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１月スクーリングダイジェスト
事務部 番場 晴美

アロマキャンドル作り

アロマオイルで
アロマキャンドル
を作りました！

オリジナルのアロマ石鹸作り

石鹸にアロマオイルを入れて
アロマ石鹸を作りました！

アロマチョコレートを試食♪

チョコレートにハーブを入れて
ハーブチョコを作りました♪

アロマオイルを垂らして
アロマしおり作り

☆生徒さんのコメント☆


アロマやハーブに触れたり、作ったりしたのが初めてで楽しかったです！
家に帰ってからも色々やってみようと思います！



アロマ体験楽しめました。



リラクゼーションの内容を自宅でも試してみたいと思います！



特別活動では家で使えるものを作ったのでとても良かったです(^^)/



アロマは苦手だと思っていたけど、好きな香りもあって新しい発見ができました。



最初から最後まで楽しくて帰るのが惜しいです。


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。
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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
各担任から「平成２８年度３月卒業を目指すみなさんへ」伝えたいことをお届けします♪
卒業まであとわずかとなりました。これから卒業を迎える皆さん、卒業
後の進路は決まったでしょうか。今後どうしようか悩んでいたら、ぜひ
連絡下さい！今すぐでなくても、卒業後、やっぱり進学したいという気
持ちになれば、その時でも気軽に連絡してきて
下さいね。自分の道は自分で切り開く！
皆さんの輝かしい未来の為に、一緒に考えて
いきましょう((^∀^*))
みなさん、3・4 番クラス担任の比嘉彩香です。今年もどうぞよろしく
お願いします(^^)/ 八洲学園大学国際高等学校では、後期卒業式が２月
２６日にあります。卒業式では、一人一人みなさんの名前を呼んで卒業
証書授与の瞬間が見られることを本当に楽しみにしています(*^_^*)
２月スクーリングに参加して卒業を目指すみなさんは、特に体調を崩す
ことのないよう気をつけていきましょうね★すでに卒業確定しているみ
なさんも、忙しいとは思いますが、卒業式に来てくれると嬉しいです♪
今後の進路に関しても、悩みや不安があればその都度一緒に解決してい
きましょう！！みなさんからの連絡待っています(*´꒳`*)
５・６番クラスの皆さん、こんにちは！２８年度後期ももうすぐ終わり
ます。すでに卒業確定された方、今年度分の単位修得された方はお疲れ
様でした。また、２月スクーリングで卒業を目指している皆さん、まず
は体調管理が大切です。次に自宅学習課題の提出。後回しにしてなかな
か終わっていない方もラストスパートして前進して下さい！
「高校卒業」で人生が大きく変わる方もたくさんいます。皆さんも入学
した当初の気持ちを思い出して前進しましょう！
わからないことがあったら、気軽に連絡して下さいね！
卒業確定された生徒さん、２月スクーリングに参加をして卒業を目指す
生徒さん、いよいよ卒業式目前となりましたね。高校生活でやり残した
ことはありませんか。今だから出来ること、今しかできないことがある
かもしれません。残りの時間を有意義に使ってください。リポートが終
わっていない方はラストスパートです。自分で後悔しないよう進めてい
きましょう。それでは卒業式でお会いできるのを楽しみにしています。
既に卒業が確定している生徒さんでまだ進路が未決定の方へ。今からで
も間に合う志望する分野の専門学校や大学があるかもしれません！ま
た、就職を希望している生徒さんも、今からでもハローワーク経由で間
に合うところもあります！希望する方は至急ご相談ください！また、卒
業式に出席される方、元気な姿で再会できることを楽しみにしています。
卒業式に都合で出席できない生徒さんは、学校の近くに来ることがあり
ましたらいつでも気軽に立ち寄ってください。これからも、皆さんのご
活躍をお祈りしています。
卒業確定済のみなさん卒業おめでとうございます！また、まだ卒業確定
していない生徒さんは、〆切日までに課題の提出を頑張りましょう！
卒業式に出席する皆さんは、当日お待ちしています！！
まだ、進路の決まっていない生徒さんは、一緒に考えますので、早めに
電話くださいね。
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平成２８年度後期卒業証書授与式について
教務部 島袋 瑠美

