
文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９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 

・ ｐ２      担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ３     「沖縄産業開発青年隊（第150期）卒隊式」のご報告 

・ ｐ４－５    平成２９年度「功労賞」のご紹介 

／ 舞台「大切なもの ～ワンヌイミ～（沖縄公演）」のお知らせ 

・ ｐ６     「フィジーク：ＮＰＣＪ Ｎｏｖｉｃｅ 東京大会」優勝のご報告 

・ ｐ７     「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ８      進路だより ～面接について～ 

・ ｐ９     「全国理容美容学生技術大会（九州地区大会）」結果のお知らせ 

・ ｐ１０     平成２９年度後期スクーリング案内 

・ ｐ１１     １０月講演＆勉強会 

・ ｐ１２－１３  八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

            ／ 東日本大震災復興「まなべる基金」奨学生の募集 

・ ｐ１４     指定校推薦一覧（追加） ／ １０月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１５    「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６     １０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 板谷 幸恵 
 

 

そろそろ秋を感じる季節になりましたが、沖縄はまだまだ暑い日が続い
ています。皆さん体調はいかがでしょうか。秋が近づき楽しみが増えて
きました。秋といえば・・・読書の秋、スポーツの秋などいろいろあり
ますが、私はやっぱり食欲の秋ですね！！私は食べることが大好きなの
で、この季節が待ち遠しかったです。コンビニにもお菓子の新商品が続々
と出ていて、それを選ぶのも楽しみの一つになってきました。皆さんの
地元でもおいしいものがあればぜひ教えてください(＾◇＾)スクーリン
グ中はお菓子パーティーの仲間にぜひ入れてくださいね！！ 

２ 

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♪9 月に入り、季節は秋になりました(*´ω｀) 

沖縄はまだまだ暑いですが、県外は涼しくなってきていますか？ 

私の専門科目は英語です。私のおすすめの勉強方法は、洋楽の歌詞をみ

ながら一緒に歌ってみたり、好きな海外ドラマや映画を見る時、英語字

幕に変えて気になるフレーズをノートに書き留めて声に出して練習する

やり方です！これから英語の勉強をはじめてみようと考えている方は試

してみてくださいね(^^)/ 

 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 

９月卒業の皆様、卒業おめでとうございます。これからも応援しています

ので、自分の道を前進して下さい！！ また、後期（１１～３月）のスク

ーリング参加を検討している方、早めに担任＆副担任に参加時期相談をし

て下さいね！ 早めに申込＆早めに自宅学習提出して、計画的に卒業を目

指しましょう！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆彡 

先日、副担任の宮城彩乃先生、島袋友美先生と一緒に在校生のバレエの

発表会を鑑賞しに行きました。初めての経験でしたので緊張と不安でい

っぱいでしたが、すてきな演技に魅了されました(^^)♪今年はそんな経

験がたくさんできたらいいな～と思っています。 

課題を進めていて、分からないことスクーリングに関して不明なことが

あれば、担任・副担任まで気軽に連絡下さいねー！！ 

みなさん、こんにちは(^^♪ 平成２９年度前期が無事に修了しました！

今年度、まだスクーリングに参加していない生徒さん、後期スクーリン

グに参加予定の生徒さんは本格的に自宅学習を進めて下さい。自宅学習

の事、進路の事、何か困ったことがあれば早めにご連絡くださいね。皆

様からのご連絡、お待ちしています(^^)/ 

平成 29 年度前期卒業の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ここは

ゴールではなく、スタートです。人との出会いを大切に、たくさんのこ

とを経験し、人生を歩んでください。これから卒業を目指される皆さん、

自分のやりたいことは何なのか、考えながら日々大切に過ごしてみてく

ださい。ちょっとしたことがきっかけで、自分の道が拓けるはずです。

今からでも遅くありません。迷った時はいつでも相談してくださいね。

卒業目指して、一緒に前進していきましょう o(^^o)(o^^)o 

 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は高校卒業を目指す生徒さんを応援していますが、『高校卒業

以外の学び（付加価値）＝プラスアルファ（＋α）』を同時に求めている在校生・卒業生も

応援しており８コースあります。「建築業技術訓練コース」に参加していた在校生の卒隊式

に出席して来ましたのでご報告と、コースをご紹介します。（①資格取得 ②外国語ステップ

アップ ③建築業技術訓練 ④声優・アニメ・クリエーター ⑤農業体験・研修 ⑥芸能モデル・

ダンス ⑦公務員（初級）受験 ⑧パソコン技能取得） 

 

建築業技術訓練コース 

●「コベルコ教習所(神戸製鋼グループ)」・「沖縄産業開発青年協会」と提携しており、全

国１２ヵ所にて短期集中で建築業技術習得を希望する在校生・卒業生をサポートしてお

ります。 

 

