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平成２９年８月３１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 

８月『『アアウウトトドドアア』』ススククーーリリンンググをを開開催催ししままししたた！！ 

・ ｐ２－３    ８月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４      担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ５      科目追加登録について ／ 調査書・推薦書の発行時期について 

・ ｐ６－７    指定校推薦枠の追加のお知らせ 

・ ｐ８      センター試験の申込方法 

・ ｐ９      進路だより ～【履歴書作成の１０の鉄則!!】～ 

・ ｐ１０－１１  平成２９年度「功労賞」のご紹介 ／ 冊子『さぁ、世界へ』同封について 

・ ｐ１２     「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

・ ｐ１３     「ＴＯＫＹＯ ＴＯＰ ＣＯＬＬＥＣＴＴＩＯＮ ２０１７」のお知らせ 

・ ｐ１４－１５  八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

       ／ 平成３０年度大学・専修学校専門課程奨学金予約のお知らせ 

・ ｐ１６     証明書の発行時期について ／ ９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     ９月行事予定 

「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 
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８月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

美美美ららら海海海水水水族族族館館館   

瀬瀬瀬底底底ビビビーーーチチチでででマママリリリンンンスススポポポーーーツツツ   

エエエメメメラララルルルドドドビビビーーーチチチににに行行行きききままましししたたた♪♪♪   
天天天気気気７７７０００％％％、、、笑笑笑顔顔顔１１１００００００％％％♪♪♪♪♪♪♪♪♪   

おおお菓菓菓子子子御御御殿殿殿   

こここののの時時時期期期のののスススナナナッッップププパパパイイインンンははは   
最最最高高高ににに美美美味味味しししいいい♪♪♪   

木木木製製製のののスススプププーーーンンン作作作りりり♪♪♪   

全全全員員員おおおそそそろろろいいいののの   
ひひひまままわわわりりり TTT シシシャャャツツツ作作作りりり   

アアアクククリリリルルル絵絵絵ののの具具具ででで   
ひひひまままわわわりりりををを描描描きききままましししたたた♪♪♪   

入入入校校校式式式   キキキャャャンンンドドドルルルホホホルルルダダダーーー作作作りりり   



 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 久しぶりの野外炊飯がめっちゃ楽しかった。 

☺ カレーとローストチキンがめちゃくちゃ美味しかった！ 

☺ スプーン作りと Tシャツ作りが楽しかった。 

☺ 暑い中、男子たちがかまどをやってくれて味も美味しくできたのでよかった。 

☺ 内容が盛りだくさんで楽しかった。 

☺ Tシャツも最初は恥ずかしかったけど友達と着たら可愛く思えた。 

☺ 野外炊飯は友情が深まって楽しめた。 

☺ 最後の修了式での先生方の唄、本当に感動しました！ 

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。 

３ 

文部科学省認可通信教育 

ダダダッッッチチチオオオーーーブブブンンンでででロロローーーススストトトチチチキキキンンンにににももも
挑挑挑戦戦戦しししままましししたたた！！！   

仕仕仕上上上げげげにににカカカレレレーーールルルーーーををを投投投入入入！！！   

手手手作作作りりりのののかかかまままどどど   

野野野外外外炊炊炊飯飯飯ののの班班班ごごごとととににに   
自自自己己己紹紹紹介介介ととと役役役割割割分分分担担担   
ののの話話話ししし合合合いいい   

キキキャャャンンンドドドルルル   
ホホホルルルダダダーーー   
点点点灯灯灯式式式   

修修修了了了式式式はははキキキャャャンンンドドドルルルサササ
ーーービビビスススででで「「「友友友」」」ののの字字字ををを見見見
てててスススクククーーーリリリンンングググををを振振振りりり
返返返りりりままましししたたた。。。。。。。。。   

   ロロローーーススストトトチチチキキキンンン入入入りりり   
カカカレレレーーーララライイイスススががが完完完成成成♪♪♪
おおおいいいしししそそそうううでででしししょょょ？？？   

