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・ ｐ２      担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ３      ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４      「学校食堂リニューアル」のお知らせ 

・ ｐ５       「第３回 食学検定試験」のご案内 

・ ｐ６       平成２９年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ７      「バレエスーパーガラ２０１７（MRB）」のお知らせ 

・ ｐ８      競技「クロスカントリースキー」で活躍中の卒業生 

・ ｐ９       進路だより ～受験方法について～ 

・ ｐ１０－１１  八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

            ／ 舞台「三國志（アフリカ座 第１２回公演）」のお知らせ 

・ ｐ１２     資格『遺品整理士』『遺品査定士』のご紹介 

・ ｐ１３     「大阪自動車整備専門学校」のご紹介 

・ ｐ１４     「アメリカ合衆国」での短期語学研修 

・                  ／ 「寒緋桜（カンヒザクラ）」植樹のお知らせ 

・ ｐ１５     第二種奨学金（大学、短大）予約の募集について 

 ／ 沖縄県 県外進学大学生奨学金募集について 

・ ｐ１６     ☆新しいワンちゃんの紹介☆ ／ ７月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１７    「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１８     ７月行事予定 

平成２９年６月２８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 
 

 

９．０番クラスの皆さん、こんにちは(＾◇＾) 

沖縄はすっかり夏の天気になりましたよ！！夏の沖縄といえば、海と星

空が最高ですよ☆彡 夏の沖縄を満喫したい生徒さんは、ぜひ前期中のス

クーリング参加をお待ちしています。スクーリングに参加したい生徒さ

んは必ずスクーリング参加申込書の提出が必要となります。忘れずに期

日まで提出しましょう！！ 

２ 

担任からクラスのみなさんへメッセージ 
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５・６番クラスのみなさん、こんにちは(^^) 

沖縄もだんだん暑くなってきました！日差しが強くなってきたので、最

近は日焼け対策を頑張っています！沖縄の夏は日差しが強いので前期の

スクーリングに参加する生徒さんは、日焼け対策をするのをおススメし

ます(^^)/ 私も夏のスクーリングは、はじめてなので今からワクワクし

ています♪ 一緒にスクーリングを ENJOY しましょうね！お会いでき

るの楽しみにしてます♪ 

こんにちは、玉城です！ 皆さん、自宅学習は順調に進んでいますか？ 

早めに終われば間違いなく卒業出来ますが、後回しにすると卒業が出来な

くなる可能性が残ります。必ず卒業するために、早めに自宅学習進めるよ

うにして下さいね！ また、副担任の比嘉泰子先生からもどんどん皆さん

に連絡をしています。とても優しい先生ですので、気軽に何でも相談して

下さい(^o^) 

 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは★ 

実は最近、写真を撮ることにハマっています！！購入してからほとんど

使っていなかったデジカメがようやく大活躍です(笑) 先日久しぶりに

海に行く機会があったのですが…すごくいい写真が撮れ、やっぱり沖縄

の海は最高だなぁと改めて感じました(#^^#) 天気のいい日には、学校

からも青い海が一望できますので、ぜひスクーリング中チェックしてみ

てくださいね～。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています(^^)/ 

みなさん、こんにちは。沖縄は暑い時期になりました。 

うっかり油断をしてしまい、5 月スクーリングでは日焼け止めを塗り忘

れて早速、腕の皮がむけてしまいました。これからの時期は、日焼け対

策として日焼け止めはもちろんのこと、日射病予防で帽子の活用や定期

的な水分補給も忘れずにしてくださいね。ちなみに、帽子代わりに手拭

いを頭に巻くスタイルが私流です(^^)/ 頭の汗を手拭いが吸い取ってく

れるのでオススメです！ 

皆さん、こんにちは！沖縄はすっかり梅雨モードですが、皆さんのお住
まいの地域は梅雨入りしたでしょうか？梅雨の時期はいつも湿気でじめ
じめ、嫌なにおいにいつも悩まされています( ﾉД`) 皆さんは梅雨を乗り
切るために、どのような対策をしていますか？ 
私は洗濯物がどうしても部屋干しになってしまうので、 
部屋干し用の洗濯洗剤を使ったり、除湿機を 24 時間 
稼働させて、どうにか乗り切っています(´Д｀；) 
ぜひ、皆さんの梅雨対策教えてくださーーい！！  



事務部 番場 晴美 
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５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☆ 
 