平成２９年９月９日に、沖縄産業開

発青年協会の開発青年隊コースに第

１５０期生として参加していた在校

生（沖縄県出身）の卒隊式があり、出

席して来ました。１０種類以上の資

格・技術を頑張って取得しました。 

おめでとうございます。 

 

「建築業技術訓練コース」に興味の

ある方は、資料を送らせて頂きますの

で、各担任までご連絡下さい。 

 

 

 

 

「沖縄産業開発青年隊（第 150期）卒隊式」のご報告 

文部科学省認可通信教育 

３ 

【免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育】 

●移動式クレーン●小型移動式クレーン●床上操作式クレーン●玉掛け●車両系（整地

等・解体・基礎）●フォークリフト●高所作業車●不整地運搬車●ガス溶接●アーク溶接

●小型車両系（整地等）●ローラー●自由研削といし●粉じん●巻上げ機●低圧電気   

●石綿●チェーンソー●酸欠●刈払機●振動工具●丸のこ●有機溶剤 等 



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、

８月スクーリングに参加しました生徒さん達４名を表彰しましたのでご紹介します。また、４名の

生徒さんが功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。（※画像左端：和田公人校長） 

 

●第１３回 全沖縄空手・古武道選手権大会 古堅礼子（画像右端） 

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（画像右端） 

●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（画像右から２番目） 

●第１０回 ザ・バレコン東京 Young Lady & Young Man 部門 第３位 奥田美妃（画像

中央） 

●第９５回 ＮＡＭＵＥ 宇都宮（高校部門）第１位 市川真紀 （画像左から２番目） 

●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 （画像左から２番目） 

 

 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

４ 



 

【功労賞授与確定者（新規）】（平成２９年９月９日現在） 

●ダンス活動 「DANCE KINGDOM OSAKA2016（エイベックスアーティストアカデミー大阪校

レギュラー選抜）」「a☆smile2016OSAKA（KINGDOM 選抜ゲスト出演）」「DANCE TRAX2017」出

演等 近藤天輝 

●第５回 座間全国舞踊コンクール（一般部門）第３位 中西衿奈 

●第５回 ジャパンダンスコンペティション ジュニアＣの部 第４位、創作舞踊の部 第１位、

文京区長賞 中西衿奈 

●第１７回 まちだ全国バレエコンクール（高校生の部）第２位 中西衿奈 

●第１２回 バレエコンペティション in奈良 第２位、審査員特別賞 名田暢 

●第９６回 ＮＡＭＵＥクラシックバレエコンクール 熊本（シニア部門）第３位 河口和香 

 

 

教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校に在学しながら、現在、劇団パレイドの団員として頑張っている女子

生徒さんがいます。今回、彼女が出演する舞台『大切なもの～ワンヌイミ～』が沖縄で公演されま

す。舞台に興味のある方がいましたら、足を運ばれてみてはどうでしょうか？ 

 

【●公演日：９月３０日、１０月１日 ●場所：南城市文化センター シュガーホール】 

５ 

舞台「大切なもの ～ワンヌイミ～（沖縄公演）」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校を卒業後、様々な経験を積み、そして努力した結果、現在は、

完全個室完全予約制プライベートジム「Ｇｌｏｂａｌ ｆｉｔｎｅｓ」のオーナー兼店長を

している「三瓶 良晃（さんぺい よしあき）」君が、この度、競技フィジークの 「ＮＰＣＪ 

Ｎｏｖｉｃｅ 東京大会」で初優勝しました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フィジーク：ＮＰＣＪ Ｎｏｖｉｃｅ 東京大会」優勝のご報告 

文部科学省認可通信教育 

６ 

【トレーニング７つのポイント】 

①圧倒的な低価格を実現 

②完全個室／完全予約制 

③プライベート空間でのパーソナ

ルトレーニング 

④何も持たずにお越し頂けます 

⑤早朝から深夜の時間帯にも対応 

⑥リバウンドのリスクを低減 

⑦専属トレーナーによる食事指導 

 

★渋谷店（場所：渋谷区松濤） 

★銀座店（場所：中央区銀座） 

【HP】https://globalfitness.jp/ 

【Mail】yoyaku@globalfitness.jp 

https://globalfitness.jp/
mailto:yoyaku@globalfitness.jp


教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中のバレエダンサーで、現在、ドイツのハンブルク・バ

レエ学校に留学中の「安村 秀煕（やすむら ひでき）」君の活躍が、琉球新報（８月１８日

朝刊）に載っておりましたのでご紹介します。【琉球新報社提供・掲載許可済み】 

 

 

 

 

 

