
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２      担任からみなさんへメッセージ「ここ最近の私のお気に入り」 

・ ｐ３      科目追加登録について ／ 学校ホームページをリニューアルしました 

・ ｐ４      平成２８年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ５     ３月講演＆勉強会 

・ ｐ６－７    八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

                  ／ 通学スクーリング時間割 

・ ｐ８     まだ間に合う！八洲学園大学４月入学 

・ ｐ９      「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１０     ３月行事予定  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年２月２７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。 

   



事務部 番場 晴美 

今回は「ここ最近の私のお気に入り」がテーマです♪ 

最近の私のお気に入りはわが子と一緒に行う手作りお菓子です(^^)/ 

野菜嫌いの子どもたちは「じゃがいも」を手作りポテトチップスにする

と、あっという間に食べてしまいます！また、「さーたーアンダーキー」

や「ちんびん（黒糖味の沖縄風クレープ）」などは専用のミックスを使う

と便利で簡単に作れます！シャーベットやゼリーも市販のものより手作

りの方が美味しいし、出来上がるまでのワクワク感があり、はまってい

ます♪手作りお菓子でオススメがあればぜひ教えてください(^_-)-☆ 

２ 

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。私の最近のお気に
入りは「園芸」です。 
今まで興味もありませんでしたが、最近は植え方や育て方に凄く
興味があり、学校で担当している具志堅さんに質問攻めをしてい
ます！ 学校で咲いている桜やハイビスカスなども全て具志堅さ
んが管理しているんですよ、意外でしょ(笑) 皆さんも何か最近に
なって急に興味を持ったものはありますか？ また教えて下さい
ねヽ(^o^)丿 

みなさん、こんにちは(*^^*)３・４番クラス担任の比嘉彩香です。 
私の最近のお気に入りは、amazon で買い物をすることです！特にスク
ーリング中は、なかなかショッピングに行くことができないので最近は
インターネットショッピング（特に Amazon）にお世話になっていま
す。本当に便利な世の中になりましたねー（笑）私のデスクの周りには
Amazon で購入した商品がたくさんありますっ。沖縄にはないレアな
商品も手に入れることもできますし、本当に重宝しています！！最近は
スクーリング中のお腹が空いた時のために、４０食入りのスープセット
を調達しました♪インターネットショッピングでこんなすごいの購入し
たよーというのがあれば、スクーリング中ぜひ教えて下さいね～(^^♪ 

皆さん、こんにちは！私のここ最近のお気に入りは「万能ねぎ」で

す！昔からねぎは大好きで、沖縄そばにはそばが見えなくなるぐら

い大量に入れています。最近は料理を下手なりにやるようにしてい

るので、ただ入れるのではなく彩りを考えて添えたり、 

風味を楽しんだりしています★ちなみに、万能ねぎ 

は風邪予防にもいいらしいので、みなさん積極的 

に料理に取り入れてみて下さいね ((^∀^*)) 

最近に始まったことではないですが、ここ最近の私のお気に入りは韓国
ドラマを見ることです(^O^)つい最近、予約していた DVD が届いて毎日
楽しく見ています♪そしてずっとやろうやろうと思っていた韓国語の勉
強も始めました！！新しいことを始めるって楽しいですね。皆さんに負
けないように私も勉強頑張ります(^○^) 
韓国ドラマ見てるよーという生徒さん、スクーリングに来た際はたくさ
んお話しましょう！K-POP はあまり詳しくないので、K-POP が好き
な生徒さんはおすすめがあればぜひ教えてくださいね。ちなみに、最近
届いた DVD は「太陽の末裔」です♪ 

海外・提携校クラス担任の金居です🎵みなさん元気に過ごしています
か？私のクラスは、日本中に住んでいる生徒さんだけでなくて、海外に
留学している生徒さんもたくさんいて、旅行が大好きな私にとって、生
徒さんと住んでいる場所の話をするのが大好きです。話をしながら、行
ってみたい国や都市がたくさん増えてきました。そこで旅行の計画をす
る時のお気に入りが、楽天トラベルやじゃらんなどの予約サイトです。
予約サイトによって同じホテルでも値段が違う場合や異なる宿泊プラン
があって、いつもにらめっこです。特に、口コミは重要視しています。
最近は、何でもインターネットで調べることが出来ますね！！是非、み
なさんのおすすめな物があったら教えてくださいね(＾◇＾) 

 



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。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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 3/17（金）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 3月 17日（金） ～  3月 31日（金）  当日必着 4月 17日（月） 

第２期 4月 1 日（土） ～  4月 30日（日）   消印有効 5月 15日（月） 

 

事務部 鈴木 啓之  
 

学校ホームページをリニューアルしましたので、みなさんどうぞご覧ください。トップページから「在

校生はこちら」へのリンクの位置も移動しています。自宅学習ページ、進路情報、ゆんたく電子版（カ

ラー）、証明書発行願など、頻繁に利用される方は「在校生はこちら」をブックマークにご登録ください。 

URL：https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

 

 

 

 

 

◎ 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） 

３ 

学校ホームぺージをリニューアルしました 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

QR コード 



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達を表彰しましたのでご紹介します。（画像中央は岸本久律先生。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●江崎グリコ「I AM ALMOND PEAK」グリコ賞 佐藤野乃花（本人・作品：左側）

小原玲奈（本人・作品：右側） ※代々木アニメーション学院高等部：仙台校＆東京校所属 

 