☺ 毎日楽しく過ごすことができて思い出もたくさんできました！ 

☺ 今までのスクーリングよりもだいぶリラックスできる自分がいたので成長できているのかなと思
い嬉しかったです。 

☺ 生まれて初めて貼り絵をしました。今回の体験はすごく新鮮で楽しめました(^^)/ 

☺ みんな良い人ばかりだし、少人数なので普段出せない自分の素が出せてのびのび過ごせました。 

他の月のスクーリング写真も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。 

「はらぺこあおむし」を題材にしてオリジナル絵本作りにチャレンジ♪ 

日本昔ばなしの作品「金太郎」の名場面を塗り絵もしました‼ 



教頭 中村 成希 

 

平成２９年度より、八洲学園大学国際高等学校の学校食堂がリニューアルしました。味や栄養バ

ランスはもちろんですが、食事内容に『沖縄色』を出す事にも力を入れております。 

 八洲学園大学国際高等学校がある沖縄県本部町は鰹（カツオ）の町ですので、沖縄そばは「鰹だ

し」にしていたり、タコライスやゴーヤチャンプルーなども提供予定です。 

 

儀間（ぎま）学校食堂長を中心に、美味しい料理が生徒さん達に提供できるように努力致します

ので、宜しくお願いします。 

【※料理画像：５月スクーリング時に提供させて頂いた料理の一部】 

 

「学校食堂リニューアル」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 

 

資格取得コースの「食学調味料アドバイザー」「親子で食学アドバイザー」でご協力いただいてい

る国際食学協会が主催する『第３回 食学検定試験』が全国各地で開催されます。ご興味のある方

は、ＷＥＢ「食学検定試験」で検索してみて下さい。 

 

「第３回 食学検定試験」のご案内 

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では、日ごろ、活躍している生徒さんに「功労賞」を授与しています。 

今回新たに２名に授与が確定しましたので、ご紹介します。（６月９日現在） 

●第４１回 桑名テニス選手権大会 一般男子シングルス 第３位 清水康平 

 

 

 

 

 

●第２０回 ザ・バレコン名古屋（男子

ＹＭ部門） 第１位・愛知県知事賞 

戸田昴希 

 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 中村 成希 

 

学校新聞ゆんたく９月号（2016）で、ベラルーシ国立ボリショイ劇場バレエ団所属（外国人初プリン

シパル・ダンサー）の卒業生「待山 貴俊（まちやま たかとし）」君が、「堺市栄誉賞」を受賞した事を

お伝えしました。その彼が、７月３０日にグランキューブ大阪で開催の「バレエスーパーガラ２０１７

（MRB）」に出演する事が決まりましたのでお知らせします。 

 

 

●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。 

 

 

 

「バレエスーパーガラ２０１７（MRB）」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には、海外でスポーツに専念するために入学している生徒さん達が多く在

籍しています。今回、競技「クロスカントリースキー」で頑張っている「樋田 稜（ひだ りょう）」君 

（北海道出身：２０１４年３月卒業）をご紹介したいと思います。 

  

小学１年生からスキーを始め、八洲学園大学国際高等学校に在学中はSki College Veneto Falcade

に所属、その後は Ski  t eam  B od yE vid enc e  R C S に所属しながら、イタリア共和国   

『ヴェネト州シーズン総合２位（２０１５／２０１６）』という優秀な成績をおさめています。 

  

 夏のオフシーズン中は、トレーニングをしながら、海外遠征費・滞在費を貯めるために日本国内で働

いているそうです。来シーズンの目標を質問すると、「イタリア杯やイタリア選手権で表彰台に立つこと」

とのこと。今後も上を目指して頑張って下さい。 

 

競技「クロスカントリースキー」で活躍中の卒業生 

文部科学省認可通信教育 
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進路指導部 宮城 彩乃 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＯ入試 

大学が求める学生像、受験生の人物像が合致するかどうかで合否が決まる入試方法です。高校の推薦を

必要としない場合がほとんどで、自らの意志さえあれば誰でも受験できます。試験は、書類選考や面接、

小論文などが一般的です。 

指定校推薦 

大学が指定した特定の高校のみを対象とした推薦入試です。高校ご

とに推薦枠（人数）が決まっています。なお、合格したあかつきに

は、その大学以外を受験する事はできません。 

 

 