皆皆皆ででで作作作っっったたたカカカレレレーーー、、、ロロローーーススストトトチチチキキキンンン、、、   
コココーーールルルスススロロローーー🍴🍴🍴とととてててももも美美美味味味しししかかかっっったたた😍😍😍😍😍😍   



事務部 番場 晴美 
 

 

皆さん、暑い日が続いていますが体調はいかがでしょうか。まだまだ暑

い日が続きますので熱中症などに注意してくださいね。 

私の夏の思い出は、「お弁当作り」です(＾◇＾)娘の学校も夏休みに入り、

給食がないので、毎日お弁当作りに励みました！いやー、給食のありが

たみが十分に伝わる夏休みでした（笑） 

八洲のスクーリング中は食堂のおいしいごはんが待っていますので、皆

さんもスクーリングに参加した際は楽しみにしていてくださいね♪ 

４ 

担任からクラスのみなさんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

皆さんこんにちは♪毎日暑い日が続いてますね(>_<) 

夏バテや熱中症には気をつけてくださいね！ 

前期も９月スクーリングでラストになります。 

３年生の方は、次の進路のことも一緒に考えていきましょうね！ 

何か質問があればいつでも連絡して下さいね(#^^#) 

こんにちは、３・４番クラス担任の玉城です。 

９月は前期卒業式があります。 

皆さんは自分の卒業時期を把握していますか？  

「自分がいつ卒業なのか？」「卒業までに何をする必要があるのか？」  

わからない方は早めに担任＆副担任まで連絡して下さいね！ 

また、進路で悩んでいる方も一度連絡下さい！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆彡 

担任比嘉・副担任の宮城二人とも、沖縄の暑さにも負けず夏バテもせず

元気に過ごしていますよー (*^^*) 

先月号の学校通信ゆんたくで【進路】に関する大事な案内を掲載してい

ますので、まだ見ていない方は必ず確認して下さいね。特に今年度卒業

予定のみなさん、進路相談早めにしていきましょう！(^^♪ 

みなさん、こんにちは。 
早速ですが、今年度卒業予定の生徒さんは進路を本格的に考える時期に
突入しています。進路は焦って決めてほしくはないですがチャンスがあ
るならそのチャンスを活かした方が良いと思います。就職なのか、進学
なのか、進学なら推薦入試なのか一般入試なのか、自分がこの先何を考
えて生きていきたいのかを考えて決めてくださいね。ちなみに、在校生
の皆さんも、何か相談があれば電話でもメールでも相談に乗りますので
気軽にご連絡をください。皆さんからのご連絡、お待ちしています！ 

皆さん、こんにちは！暑い日が続いていますねー。皆さんはお盆をどう
過ごしましたか？旧暦でお盆を行う沖縄では、旧暦の 7 月 13～15 日
までがお盆となっています。新暦でいうと、今年は 9 月 3～5 日です。
初日（ウンケー）に仏壇に果物やごちそうを並べ、ご先祖様をお迎えし
ます。最終日（ウークイ）に親戚が集まり、ご先祖様をお見送りします。
その際ウチカビというあの世のお金を燃やし、向こうで貧乏しないよう
にお見送りします。みなさんの地域ではどのようにご先祖様をお迎え、
お見送りしていますか？ぜひ聞かせてください！！ 
 



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。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。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9/19（火）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 9月 19日（火） ～  9月 30日（土） 当日必着 10月 16日（月） 

第２期 10月  1日（日） ～ 10月 31日（火） 消印有効 11月 15日（水） 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。  

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.56）「調査書・推薦書発行願」、（p.57）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、必要事項を記入します。  

② 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

③ 専願の場合は、学習の手帳（p.29） 「誓約書」をコピーし、記入します。 

④ 手数料相当分の切手を準備してください。 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円  

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑤ 返信用封筒を準備し、①～④の必要書類等とあわせて、学校宛郵送にてご送付ください。  