「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

７ 



進路指導部 木村 和奈 
 

今月号のゆんたく進路ページでは、「面接」について取り上げます！ 

まず、面接には ①個人面接 ②集団面接 ③グループ討論 の３つのタイプがあります。そのため、志

望校の面接がどのタイプなのか把握しておくことが必要です。また面接は、控室で待機している様子か

ら、入室・着席・退室の仕方も評価の対象となります。 

 

 

私も大学へ進学する際、面接がありました。なぜこの学校なのか、何を学び、将来どのようなことが

したいのか、そして自分はどのような人物なのか…面接対策において大切なのは自己分析です。まずは

自分に問いかけてみてください。また、家族や友達、自分以外の人に「私ってどんな人？」と質問する

のも 1 つです。周りの人から見た「私」と自分が認識している「私」は違うことがありますので、新た

な自分を知る良い機会にもなりそうですね。 

 

それでは最後に面接対策のポイントをまとめておきます。以下のポイントに関しては進学する人だけ

ではなく、就職する人やアルバイトの面接においても同じことが言えますので意識してみて下さい！ 

 

 

進路だより ～ 面接について ～ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

面接対策のポイント 

１. 服装やマナー、態度や言葉遣いも評価の対象 

２. 質問の趣旨を正しく理解し、自分の言葉で答えよう 

３. 意欲や熱意が伝わるよう、自分をアピール 

４. 面接の流れを練習し、自信を持って本番に臨もう 

 

面接ではどのような質問をされるのか？ 

「志望理由」「入学後の抱負」「将来の進路」「自己 PR」「高校生活」等の基本的な項目の他、「最

近のニュース」「志望学部・学科に関する専門知識」等を問われる可能性もあるので、どのような

質問をされても答えられるように準備をする必要があります。 

志望理由に関する質問 

⇒数ある中から受験先を選ぶには本人の中で何らかの基準があるはずです。なぜそこを選んだの

かという明確な理由を説明しなければなりません。そのためには事前の学校研究やオープンキ

ャンパスへの参加が重要となります。 

入学後に関する質問 

⇒将来は勉強した内容をどのように活かしていきたいのか、その学校で何を学びたいのか、など

学校に入ってからの目標や将来のビジョンについて考えてみましょう。 

★予想される質問とその答えを考えておくだけでも十分な面接対策となります！！ 

http://1.bp.blogspot.com/-uoGV4keEbno/UqA6oEAw16I/AAAAAAAAbSI/jWBAVIqH15Q/s800/line_autumn2.png


教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は、理容・美容専門学校と学務提携（Ｗスクールスタイル）を

しております。８月２１日に『第９回 全国理容美容学生技術大会（理美容甲子園２０１７）』

の九州地区大会が福岡国際会議場で開催され、「福岡理容美容専門学校（福岡県）」「琉美イ

ンターナショナルビューティカレッジ（沖縄県）」に在学中の生徒さん達５名が出場しまし

た。 

 
九州地区大会の結果は、福岡理容美容専門学校の日景夢来さんがクラシカルバックバリエ

ーションセット部門で見事「優秀賞」に輝き、全国大会の切符を手にしました。おめでとう

ございます。１１月に東京都で開催される全国大会でも頑張ってください。 
 

 

 また、八洲学園大学国際高等学校を卒業した後、福岡理容美容専門学校・琉美インターナ

ショナルビューティカレッジの２校から「指定校推薦枠」を頂いていますので、進学する事

も可能です。希望の方は、各担任まで連絡を下さい。 

「全国理容美容学生技術大会（九州地区大会）」結果のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

９ 

【部門別出場の生徒さん紹介】 

 

●クラシカルバックバリエーショ

ンセット部門 日景夢来（福岡県） 

 

●ワインディング部門 大田優香

（沖縄県）・納冨琴音（福岡県） 

 

●アップスタイル部門 西村友愛

（福岡県）・中島美和（福岡県） 



事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度後期スクーリング案内 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

※ 11月スクーリング
は少人数限定で
す。参加申込が集
中した場合には、
他月の集中スクー
リングを案内する
場合があります。 

※ 平成30年2月スク
ーリングの中で、
29年度後期卒業証
書授与式を挙行し
ます。 

後期日程 

スクーリング実施期間 参加申込書締切 
残りのリポート・ 

視聴報告書提出締切 

11/1(水)～11/6(月)  【5泊】 10/6(金)【消印】10/12(木)【必着】 10/23(月)【消印】 

12/1(金)～12/10(日) 【9泊】 11/6(月)【消印】11/10(金)【必着】 11/22(水)【消印】 

12/3(日)～12/10(日) 【7泊】 11/6(月)【消印】11/10(金)【必着】 11/22(水)【消印】 

1/11(木)～1/16(火) 【5泊】 12/6(水)【消印】12/12(火)【必着】 12/22(金)【消印】 

2/17(土)～2/26(月) 【9泊】 1/10(水)【消印】1/16(火)【必着】 1/29(月)【消印】 

2/19(月)～2/26(月) 【7泊】 1/10(水)【消印】1/16(火)【必着】 1/29(月)【消印】 

3/11(日)～3/16(金) 【5泊】 2/7(水)【消印】2/13(火)【必着】 3/2(金)【消印】 

 