公募推薦（特別推薦） 
スポーツや文化活動における実績などが評価される推薦方式です。公募推薦の特別推薦入試は、大きく

分けると「自己推薦」「スポーツ推薦」「文化活動推薦（課外活動推薦）」の３つに分類されます。面接や

小論文が課されることが多いようですが、国公立大ではセンター試験が課される場合もあります。 

センター入試 
大学入試センター試験は、大学に入学を志願する者の高等学校段階 

の基礎的な学習の程度を判定することを目的とするものです。 

問題は全てマークシートになっています。センター試験を受験した

結果をもとに複数の大学へ出願する事が可能です。 

 

一般入試 
私立大学では、１月下旬～２月中旬（一部は３月中旬まで）の期間で各大学が個別試験を実地します。

これは入学に必要な基礎学力を測る試験で、センター試験の受験は不要です。また、全大学で統一の日

程が設けられているわけではないため、試験日が重ならなければ何校でも受験できます。過去問題や最

新の入試情報を調べながら勉強を進めましょう。 

進路だより ～受験方法について～ 

文部科学省認可通信教育 
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校内推薦基準については 

学習の手帳Ｐ28に 

記載されています☆ 

 

今年度センター入試は、 

1月 13日(土)、14日（日）

です♪ 

 

大学、短期大学、専門学校への受験方法について紹介します♪ 

受験方法を見つけるポイントは２つ！ 

◎自分に合った受験方法を見つけよう☆ 

◎志望校の受験実施状況をチェックしておこう(学校によって実施している受験方法が異なります) 



高大連携推進委員会 鈴木 啓之 
 

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：同性はもちろんのこと異性とのコミュニケーションや人間関係の構築において、リアルな

現場では学問や理論だけでこなすことはできないのが現状です。本講座では、実際の接客営業の現場で

培ったノウハウですぐに活かせるコミュニケーションのコツやテクニックを入手できる講座です。情報

化社会によるコミュニケーション能力の低下が進む中、コミュニケーション能力に優れている方の社会

での活躍が目に止まります。また、人間の悩みの 100%が人間関係からなると言われている現代において、

コミュニケーション能力は必要不可欠になります。人間関係がとても楽になる考え方やコミュニケーシ

ョン能力アップのコツ、その心構えを学ぶことができる内容になっております。 

□対象者：異性と話す機会がある方。プライベートで

も仕事でももっと人とコミュニケーションを取れるよ

うになりたい方。学問や理論だけでなく、実際の現場

でよくある出来事や生の経験談を聞きたい方。仕事だ

けでなく恋愛にも紐付いてくる＜コミュニケーション

能力＞をもっと向上させていきたいという方であれば

どなたでも結構です。 

■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 7月 1日(土) 13:00-14:30  

※開催日より 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：安彦 大地 氏 

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『男女間での接客や人間関係をより良くするためのコツ 

～コミュニケーション能力の向上～』 

１０ 



□受講料：通常受講料：1,000円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：700円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 

□日程と内容： 

 日程 時間 内容 

1  7 月 1 日(土) 13:00-14:30 
【男女間での接客において人間関係をより良くするためのコツ】 

コミュニケーション能力の低下の原因からそれの改善方法をレクチャー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校を２０１３年３月に卒業し、現在、舞台俳優として頑張っている  

「牧野 誠智（まきの せいち）」君も出演する舞台『三國志（アフリカ座 第１２回公演）』があります。

もしも近隣に住んでいて、三国志や舞台に興味のある方がいましたら、応援お願いします。 

 

 

 

≪八洲学園大学「安彦 大地先生」の紹介≫ 

行動心理士。大学在学中、接客業に携わり、1 年間営業のトップに輝く。そのノウハウを

生かし、東京・神奈川を中心に異性とのコミュニケーションセミナーや講演などを務め

る。「みんなのニュース」や「AbemaTV」,ラジオに出演経験有。現代の情報化社会にお

けるコミュニケーションの低下により、同性はもちろんのこと異性とコミュニケーション

を取れる人が減少しているため、異性と触れ合う職業に就いている方向けに講義。 

文部科学省認可通信教育 

舞台「三國志（アフリカ座 第１２回公演）」のお知らせ 

【 公演情報 】 

●期間：7 月 5 日(水)～9 日(日) 

●場所：新宿 シアターサンモール 

●上演スケジュール： 

7 月 5 日 19：00【Ａ】 

7 月 6 日 19：00【Ｂ】 

7 月 7 日 14：00【Ａ】／19：00【Ｂ】 

7 月 8 日 13：00【Ｂ】／18：00【Ａ】 

7 月 9 日 13：00【Ａ】／17：00【Ｂ】 

●チケット料金： 

前売り 6000 円・当日 6500 円(全席指定) 

