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平成２９年１１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 

・ ｐ２     １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ３     担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ４     「芸能モデル・ダンスコース」のご紹介 

・ ｐ５     「公務員(初級)受験」「パソコン技能取得」のご紹介 

・ ｐ６     「アメリカ合衆国私立高等学校」のご案内 

・ ｐ７     平成２９年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ８     進路だより～言葉遣いについて～ 

・ ｐ９     「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

・ ｐ１０－１１ 指定校推薦一覧（追加）  

／ 高校生のための職業紹介サイトについて 

・ ｐ１２－１３ 八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

／ 交通遺児育英会奨学金（貸与）について 

・ ｐ１４－１５ 国の留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN」について 

・ ｐ１６    年末年始のお知らせ ／ １２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    １２月行事予定 

★★★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】】】ををを開開開催催催しししままましししたたた♪♪♪★★★   

「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。 

 ←黄色い手袋でミニオンズ 
ペーパークラフトパペット↗ 

↙ジャックオーランタン 
靴下でぱくぱく人形↓ etc. 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 友達もできて授業やテストも受けられて、とても充実したスクーリングでした。 

☺ 可愛いパペットが沢山作れたのとイルカショーが観れたのがとても楽しかったです。 

☺ すごく楽しくて、次のスクーリングの不安とかも今は全くないです。 

☺ 部屋でのお菓子パーティとかオプションのイルカショーなど、楽しい時間を過ごす事が出
来ました。 

☺ ハードスケジュールでしたが終わった後の達成感は良かったです。 

☺ パペット作りが楽しかった。お家でも作ってみようと思いました。 

１１月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

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。 

２ 

イイイルルルカカカ観観観察察察会会会   

黄黄黄色色色いいい手手手袋袋袋でででミミミニニニオオオンンンズズズををを制制制作作作！！！   ジジジャャャッッックククオオオーーーララランンンタタタンンン完完完成成成！！！   

牛牛牛乳乳乳パパパッッックククでででパパパクククパパパククク人人人形形形作作作りりり   

海海海洋洋洋博博博記記記念念念公公公園園園にににててて   

靴靴靴下下下でででぱぱぱくくくぱぱぱくくく人人人形形形作作作りりり   

椅椅椅子子子足足足ソソソッッックククスススパパパペペペッッットトト完完完成成成！！！   

オオオキキキちちちゃゃゃんんん劇劇劇場場場観観観覧覧覧席席席   



事務部 番場 晴美 
 

 

９・０番クラス担任の島袋瑠美です。今年も残すところあと１カ月にな
りましたね。皆さん、やり残した事はありませんか。私は残り１カ月で
断捨離に励みたいと思っています！！断捨離で心も身の回りもキレイに
して、新しい年を迎えられる準備をしたいと思います(^^♪今年度参加出
来るスクーリングが１・２・３月とありますので、まだ、スクーリング
に参加をしていない生徒さん、今年度卒業予定の生徒さん、今年度３月
で有効期限が切れる生徒さんはスクーリング参加申込書の提出をお待ち
しています♪わからない事があれば担任までご連絡ください！ 

３ 

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 

皆さんこんにちはー♪だんだん、寒くなってきましたね(>_<) 

12 月にはクリスマスがありますね(*´ω｀)クリスマスがテーマの映画

はたくさんあります。なかでも、「ホームアローン」はコメディーで家族

や友達とみるのにお勧めですよー♪ 

3・4 番クラスの皆さん、こんにちは！ 

もうすぐクリスマス＆正月・・・、イベントが多々続きますが予定はたて

ましたか？楽しい＆忙しい時期を迎える前に、リポート＆視聴報告書早め

に終わって、有意義な年末年始を迎えて下さいね！また、わからないこと

が出てきたらいつでも連絡下さい！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは★だんだん沖縄も肌寒くなって
きました。先日は、ハロウィン…そしてこれからクリスマスやお正月な
どイベントが目白押しです♪副担任の宮城彩乃先生は先日、「ハロウィン
の日仮装しようかなー」と職員室でつぶやいていました（笑）本当に仮
装したのかどうかは分かりません…(._.)ぜひスクーリングの時に直接聞
いてみて下さい！最後に、これからの時期特に手洗い・うがいを普段か
らしっかりして、スクーリングへ参加しましょう！質問がありましたら、
学校のフリーコール・担任携帯までどんどんご連絡くださいね＼(^o^) 