平成２８年度「功労賞」のご紹介 

白 

文部科学省認可通信教育 

４ 

●「第５回バイオ

テクイラストコ

ンテスト」で準優

秀賞だった宮田

葉月さんにも授

与を致しました。

（大阪校所属） 

 



コミュニケーションで一番大切なのは、相手の質を知り、

まずは理解する事。 

理解する事で、相手の個性によって接し方が変わり、スム

ーズなコミュニケーションが生まれてきます。 

まずは自分の『取扱い説明書』を作って、自分を理解してみましょう。 

●どんな質を持って生まれてきたの？（数秘学） 

●どんなオーラを出しているの？（オーラ撮影） 

●本当の自分の心の声は？（オーラソーマカラーボトルを選ぶ） 

 勉強会での配布資料をもとに、身近な方への「トリセツ」を作ってあげるのもいい

ですね。 

 

 

 

教頭 中村 成希 
 

 

 

～本来の自分を知りましょう～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月講演＆勉強会 

 

文部科学省認可通信教育 

５ 

◆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：３月２５日（土）１４～１６時（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要） 

◆参加費：５００円 

◆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：川島 弘子 （ 株式会社リバアート 代表取締役社長 ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

【紹介】日本、シンガポール、オーストラリア、タイなどで、

メディアや講演会、イベント等でご活躍。著書「オーラソーマ®

ジュエリー物語」講談社エディトリアル出版 

 



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：さまざまなストレスのなかでも、対人関係でのストレスを感じている人が多くなっています。関

係性が希薄な現代社会ではありますが、それでも会社や学校、ご近所付き合い、あるいは家族や友人、恋人な

ど、私たちはたくさんの人間関係のなかで生活しています。人と関わることのわずらわしさや悩みなどのなか

で心を閉ざし、孤独を深めることで、心の病気や引きこもり、自死や孤独死などが増加し、社会問題になって

います。人間関係がストレスなのと同時に、ストレスを癒していくのも人間関係です。人と人との関係が心の

健康度をあげるといわれています。私たちの心と身体の健康を守り、しあわせになるためには、誰かの「支え」

が必要です。この「支え」＝社会的支援について

学んでいきたいと思います。 

□対象者：心理学や人間関係に興味がある方 

■受講形態：「インターネット録画配信」 

□開催日時：２月２５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。オンデ

マンド（録画）での視聴スタイルです。 

■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 

□日程と各回の内容： 

 日程 時間 内容 

1 
オンデマンド 

（録画配信） 

オンデマンド 

（録画配信） 

【人とのつながり―社会的支援（ソーシャルサポート）】 

地域社会のネットワークの中で、お互いに支えあうことをソーシャル・

サポートといいます。 

関係性が希薄になっている現代社会において、「つながる」ことで心と身

体の健康を守っていくことの大切さを学んでいきます。 

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 

講座名『人間関係を考える心理学』  

～心の健康と社会的支援～ 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

≪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 

 

文部科学省認可通信教育 

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♪ 
 

３月通学スクーリング ３月２３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。 

 

 

 ３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）

科学と人間生活 現代文B コミュ英語Ⅱ

1年次(α) 2年次(β) 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

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

体育α 社会と情報 理科課題研究



QR コードよりパンフレットやサイトを閲覧できます。 

高大連携推進委員会 鈴木 啓之 

「自分のペースで、なりたい自分を見つける」 

八洲学園大学では、年間約200科目の中から、好きな科目を学習して卒業が可能です。 

学習はインターネット上で行ないますので、一度も通学せず在宅学習のみで卒業できます。 

 

【八洲学園大学の特長】 

●通学不要（学習はすべてネット上で行う） 

●資格取得（図書館司書など4つの国家資格を取れる） 

●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

 

【学費】 

八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！ 

4年間で卒業を目指す場合、学費総額は約110万円～。 

※お支払いは半年ごと。半年間で約13万円～。 

※奨学金制度や各種学費サポートプランを用意。 

 

【出願時期】 

4月24日（月）まで。 

※平成29年度 第1学期（4月入学）募集期間 

 

【出願方法】 

インターネット出願、入学試験なし。 

※400～800字の作文の提出あり。 

 

【オンライン入学説明会】 

インターネット上で参加できる説明会。 

・3月15日（水）  20時10分～21時10分 

・3月18日（土） 10時40分～11時40分 

※Windowsパソコンでのみ受講可能。カメラ等の購入は不要。 

※参加希望の方は、下記QRコードより希望日時を連絡。 

 

興味がある方はクラス担任にご相談ください。 

 

 

まだ間に合う！ 八洲学園大学 ４月入学 

文部科学省認可通信教育 

８ 

■大学サイトはこちら           ■大学パンフレットはこちら     ■説明会申込はこちら 

 



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 

文部科学省認可通信教育 

９ 

    【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 

埼玉県 ●アップスクール高等部（埼玉） 埼玉県戸田市 

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 水  16 木  

2 木 ３月 S キャンセル返金可能〆切 17 金 科目追加登録のお知らせ発送 

3 金 ３月 S 返送書類必着 18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月 春分の日 

6 月  21 火  

7 火  22 水  

8 水  23 木 ☆通学スクーリング（自由参加） 

9 木 ●３月スクーリング● 24 金 成績発送 

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火  

14 火  29 水  

15 水  30 木  

   31 金 ゆんたく発送 

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。 

１０ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