※ 返信用封筒の大きさ…Ｂ５サイズが入るもの (36cm × 18.5cm) 。 封筒には宛名を明記し、返信用の送料

分の切手を貼付けてください。レターパックも利用できます。 
 

調査書・推薦書の発行時期について 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 

◎ 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） 

５ 

「調査書・推薦書発行願」提出先 
〒905-020 
沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 
八洲学園大学国際高等学校 宛 



進路指導部 横田 裕美 
 

次の掲載校が指定校推薦枠の追加になります（8/15現在）。出願希望の方は、７月号ゆんたくにも300校以上

の指定校を掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦枠の追加のお知らせ 
 

文部科学省認可通信教育 

６ 

【大学】

都道府県 学校名 学部 学科 特典

神奈川県 神奈川歯科大学 歯学部 歯学科

新潟県 長岡大学 経済経営学部 経済経営学科

大阪府 大阪女学院大学 国際・英語学部 国際・英語学科

芸術表現学科

写真・映像メディア学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

スポーツ健康福祉学科

臨床福祉学科：臨床福祉専攻

臨床福祉学科:臨床心理専攻

作業療法学科

言語聴覚療法学科

視機能療法学科

臨床工学科

薬学科

動物生命薬科学科

生命医科学部 生命医科学科

日本文学・文芸創作専攻

地域文化専攻

英語コミュニケーション専攻

国際ビジネスコミュニケーション専攻

東アジア言語文化専攻

子ども未来学科・児童教育専攻

子ども未来学科・幼児保育専攻

環境園芸学部 環境園芸学科

健康栄養学部 食品開発科学科

南九州大学

山口県 梅光学院大学

文学部　人文学科

子ども学部

宮崎県

薬学部

福岡県 九州産業大学 芸術学部

宮崎県 九州保健福祉大学

社会福祉学部

保健科学部

【短期大学】

都道府県 学校名 学科 特典

京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科：夜間課程・男女共学

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科

【専門学校】

県 学校名 学科 特典
コンサート・イベント科

音響芸術科

放送芸術科

ミュージック科

声優・演劇科

ゲームクリエーター科

CGクリエーター科

Webクリエーター科

マンガ科

アニメーション科

グラフィックデザイン科

スポーツビジネス科

公務員科

幼児教育学科：2年制

こども学科：3年制

教育専攻科：4年制

建築学科

インテリアデザイン科

情報システム科

電気電子学科

航空学科

法律情報科

経営情報科

大学併修学科

東京都
東京工学院専門学校

指定校推薦入学の特別奨学金として、選考料として

100.000円を免除します。他の奨学金制度を受ける場

合は、いずれか高い方を優先します。

ただし、大学コース希望者に対しては特別奨学金に代

えて大学の１．２年次の科目履修費を奨学金として支

給いたします。

（３．４年次の大学学費も奨学金として支給されます）

【詳細は東京工学院専門学校募集要項２１ページ参

照】選考料に関しては、無条件で免除いたします。



 

 

 

 

 