卒業証書授与式のご案内
2月スクーリング最終日【2月26日（日）
】に、平成28年度後期卒業証書授与式を挙行いたします。1
月スクーリングまでに卒業確定している方で、卒業証書授与式に出席を希望されている方へ1月19日
（木）に「卒業証書授与式詳細文書」を発送しています。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。

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！
平成28年度後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。

証明書の発行時期について
事務部 鈴木 啓之
年度末が近づきましたので、
『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期について、
改めてご案内します。

■ 単位修得証明書･･･平成２８年度後期に単位修得した科目は、４月１日以降の発行

申請は
余裕を
持って！

※（２８年度後期卒業生は３月１日以降の発行）

■ 卒業証明書

･･･平成２８年度後期卒業の方は、３月１日以降に発行

※（２８年度後期卒業生確定者・見込者は卒業前に「在校生料金」で申込ができます）

なお、２月２６日 卒業証書授与式の翌日以降に学校受信の証明書発行願申請については、証明書発
行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、証明書の必要な方はお早めにお申込下さい。
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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、１月
スクーリングに参加しました生徒さん２名を表彰しましたのでご紹介します。
【※画像中央は、担任の金
居央先生（理科）
】

●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（画像左側）
●第２０回ＮＢＡ全国バレエコンクール（高校生男子の部）第１位の１
（画像右側）
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沖縄タイムス（新聞）記事のご紹介
教頭 中村 成希
八洲学園大学国際高等学校を卒業しました小泉ケイ子さん（沖縄県出身）のご活躍が、新聞「沖縄タ
イムス（１２月２０日：朝刊）」に載っておりましたのでご紹介します。（沖縄タイムス社提供・ご本人
掲載許可済み）
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「花メッセージフォトコンテスト作品募集」
+αコース委員会

岸本 久律

沖縄花のカーニバル 2017 のフォトコンテストの作品募集の案内です。写真が好きな方、
今年新しいことを始めてみたい方、フォトコンテストに応募してみませんか？
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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『人間関係を考える心理学対人魅力』
～人を好きになるのはなぜ？～
■講座概要：人が人を好きになる理由はさまざまです。
趣味が似ていたから、席がとなりになったから、あるいは見た目がとても素敵だったから、などの理由
で人は人に好意をもちます。人が他者に対して感じる魅力（好き嫌い）を心理学では「対人魅力」とい
います。
人を好きになったとき、それは相手の人がとても魅力的だったからと思いがちですが、好意をもつとい
うのは、相手と自分との関係性であったり、自分の感情状態であったり、おかれている環境などが影響
しています。対人魅力とは、人間関係の心理学のなかでもとても重要な概念です。人を好きになる心の
メカニズムを知ることによって、人間関係を豊かにすることができるでしょう。
□対象者：心理学や人間関係に興味がある方
■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 2 月 25 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：竹田 葉留美
□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
８
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□日程と各回の内容：

1

日程

時間

内容

2 月 25 日(土)

13:00-14:30

【人が人を好きになる理由とは】
人を好きになる要因とは何だろうか？対人魅力についての心理的要因を
解説し、さまざまな仮説や、過去に行われた実験を紹介していきます。

≪八洲学園大学「竹田 葉留美（たけだ はるみ）先生」の紹介≫
◆八洲学園大学 准教授・臨床心理士
◆大学や専門学校で臨床心理学を中心としたカウンセリングやコミュニケーション、
ストレスマネジメント教育を行う。また管理栄養士や作業療法士、理学療法士など、
対人援助職を目指す方々のための講座や、企業でのメンタルヘルスを中心とした各
種研修、心理学に興味をお持ちの方のためのセミナーなど、心理学を日常に活かす
講座を実施している。
◆研究領域：臨床心理学、社会心理学、観光心理学など。特に記憶とメンタルヘル
スとの関係や、 旅行・観光とメンタルヘルスを研究する「メンタルヘルスツーリ
ズム」など。
◆所属：日本心理学会、日本心理臨床学会、日本産業組織心理学会、日本産業スト
レス学会、日本臨床心理士会、東京臨床心理士会
◆著書：
「自ら挑戦する社会心理学」土肥伊都子編著（共著）保育出版社
「習慣を変えれば、人生は変えられる」郭 錦珠著

