整理と選択肢
交渉のための“型” ―知って得するテクニック
交渉相手の“罠”の回避 ―備えあれば患いなし
各種演習

≪八洲学園大学「英 利樹（はなふさ としき）先生」の紹介≫
兵庫県生まれ。岡山大学大学院 理学部物理学科卒業。
大学院卒業後、大手メーカー、コンサルティング会社などを経て、
2016 年に独立開業。大手メーカーでは設計開発に従事。その後、
コンサルティングファームに入社し、数十社の業務改善を行う。コ
ンサルティングを通して、ヒューマンスキルを苦手としている方の
多くが十分な教育を受ける機会が無かったことに着目し、個人への
支援にも業務範囲を広げ、5 年で 200 名以上のヒューマンスキル
向上を支援。１人１人が持つ特性をより輝かせるための『ヒューマン
スキル向上』をより多くの方に提供する為に日々奔走している。

１月講演＆勉強会
教頭 中村 成希

◆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：１月２２日（日）１４時～１５時３０分（１３：３０受付開始）
◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要）
◆参加費：無料
◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ）
◆講 師：佐久田・仲間 （沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課 NPO プラザ）
フリースクールや、不登校・ひきこもりの相談・支援の多くの団体が「ＮＰＯ法人」と
して活動しています。今月の勉強会は、沖縄県子ども生活福祉部の佐久田・仲間様より、
ＮＰＯ活動・法人について教えて頂きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【●NPO 活動について●】
平成２８年度１０月末現在、沖縄県では、５７７の団体が認証を受け、NPO 法人とし
て活動しています。どうして NPO 法ができたのか、「NPO 法人になるためにはどんな手
続が必要か」について紹介します。
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年末年始のお知らせ
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

090-6856-3434

kanesue@yashima.jp

提携校・海外クラス 金居クラス

通学スクーリング
事務部 番場 晴美
・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♪

１月通学スクーリング

１月５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。

１月
通学スクーリング

1年次(α)

ホームルーム
1時間目

合同体育α・β・γ

（10：10～11：30）
昼休み
（11：30～12：30）

2時間目
3時間目
（14：10～15：30）

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。

（9：50～10：00）

（12：40～14：00）

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

国語表現

地学基礎

国語総合

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

化学基礎
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「全国にある学習拠点（学習提携校）
」のご紹介
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。）

【学習提携校名】
北海道ブロック

北海道

東北ブロック

宮城県

関東ブロック

東京都
千葉県
静岡県

中部ブロック

愛知県
石川県

関西ブロック

大阪府
京都府

中国ブロック
四国ブロック

広島県
山口県
高知県

福岡県

九州ブロック

大分県
佐賀県
熊本県
長崎県
宮崎県
鹿児島県

沖縄ブロック

沖縄県

●代々木アニメーション学院（札幌）
●札幌中央義塾高等学院
●代々木アニメーション学院（仙台）
●代々木アニメーション学院（東京）
●アップスクール高等部（東京）
●世田谷みどり塾（東京）
●ＯＳＥアカデミー（千葉）
●ヒーローズアカデミー国際高等部（静岡）
●代々木アニメーション学院（名古屋）
●中京ドリーム高等学院（名古屋）
●代々木アニメーション学院（金沢）
●代々木アニメーション学院（大阪）
●近畿自由学院（大阪）
●ライセンススクールコーポレーション（京都）
●代々木アニメーション学院（広島）
●プロ家庭教師のディック学園（広島校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●陽気塾（高知）
●代々木アニメーション学院（福岡）
●サンライズスクール（福岡）
●ＨＡＢＩＴＺ高等部（福岡）
●福岡理容美容専門学校（高等課程）
●寺子屋みらい高等学院（福岡）
●寺子屋みらい高等学院（北九州校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（福岡校）
●プロ家庭教師のディック学園（久留米校）
●プロ家庭教師のディック学園（北九州校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（大分校）
●プロ家庭教師のディック学園（中津校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●楠陽（なんよう）学院高等部（佐賀）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（熊本校）
●プロ家庭教師のディック学園（長崎校）
●プロ家庭教師のディック学園（延岡校）
●スタディルーム高等部（鹿児島）
●マイン高等学院（鹿児島）
●プロ家庭教師のディック学園（鹿児島校）
●マイン高等学院（沖縄）
●スタディ（沖縄県内各地）
●早稲田育英ゼミナール（浦添校）
●未来学習塾（石垣島）
●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
●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校）
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【住 所】
北海道札幌市中央区
北海道札幌市西区
宮城県仙台市青葉区
東京都千代田区
東京都板橋区
東京都世田谷区
千葉県佐倉市
静岡県浜松市中区
愛知県名古屋市中村区
愛知県名古屋市千種区
石川県金沢市
大阪府大阪市北区
ちゅ
大阪市城東区
おお
京都市下京区
広島県広島市中区
広島県広島市中区
山口県
高知県高知市
福岡県福岡市博多区
福岡県糸島市
福岡県久留米市
福岡県福岡市中央区
福岡県福津市
福岡県北九州市
福岡県
福岡県
福岡県久留米市
福岡県北九州市小倉北区
大分県
大分県大分市
大分県中津市
佐賀県
佐賀県佐賀市
熊本県
熊本県熊本市
長崎県長崎市
宮崎県延岡市
鹿児島県鹿屋市
鹿児島県鹿児島市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市久米
沖縄県本島内各地
沖縄県浦添市
沖縄県石垣市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市

文部科学省認可通信教育

1

日

元日、学校休業日

16

月

2

月

振替休日、学校休業日

17

火

3

火

学校休業日

18

水

4

水

１月 S キャンセル返金可能〆切
１月 S 返送書類必着

19

木

5

木

☆通学スクーリング（自由参加）

20

金

6

金

21

土

7

土

22

日

8

日

23

月

9

月

24

火

10

火

25

水

11

水

●１月スクーリング●

26

木

12

木

2 月 S 申込書〆切（消印）

27

金

13

金

28

土

14

土

29

日

15

日

30

月

31

火

成人の日

2 月 S 申込〆切（必着）

2 月 S 詳細発送

2 月Ｓ：ＲＨ提出〆切
ゆんたく発送

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。

ご相談・お問合せ

（無料）

平日９時～１７時

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。

フリーコール ０１２０-８４０-５９８
（PHS/携帯/公衆電話からも可）

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/
（携帯ＱＲコード）
http://k.yashima.jp/（携帯サイト）
フェイスブック http://www.facebook.com/yashima.kokusai
１２