７ 

文部科学省認可通信教育 

【専門学校】

県 学校名 学科 特典
エアライン科

エアポートサービス科

英語キャリア科

ホテル科

ブライダル科

ビジネスマナー・秘書科

ファッションビジネス科

観光旅行科

鉄道交通科

大阪府 上田安子服飾専門学校

専門課程　昼間部

ファッション・プロデュース学科

トップクリエイター学科

ファッションクリエイター学科

ファッションビジネス科

ファッションビジネス・ストアマネジメント学

科

ファッションクラフトデザイン学科ファッショ

ン雑貨デザイン学科

専門課程　夜間部

ファッションクリエイター夜間学科

①選考料免除※AO入試と沖縄県奨学金制度を併用

する場合も免除

②入学金免除

昼間部

「A」 入学金の全額（300，000円）免除

評定平均値4.3以上の者（人数制限なし）

「B」入学金の半額（150，000円）免除

評定平均値3.5以上の者（人数制限なし）

「C」入学金の一部（50，000円）免除

評定平均値2.8以上の者（人数制限なし）

夜間部

「D」入学金全額（100，000）の免除

評定平均値3.5以上の者（人数制限なし）

「E」入学金半額（50，000円）免除

評定平均値2.8以上の者（人数制限なし）

大阪府 大阪総合福祉専門学校 介護福祉保健学科 検定料無料

児童福祉科

＜保育士コース＞

＜保育教諭コース＞

介護福祉保健学科

＜介護福祉士コース＞

＜介護・社会福祉士コース＞

理容科

美容科

ダブルライセンスコース

経理・ビジネス分野

税理士・会計士分野

情報処理分野

公務員分野

スポーツ分野

医療事務分野

保育分野

介護分野

公務員分野

スポーツ分野

医療事務分野

保育分野

介護福祉分野

経理・ビジネス、税理士・会計士分野

情報処理分野

公務員分野

スポーツ分野

医療事務分野

製菓分野

経理・ビジネス、税理士・会計士分野

情報処理分野

公務員分野

スポーツ分野

保育分野

介護福祉分野

医療事務分野

大分県 専門学校　大原自動車工科大学校 自動車分野

経理・ビジネス分野

税理士・会計士分野

情報処理分野

公務員分野

スポーツ分野

医療事務分野

介護分野

ビジネス情報学校

調理師養成学科

こども・かいご福祉学科

美容科

エステ整体セラピスト科

沖縄県 沖縄写真デザイン工芸学校 写真デザイン科

臨床工学技士学科

救急救命士学科

柔道整復師学科

スポーツ科学ＣＳトレーナー学科

スポーツ整体・メディカルトレーナー学科

パティシエ・ブーランジェ学科

美容師学科

ビューティーウェデイング総合学科

公務員・教養本科

国際ビジネス本科

こども未来本科

沖縄県 専門学校尚学院ビジネスアカデミー
選考料免除

合格者は学費より5万円免除いたします

大分県 大原簿記公務員専門学校　大分校

大分県 大原医療介護福祉専門学校　大分校

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校

沖縄県 スターウッドＢｅＢ美容専門学校
【免除】

入学金：１０万円または１５万円

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

【免除】

入学金：１０万円または１５万円

受験料：１万円

熊本県 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校

熊本県 大原保育医療福祉専門学校　熊本校

大原簿記情報専門学校　小倉校

福岡県 大原医療福祉製菓専門学校　小倉校

熊本県 大原簿記情報専門学校　熊本校

沖縄県
琉美インターナショナルビューティカレッ

ジ

大阪府 南海福祉専門学校
指定校推薦による入学者には、入学金の半額

（115,000円）を免除いたします。

福岡県 福岡理容美容専門学校
優先入学ならびに授業料２万円免除

注）１年次後期授業料より免除します。

大原簿記情報専門学校　福岡校

入学選考料2万円免除

福岡県 大原スポーツ公務員専門学校　福岡校

福岡県 大原保育医療福祉専門学校　福岡校

福岡県

福岡県

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校

指定校推薦入学の特別奨学金として、選考料として

100.000円を免除します。他の奨学金制度を受ける場

合は、いずれか高い方を優先します。

ただし、大学コース希望者に対しては特別奨学金に代

えて大学の１．２年次の科目履修費を奨学金として支

給いたします。

（３．４年次の大学学費も奨学金として支給されます）

【詳細は東京工学院専門学校募集要項２１ページ参

照】選考料に関しては、無条件で免除いたします。



 進路指導部 横田 裕美 
 

平成３０年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームペー

ジ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることはいたしませ

んのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       平成 29年 9月に卒業する生徒さんと、平成 30年 3月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