小口孝司監修（編集協力）教育評論社

八洲学園大学に進学して学んでいる卒業生のインタビュー記事が、
八洲学園大学 Web サイトに掲載されました。
後輩の在校生のみなさんへの懇切なアドバイスも投げていただい
ていますので、ご一読ください
「ゆんたく 編集室より」
http://www.yashima.ac.jp/univ/entrance/voice/cat1/post-20.php
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介護資格専門スクール「未来ケアカレッジ」提携
教頭

中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、年間受講者数が約２７，６００人の介護資格専門スクール日本
No.1「未来ケアカレッジ」と提携する事になりました。提携する事によって、現在、
『介護職員初任
者研修（旧ホームヘルパー２級）』の講座は沖縄県在住の方しか受講が出来ませんでしたが、関東、
東海、関西、九州エリアの在校生・卒業生・保護者の方も八洲学園価格での受講が可能になります。
また、介護関係での提携資格は「身上監護士」もあります。
（※興味のある方は、資料を送りますの
で各担任までご連絡ください。
）
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平成２８年度後期卒業生の調査書・推薦書について
事務部 鈴木 啓之
大学や専門学校の平成２９年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで願書を受け付け
ている場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。
調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、本校事務宛てに申し込みください。
申込用紙が学校に到着後、発行までに 1 週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日などを
確認し、余裕をもって申込むようにしてください。
なお、調査書発行手数料は、２月２６日までの受理については無料ですが、２月２７日以降は、一通
につき２００円の手数料がかかります。

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♪

２月通学スクーリング

２月１９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
・時間割は変更（追加）される
場合があります。

※昼食のバス送迎は出ません。
※送迎バス利用者は３限～８限
までの参加となります。

1限
2限
3限
4限
5限
6限
昼食

2 / 1 9 ( 日)
8：30～9：10
9：10～9：50
10：00～10：40
10：40～11：20
11：30～12：10
12：10～12：50
12：50～13：40

7限

13：50～14：30

8限
9限
10限
休憩
11限
12限
夕食
13限
14限
15限
16限

14：30～15：10
15：20～16：00
16：00～16：40
16：40～17：00
17：00～17：40
17：40～18：20
18：20～19：30
19：40～20：20
20：20～21：00
21：10～21：50
21：50～22：30
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≪時間厳守≫

1年次（α）

2年次（β）

書道Ⅰ
玉城(健)

コミュ英語Ⅰ
有島

科学と人間生活
金居

日本史Ｂ
玉城(優)

化学基礎
岸本

国語総合
比嘉

生物基礎
長﨑

地理Ｂ
玉城(優)

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

学習会

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

学習会

学習会

地学基礎
島袋(正)

コミュ英語基礎
早川

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

コミュ英語基礎
早川

英語Ⅱ
天野

コミュ英語Ⅱ
天野

数学Ⅰ
島袋(正)

3年次（γ）
古典
比嘉

古典Ｂ
比嘉
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海外渡航の際の安全確保について
事務部 鈴木 啓之

海外では、災害・犯罪・入国トラブル・航空便やホテルの遅延や手配違いなど、さまざまな困難
に遭うリスクがあります。外務省領事局／領事館は日本人渡航者の利益を守り、安全を確保する活
動をしています。海外に渡航予定／渡航中の方、子どもを渡航させる方は、ぜひ外務省領事局／領
事館に登録をして、安全の確保を図ってください。また、渡航先や中継国の領事館の電話番号は確
認しておきましょう。渡航中に財布や旅券の盗難に遭ったり、乗継の接続がなくて中継国で宿を探
す場合も、最寄りの領事館に連絡がつけば助けてくれます。