●チケット購入方法： 

チケット予約サイト【カンフェティ】、 

『三國志』ページより申込み可。 
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+α委員会 横田 裕美 
 

資格取得コースに新たに２つの資格『遺品整理士』『遺品査定士』が加わりましたのでご紹介します。

また、「メディカルハーブセラピスト」「覆面調査士」「省エネ環境診断士」が終了しましたのでご報告致

します。 

 

遺品整理士認定協会は、遺品整理業の社会的役割と事業者数の 

増大に伴う、モラルの低下を是正することを理念とし、業界の 

健全育成をはかるため、遺品整理士養成講座を運営するととも 

に、認定試験を実施することを目的として設立されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺品査定士は、業界において、『遺品の買取・査定』という、 

新たな市場を創設いたします。「環境に優しい社会」やリユー 

ス・リサイクルを中心とした『循環型社会』が言われる中、 

故人が大切にされていた遺品について、新たな価値を見出し、 

次世代へとその想いをつなぐ存在として、新たな市場の形成 

の一躍を担っていけることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

資格『遺品整理士』『遺品査定士』のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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遺遺遺品品品整整整理理理士士士   

【受講期間】２ヶ月 

特別受講料 

●遺品整理士： 

25,000 円 → 15,000 円 

 

 

 

遺遺遺品品品査査査定定定士士士 

【受講期間】２ヶ月 

 
●こんな方におススメ！！ 

・遺品整理業に興味のある方 

 

 

●こんな方におススメ！！ 

・遺品の価値を見出し、アンティーク

品や高価な品物を見つけ出したい方 

 

特別受講料 

●遺品査定士： 

25,000 円 → 15,000 円 

 

 

 

 

 



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「自動車整備士」取得を目指すために、自動車整備

系の専門学校・大学校への進学を選択する生徒さん達が多くいます。 

 

２０１６年３月に八洲学園大学国際高等学校を卒業し、「学校法人岡崎学園 大阪自動車整備専門学校」

に進学した男子卒業生から、希望する就職先（大手企業）から内定を頂いた報告と、専門学校で頑張っ

ている様子の画像が届きました。夢実現へ向けて前進している姿が垣間見れて嬉しかったです。来年３

月の国家試験まで気を抜かず、引き続き頑張って下さい。（画像掲載許可済） 

 

平成２９年度も例年

通り、「学校新聞ゆんた

く（７月号）」に指定校

推薦学校一覧を掲載す

る予定です。 

 

自動車整備系の専門

学校・大学校だけでな

く、様々な分野の学校

から指定校推薦枠を

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、各担任と進路相談をして下さい。 

 

 

 

「大阪自動車整備専門学校」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 中村 成希 
 

外国語ステップアップコースには、短期語学研修先が２か国（アメリカ合衆国・フィリピン共和国（セ

ブ島））あります。行き先がアメリカ合衆国の場合は、『南日本カルチャーセンター（ＭＮＣＣ）』

と八洲学園大学国際高等学校は学務提携をしております。 

先日、ＭＮＣＣ本社に訪問させて

頂き、情報交換をさせて頂きました。

ＭＮＣＣは、国際交流事業を４０年

以上、そして、取扱者数が２万人以

上の実績があり、企画されているプ

ログラムには、日本各地の多くの教

育委員会も後援しており、安心感の

ある企業です。 

年に３回（夏・冬・春）の短期留

学研修の案内を「学校新聞ゆんたく」

にてご案内しておりますので、記事

を読んだ際、興味があった場合は、

各担任までご連絡ください。 

【画像 左側：濵田純逸先生（代表取締役社長） 右側：中村成希（八洲学園大学国際高校 教頭）】 

教頭 中村 成希 
 

学校敷地内には、『寒緋桜（カンヒザクラ）』がすでに６本ありますが、今回、新たに３本を植樹致

しました。（別名：緋寒桜（ヒカンザクラ）） 

八洲学園大学国際高等学校がある沖縄県本部町は、日本で一番早くに「さくら祭り」が開催されます。

今回の３本が開花するのはまだ先ですが、他の桜の木は毎年開花してますので、１月・２月スクーリン

グに参加した際は、本土の桜との違いを楽しんでみて下さい。 

 

「アメリカ合衆国」での短期語学研修 

文部科学省認可通信教育 
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「寒緋桜（カンヒザクラ）」植樹のお知らせ 