      ●今年９月卒業の生徒さん⇒個人出願となります（個人で大学入試センターへ出願してください） 

      ●来年３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

       学校一括出願の方は、 ９月２８日(木)１７時 が 本校必着〆切  となります。 

※ 書類に不備がないかどうか、願書確認等を行いますので、大学入試センターの定める申込〆切 

より本校提出〆切を早めています。ご了承ください。 

 

 願書提出方法  ～平成３０年３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～
 

出願の流れ 注意事項 

① 願書を入手 
『受験案内』（←出願書類一式が綴じこまれています）の配布期間は、９月１日（金）からです。 

願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 

受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 現住所を記入してください。（現住所により試験会場が決まります） 

・ 高等学校コードは 「 ４７５０６Ｊ 」です。 

④出願  

 高校からの一括出願  です。 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

※ 学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。 

⑤出願期間 
八洲への提出受付期間は、 ９月２８日（木）１７時必着  です。 

※ 期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 健康診断はセンター試験申込の際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

※ センター試験申込についてご不明な点がありましたら、八洲までご連絡ください。 

(試験の内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。) 

センター試験の申込方法 

文部科学省認可通信教育 

大学入試センターホームページ ⇒ http://www.dnc.ac.jp/ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～17:00） 

【受験案内入手方法】 

①  大学入試センター試験を利用する全国の各大学の窓口で入手する。(無料) 

（配付期間：平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 29 年 10 月 6 日（金）） 

② 電話（050－8601－0101へかけて資料請求番号 232325を入力）、ホームページ（テレメール Web）(有料) 

（受付期間：平成 29 年 8 月 1 日（火）～平成 29 年 9 月 29 日（金）） 

８ 



進路指導部 横田 裕美 

① 履歴書はすべて『手書き』が原則!! 
⇒文字が与える印象も重要な採用基準。 

② 『読みやすい』、はっきりとした文字で書く!! 
⇒インクは黒かブルーブラック。使用筆記用具は万年筆が基本。 
誤字・脱字は悪印象。当て字や続け文字も判読に困る。 

③ 貼付写真は『スピード写真』やスナップ写真を避ける!! 
⇒ 写真は第一印象を決める。できれば専門の写真館で撮影したい。 
「無背景・無帽・正面・襟の付いた衣服」の条件で。 

④ 『学歴』はできれば小学校から!! 
⇒ 採用側は「居住地」にも関心をもつ。最終学歴だけでは不十分。 

⑤ 『修正液』の使用は厳禁!! 
⇒ 間違えたら最初から書き直す。鉛筆で下書きしてそれをなぞるか、「記入見本」を用意して、 
それを書き写すのが安全。 

⑥ 使用済みの履歴書の『再利用』は避ける!! 
⇒ 不採用企業から返却された履歴書の「リサイクル」は絶対に避ける。「応募の動機」や「将来の 
希望」欄は応募企業に合わせて書き分けよう。 

⑦  封筒の『宛名書き』にも気を抜かない!! 
⇒ 字配りや文字のていねいさなど、封筒の宛名でマイナス点を付けられたら、中の書類に対しても 

良い印象は得られない。 

⑧ 『年号』は元号と西暦の併用が安全!! 
⇒ 日本の企業の場合、正式には元号を使うことが多いが、一見して時間の経過がかわるのはやはり西暦。 
見やすさを考えると、併用が望ましい。 

 <例> 元号 → 平成２９年   西暦 → ２０１７年 

⑨ 急な応募に備えて履歴書は『書き貯め』ておく!! 
⇒ 応募先によって書き分けるのは「応募の動機」や「将来の希望」のみ。それ以外の部分は変更が 
ないので、あらかじめ記入しておいて差し支えない。 

⑩ 作成した履歴書は『コピー』しておこう!! 
⇒ 応募資料は必ずしも返却されるとは限らない。どこの企業にどんな履歴書を送ったのか、自分の 
手元にもコピーを残しておこう。 

 

 

 

進路だより ～【履歴書作成の１０の鉄則!!】～ 

文部科学省認可通信教育 

９ 

～ワンポイントアドバイス～ 
【趣味・特技】 

“特になし” は絶対に避けよう!! 