※ 3月スクーリング
は、平成29年度
後期卒業となる
生徒さんは参加
できません。 

 11 月月  国国際際交交流流ススククーーリリンンググ 
1 月は、異文化交流がテーマのスクーリングです(^^)/ 

音楽や食べ物、行事・・・等 世界にはいろいろな文化があります♪ 

1 月は、他の国の文化や言葉を体験できるプログラムを企画中です♪ 

みんなで違う文化を体験してみましょう(≧▽≦) 

 

 

♪リーダー：中村成希♪ 

●音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペ

ル）に分かれて音楽活動をする予定です。内容を詳しく知りたい方は中村成希まで。 

 

2 月はオリンピックならぬ、八洲ンピックで盛り上がっちゃいます♪ 

チーム対抗で競技を行い、みんなで一丸となり優勝を目指します！！そして素晴らしい卒業式

を迎えましょう。全員卒業できるように、みんなで一緒に頑張っていきましょう( ´ ▽ ` )ﾉ 

みなさんの参加お待ちしています★ 

  
 

１１１１１１月月月   パパパペペペッッットトト   スススクククーーーリリリンンングググ   
 

 

さまざまな種類のパペットを製作します。（操演・人形劇はしません。） 

フィンガーパペット、ハンドパペット、ロッドパペット などなど 

たくさん作って、おみやげにしましょう !(^^)! 
※申込多数の場合は、参加をお断りするか他月のスクーリングをご案内する場合があります。 

※「オプション」（自由参加）は、オキちゃん劇場イルカショー + イルカラグーン観覧を予定 

 

少少少人人人数数数限限限定定定   

３月 沖縄満喫 
観光メインで沖縄を満喫します♪ 

高校卒業目指しながら、「沖縄」のことも一緒に学びましょう♪ 

 



 

年々増加している不登校児童・生徒の現状において、学校・地域・御家族

で今、何ができるか、たくさんの取り組みが行われています。 

 しかし、生きる事が不器用な子どもたちが、自分を守る手段として、  

「不登校」という選択をします。 

 教育相談の立場から、カウンセリング・発達巡回相談を通しての関わりの

あり方・登校支援までを事例等もご紹介しながら、お話ししたいと思ってい

ます。 
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～良い伴走者であるために～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月講演＆勉強会 

 

文部科学省認可通信教育 
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◆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：１０月１４日（土曜日）１４～１６時（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆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：山川 真奈美 （ 教育カウンセラー・応用心理カウンセラー ）  



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： 

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。 

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』 

１２ 



 

□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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 松本 美代子 
 

公益財団法人東日本大震災復興支援財団による東日本大震災家庭の生徒への給付型奨学金の募集があ

りました。当校Ｗｅｂサイトでも案内しておりますが、関心のある方は次のサイトより募集要項・応募

書類をお取り寄せください。当校で取りまとめて学校単位で申請いたします。 

「まなべる基金」特設サイト 

http://minnade-ganbaro.jp/manaberukikin/ 

文部科学省認可通信教育 
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≪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 

東日本大震災復興「まなべる基金」奨学生の募集 



進路指導部 横田 裕美 
 

ゆんたく７月号と８月号及びＷＥＢサイトに指定校推薦一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案

内がありましたので掲載いたします。 

 

都道府県 学校名 学科 特典

東京都 日本医療ビジネス大学校 柔道整復科
①入学試験検定料：通常25000円を20000円とする。
②学費減免：通常３年間の学費4620000円を3000000円とする。

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦一覧（追加） 
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 
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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♪ 
 

１０月沖縄北部学習会（本校）１０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。 

10月

北部学習会（本校）

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）

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

体育α 現代文Ｂ コミュ英語Ⅱ

書道Ⅰ 社会と情報 地学基礎

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



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 
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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 

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） 京都府京都市下京区  

兵庫県 ●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院 兵庫県姫路市本町 

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 

●リバティスクール スタディプレイス（野方校） 福岡県福岡市西区 

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・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 日  16 月 １１月スクーリング詳細発送 

2 月  17 火  

3 火  18 水  

4 水  19 木  

5 木 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 20 金  

6 金 １１月スクーリング申込書〆切（消印） 21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 １１月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

9 月 体育の日 24 火  

10 火  25 水 ゆんたく発送 

11 水  26 木 １１月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

12 木 １１月スクーリング申込書〆切（必着） 27 金 １１月スクーリング返送書類必着 

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

   31 火  

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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