事務部 松本 美代子 
 

日本学生支援機構の第二種奨学金（大学、短大）貸与の予約案内（第二期）をお知らせします。

平成３０年４月に大学・短大へ進学予定の生徒さんが対象となる有利子貸与型（利子率３％程度）の奨

学金で、予約することにより入学した月からスムーズに貸与をうけることができます。希望者は事務部 

松本（０１２０－９１７－８４０）まで連絡をください。応募書類が学校に到着次第頒布いたします。

なお、奨学金予約応募の校内締切は９月１５日（金）必着とします。 

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/teishutsu/ 

※「ゆんたく４月号」で案内しました日本学生支援機構 第一種（無利子貸与型）・ 

第二種の第一期予約募集、および給付型奨学金予約募集は終了しました。 

 

 

事務長 鈴木 啓之 
 

沖縄県より、「平成２９年度沖縄県県外進学大学生奨学金募集要項」の案内がありましたのでお知らせ

いたします。関心・ご希望のある方は、八洲学園大学国際高等学校事務部 松本（０１２０－９１７－

８４０）までお知らせください。 

 

●応募資格・基準 

・応募者が日本国籍があるか在留資格を得ていること 

・保護者が３年以上継続して沖縄県に住んでいること 

・出願時までの高等学校における評定平均値が５段階評価で平均値４.０以上であること 

・家計の所得が一定以下であること 

・文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望する者 

・他の給付型奨学金の給付や予約を受けていない者 

●採用予定人数・給付額 

・２５人程度を予定 

・入学支度金３０万円（平成２９年度中に支給）、奨学金を月額７万円以内 

●選考方法 

・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う 

・第２次選考として面接審査を行う 

・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格

し、入学することによって給付型奨学金を受給する 

●スケジュール 

・校内応募締切：平成２９年９月１日（金）必着 

・沖縄県面接審査：１０月中旬ころ 

・採用通知：１０月下旬ころ 

第二種奨学金（大学、短大）予約の募集について 

文部科学省認可通信教育 
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沖縄県 県外進学大学生奨学金募集について 



環境保健部 宮城 彩乃 
 

八洲学園大学国際高等学校の５代目犬「鈴（すず）ちゃん」がやって来ました♪ 元気いっぱいの

ももちゃんと、人懐っこい鈴ちゃんをこれから宜しくお願いします＼(^o^)／ 

たくさん遊んであげて下さいね☆             (2017.4.14生：柴犬ミックス・メス) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※島袋友美先生が命名・・・周囲を穏やかにさせるすずの音のように、 

周りから愛される存在になってほしいという意味をこめて。 

事務部 番場 晴美 
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☆新しいワンちゃんの紹介☆ 

 

文部科学省認可通信教育 

沖縄北部学習会（本校） 

 

・本校学習会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♪ 

・本校学習会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♪ 
 

７月沖縄北部学習会（本校）７月５日[水] 

・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。 

※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 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

7/5（水） 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

書道Ⅰ
玉城(健)

生物基礎
長﨑

地学基礎
島袋（正）

学習会 学習会
地理B

玉城（優）

国語総合
比嘉

日本史B
玉城（優）

地学基礎
島袋（正）

学習会 学習会
コミュ英語Ⅱ

天野

化学基礎
岸本

コミュ英語基礎
伊禮

国語表現　原田

学習会

学習会 学習会
コミュ英語Ⅱ

天野

学習会
コミュ英語Ⅰ

有島
コミュ英語Ⅱ

天野

学習会
コミュ英語Ⅱ

天野

学習会
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● 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 
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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 東京都世田谷区 

●瑞祥学園 東京都狛江市 

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（福岡校・北九州校） 福岡県福津市・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・久留米校・北九州校） 

福岡県福岡市・久留米市・
北九州市 

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・中津校） 大分県大分市・中津市 

●明星国際ビューティーカレッジ 大分県大分市 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 佐賀県 

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 

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/ 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

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。 

☆ 学習会は自由参加です。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 海の日 

3 月  18 火 ８月スクーリング申込〆切（必着） 

4 火 ●７月スクーリング：９泊● 19 水  

5 水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 20 木  

6 木 ●７泊コース● 21 金 ８月スクーリング詳細発送 

7 金  22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月  25 火  

11 火  26 水  

12 水 ８月スクーリング申込〆切（消印） 27 木  

13 木  28 金 ８月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

14 金  29 土  

15 土  30 日  

   31 月 ゆんたく発送・成績発送 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