【校内外の諸活動】 

ボランティアや地域活動、公共活動など、積極的に参加しよう!! 

【志望の動機】 

勉学または職務的関心について、「こんなことをしたい」 をアピールする必要がある!! 

～ 心を
．．

込めてて
．．．．

いねいに書く事
．．．．．．．

 が 何よりも大切な心得(*^_^*) ～ 

 



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、７月

スクーリングに参加しました生徒さん１名を表彰しましたのでご紹介します。また、３名の生徒さんが

功労賞対象になりましたのでご紹介します。 

●第１８回 ＦＬＡＰ全国バレエコンクール  第８位 川本あかり（上画像：中央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第４回つづきみ（ＫＡＤＯＫＡＷＡ主催）ＴｏｋｙｏＯｔａｋｕＭｏｄｅ賞  

篠原もも （上画像：受賞作品）代々木アニメーション学院（福岡校所属） 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



●第１３回 全沖縄空手・古武道選手権大会 古堅礼子 

シニアⅠ：女子サイの部 最優秀賞  

：女子型 最優秀賞 

：女子棒の部 最優秀賞 

●第２３回 那覇市空手道選手権大会（古武道 壮年 

棒の部・壮年の部Ⅰ（型の部）・サイの部） 

第１位 古堅礼子 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第９５回 ＮＡＭＵＥ 宇都宮（高校部門）第１位 市川真紀 

●埼玉全国舞踊コンクール２０１７ 埼玉舞踊協会奨励賞 市川真紀 

 

教頭 中村 成希 
 

平成２５年の「奄美・琉球世界自然遺産候

補地科学委員会」において奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島の４地域が推薦候補地

として選定されました。八洲学園大学国際高

等学校がある地域も、自然豊かな沖縄県北部

に位置しています。 

 今回、沖縄県庁（環境部自然保護課）より、

冊子を頂きましたので、お時間があるときに

ご一読いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 

冊子『さぁ、世界へ』同封について 

文部科学省認可通信教育 



教頭 中村 成希 
 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯学部歯学科）に進学し、現在４

回生として「歯科医師」を目指して日々頑張っている男子生徒さん（鹿児島県出身：下画像）

がいます。高等学校在学中から、『将来、医療関係に携わる仕事に就きたい』と話しており、

その夢を実現させるべく進学しています。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒業後、

医療・看護系の学校に進学を希望する生徒さ

ん達が増えているように思えます。 

 

●歯科医師  ●看護師  ●理学療法士    

●薬剤師 ●柔道整復師 等 

 

学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で指定校推薦学校一覧を紹介していますが、上記職

業に就くための学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を八洲学園大学国際

高等学校に頂いています。期日がありますので、興味のある方は、急いで確認し各担任に連

絡をして下さい。また、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路について考え

るきっかけにしてはどうでしょうか？ 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



教頭 中村 成希 
 

１０月３０日（月）に『第１回 東京トップコレクション』がＺＥＰＰ ＴＯＫＹＯにて

開催されます。 

そのコンテストステージに、八洲学園大学国際高等学校を卒業し、現在、看護学生として

頑張っている「古川 五久磨（ふるかわ いくま）」君がエントリーしています。一次審査・

二次審査を無事通過し、当日、約３，０００人の観衆の前でランウェイやポージング審査を

受けます。同じ八洲人の輪で、応援のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

（※画像左は、担任の平安山智子先生と。画像右は、看護学生の様子。） 

「ＴＯＫＹＯ ＴＯＰ ＣＯＬＬＥＣＴＴＩＯＮ ２０１７」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１３ 

ＩＫＵＭＡ：ツイッター「＠ｉｋｕｍａ＿ｔｔｃ」 



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：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。 