【外務省領事局】「渡航登録サービス」

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

たびレジ登録

短期語学研修、スポーツなどの海外遠征、旅行や観光で外国に行く

際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」の登録をおすすめします。渡航先の在外公館等から登録
された連絡先に、渡航先で役に立つ情報が無料で送られてきます。
「たびレジ」に登録すると、まず旅行先国の最新防犯情報や注意事項が電子メールで提供されま
す。また、旅行先国に所在する日本国大使館などが在留邦人に出す緊急一斉通報や、最新の渡航情
報もリアルタイムで受け取ることができます。更に、現地で大きな事件や事故、災害が起こった場
合には、登録された連絡先を基に日本国大使館などから緊急連絡を行いますので、必要な方は支援
がスムーズに受けられます。たびレジの登録が完了した方は滞在先の在外公館の連絡先などのお役
立ち情報を記載した「旅のしおり」を印刷することができます。
「たびレジ」はインターネットサイトから登録します。入力する情報は、旅券に記されている氏
名や旅券番号などのご自身の情報と、 旅行日程、滞在先、連絡先などです。
メールアドレスを３つまで登録できますので、携帯電話や自宅のパソコンだけでなく、家族のア
ドレスの分も含めることができます。また、フリーメールアドレスも登録できますので、携帯端末
がない方でも、旅行先のインターネットカフェなどで情報を受け取ることができます。

たびレジ簡易登録

まだ旅券を取っていない／渡航を検討中の方や渡航する子ど

ものために周辺国を含めて情報を収集したいというご家族向けに、メールアドレス（複数アドレス登録可能）と、
国・地域（複数指定可能）を登録するだけで、最新の海外安全情報メールや、在外公館が発出する緊急一
斉通報を提供するサービスです。

在留届電子提出

３か月以上の長期滞在の際は、外務省「在留届電子提出」をご利

用ください。現地に行かれた後に届け出ることが義務づけられています、住所等が決まりましたら、「在留届
電子届出システム（ORRnet）」サイトから登録してください。いざというときに、ご家族からの安否確認にも迅
速に対応できます。
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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
事務部 鈴木 啓之

就学支援金加算支給額の返金時期がさらに遅れる見込みです
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１１~１２月期に一括代理支給がされますが、今年度は１月１７日現在通知がありません。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。
当校では、みなさまのご負担をできる限り軽減するため、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。

日本学生支援機構奨学金予約のお知らせ
事務部 松本 美代子

日本学生支援機構の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校奨学金（取り扱いが出来ないと
ころもあります）は、高校在学中に在籍高校で予約手続きを行い奨学金採用予定者となると、大学
等に進学後、直ちに（進学先で手続きをおこない）奨学金支給を受けることができます。
日本学生支援機構奨学金には、第一種奨学金（無利子貸与奨学金 月額３万円～６万４千円）と
第二種奨学金（有利子貸与奨学金 月額３万円～１２万円）の種類があり、平成２９年度から支給
の第一種奨学金予約は年１回の平成２９年４月の申込、第二種奨学金予約は年２回（４月、１０月）
受付申込があります（※金額は平成２８年度実績）。平成２９年度より第一種奨学金募集枠が大幅
に拡充される見込みです。
募集は平成２９年４月からとなりますが、募集開始から締め切りまで期間が短くなっておりま
す。平成３０年度４月に大学等へ進学希望で、進学先での日本学生支援機構奨学金を希望する方は、
事務部 松本（0120-917-840）までお早めにお知らせください。学校に機構から案内があり次第、
書類一式をご自宅までお送りさせていただきます。
日本学生支援機構Ｗｅｂサイトの奨学金案内ページ
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/index.html
（平成３０年度進学者向けの案内は４月に掲載予定ではありますが、
前年度の募集要項等を閲覧することができます。
）
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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】
【住 所】
北海道ブロック

北海道

東北ブロック

宮城県
東京都

関東ブロック
埼玉県
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）
●アップスクール高等部（埼玉）
●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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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
埼玉県戸田市
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
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平成 28 年度後期卒業証書授与式
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ゆんたく発送
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月

28

火

3 月Ｓ：ＲＨ提出〆切

14

火

15

水

2 月 S 返送書類必着

3 月 S 申込書〆切（消印）

建国記念の日

2 月 S キャンセル返金可能〆切
3 月 S 申込〆切（必着）
3 月 S 詳細発送

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
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