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 対人魅力 

～人を好きになるのはなぜ？～』 

１４ 



□対象者：心理学や人間関係に興味がある方  

■受講形態：オンデマンド（開講期間中オンライン上での動画視聴による受講※期間中 24 時間視聴可） 

□開催日時：平成 29 年 6 月 1 日（木）～平成 30 年 3 月 10 日(土) 

■講師：竹田 葉留美 氏（八洲学園大学准教授） 

□受講料：通常受講料：1,000円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：500円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 

□日程と内容： 

 配信期間 内容 

1 

【オンデマンド開講】 

平成 29 年 6 月 1 日(木) 

～ 

平成 30 年 3 月 10 日(土) 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 松本 美代子 
 

平成３０年度４月に高等教育機関（大学別科・短期大学別科・専修学校専門課程）に進学する生徒さ

んが入学後ただちに奨学金の給付が受けられる日本学生支援機構第二種奨学金予約の募集が始まります。

平成３０年度４月より進学し第二種の奨学金予約を希望・検討する方は、事務部松本（０１２０－９１

７－８４０）までお問い合わせ下さい。募集要項・申込書等一式をお送りします。 

なお、予約申請の学校締切は１０月２日（月）となっております。また、候補者決定時期は２月下旬

となります。申請期日を過ぎてしまうと、次の募集機会は高等教育機関入学後になり、支給開始が大き

く遅れることになります。 

文部科学省認可通信教育 

１５ 

≪八洲学園大学「竹田 葉留美 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 

平成３０年度大学・専修学校専門課程奨学金予約のお知らせ 



事務部 鈴木 啓之 
 

平成 29年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期についてお知らせいたします。 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 

※ 前期で卒業予定の方は、発行手数料に留意してください。卒業証書授与式当日までに申込受付ならば 
在学生手数料（100円／1通）、卒業式翌日以降からは卒業生手数料（200円／1通）となります。 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書発行の種類 発行開始日 

単位修得証明書 平成 29 年度前期で修得した科目は、10 月 1 日以降の発行 

卒業証明書 
平成 29 年度前期で卒業予定の方は、 
卒業証書授与式 (9 月 17 日)の翌日から発行 

証明書の発行時期について 
事務部 鈴木 啓之 

 

2017年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせいたしま

す。 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せくださ

い。 

 

証明書発行の種類 発行開始日 

単位修得証明書 2017 年度前期で修得した科目は、10 月 1 日以降の発行 

卒業証明書 
2017年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式 (9月 17日)の
翌日から発行 

 

文部科学省認可通信教育 

１６ 

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♪ 
 

９月沖縄北部学習会（本校）９月１０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 ≪時間厳守≫ 

・時間割は変更（追加）される場合があります。 

※ 網掛部分の時限は学校バス利用可能な時間です。コンビニ送迎はありません。 

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

９/10(日) 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

コミュ英語基礎 生物基礎 化学基礎

科学と人間生活 地理Ｂ

学習会

コミュ英語Ⅰ

数学Ⅰ

コミュ英語Ⅱ学習会 学習会

学習会 学習会 コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅱ

書道Ⅰ

国語表現

学習会

コミュ英語Ⅱ学習会 学習会

コミュ英語Ⅰ 学習会

学習会 地学基礎



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 

１７ 

    【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 

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 

埼玉県 ●たかやま個別指導塾 埼玉県吉川市上 

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） 大阪府大阪市城東区 

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 

●マイン高等学院（中部） 沖縄県沖縄市中央 

●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 金  16 土  

2 土  17 日 ２９年度前期卒業証書授与式 

3 日  18 月 敬老の日 

4 月  19 火  

5 火 
９月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

９月スクーリング返送書類必着 
20   

6 水  21 木  

7 木  22 金  

8 金  23 土 秋分の日 

9 土 ●９月スクーリング：９泊● 24 日  

10 日 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 25 月  

11 月 ●７泊コース● 26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木 ゆんたく発送、成績発送 

14 木  29 金  

15 金  30 土  

      

 

 

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/