みなさん、こんにちは(^^)/徐々に肌寒くなり、乾燥が気になる季節にな

りましたたが手洗い＆うがいはやっていますか？ 

これからの季節はインフルエンザが猛威をふるう季節です。そして、手

洗い＆うがいは一番簡単で誰にでもできるインフルエンザ＆風邪の予防

につながります。体調不良にならないためには、なるべく人込みに行か

ない、どうしても人込みに行く時にはマスクを着用するなどの細心の注

意をお願いしますね(^_-)-☆ 

みなさん、こんにちは！気温もだいぶ下がり、寒い冬にどんどん近付い
ている今日この頃、インフルエンザなどの感染症が猛威をふるってきま
す。感染症を予防するには、日頃から手洗いうがいをすることを習慣づ
けましょう。また人ごみの場ではマスクすることも心掛けると 
よいでしょう。スクーリング中にインフルエンザなどの感染症 
にかかってしまうと出席停止になってしまいます。単位修得で 
きるように、万全の態勢でスクーリングに臨みましょう。 
備えあれば、憂いなしですよ((^∀^*))  



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の「芸能モデル・ダンスコース」は、日本最大級ファッション

イベント「関西コレクション」が総合プロデュースするモデル・ダンスアカデミーとして展

開している次世代アカデミー『関西コレクションエンターテイメント（ＫＣＥ）』と学務提

携しています。 

 
ＫＣＥは、「大阪・神戸・京都・広島・奈良・福岡・滋賀」で展開していますが、この度、

東京でも開校となりました。 

ファッションショーやイベントを始め、ファ

ッション誌や各メディアで大活躍するモデル

やダンサーが数多く誕生しており、モデルに必

要なポージング・ウォーキングのレッスンやダ

ンサーへのダンスレッスンはもちろんですが、

他にも沢山のレッスンがあります。 

レッスンの詳細やアカデミーの詳しい内容

はオフィシャルサイトでご確認下さい。また、

資料の発送を希望される方は、八洲学園大学国

際高等学校の各担任に御連絡下さい。 

 

 

 

 

 

「芸能モデル・ダンスコース」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

４ 

●モデルアカデミー（ガールズ・メンズ対象） 

・・・ウォーキング・ポージングなど基本から実践的なところまで行います。複数の講師

から受講して頂き、様々な現場で通用する技術を身に付けます。 

●ダンスアカデミー（ガールズのみ対象） 

・・・ダンスを楽しみたいという人から、プロフェッショナルとしてダンスを仕事にした

いという人まで、すべての人を対象にきめこまかなカリキュラムを提供しています。 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、全国に１００校以上の直営教室を運営されている株式会社

リンクアカデミー（パソコンスクール アビバ・資格スクール 大栄）と提携し、「公務員（初

級）受験コース」「パソコン技能取得コース」を設置しております。 

【●公務員（初級）受験コース●】 

「公務員」は国民すべての人々の事を考えて働く事を目的としており、利益ではなく、公

共の為に仕事をします。狭き門を突破する為に毎年多くの方が「公務員試験」を受験してい

ます。このコースは、全国に１００校以上の教室がある提携校「資格スクール 大栄」で公

務員試験対策の学習を行います。 

【●パソコン技能取得コース●】 

今の時代、仕事に欠かす事が出来ない「エクセル」「ワード」を基礎から学ぶ事が出来ま

す。また、その他にパソコンスキルを上げるためのコースが多くあります。このコースは、

全国に１００校以上の教室がある提携校「パソコンスクール アビバ」で行います。 

八洲学園大学国際高等学校の在校生・卒業生・保護者の方は、リンクアカデミーへの入学

金が免除、そして特別受講料になります。興味のある方は、資料を送らせて頂きますので、

各担任まで御連絡ください。 

「公務員(初級)受験」「パソコン技能取得」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



【◆５つの学習ポイント◆】 

①英語による主要５教科の課題提出（必履修：English・Science・American History・

Mathematics・Japanese）マークシート形式 

②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる 

③Ｅラーニングによる英語訓練 

④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月） 

⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない 

⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする 

●フロリダ州私立高校 フロリダ州教育省 区番号：１３ 学校登録番号：４２８３ 

●別途、アメリカンハイスクールアカデミーでの学費がかかります。 

 

教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ 

Ａｃａｄｅｍｙ 日本支部（フレンズアブロード）』と教育提携を結んでおりますので、「日

本の高校卒業資格」と同時に、『アメリカの高校卒業資格』の取得が可能です。 

 

今年度、八洲学園大学国際高等学校

を卒業予定の生徒さんで、希望したい

場合、まだ間に合う可能性があります

ので、各担任に至急相談して下さい。 

 

また、「外国語ステップアップコー

ス」には、米国私立高校卒業の他に、 

「セブ島への短期語学留学」もありま

す。興味のある方は、詳しい資料を送

らせて頂きますので、各担任へ連絡を

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アメリカ合衆国私立高等学校」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

６ 



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

おります。新たに２名の女子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１００回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール

埼玉 一般部門 第１位 堀内璃子 

●第５回 湘南バレエコンペティション  

第３位  堀内璃子 

●第７回 ＮＡＭＵＥバレエコンクールグラ

ンドファイナル 第４位  堀内璃子 

●第２回 全国バレエコンクールプリ・ド・カ

ナザワ２０１７ 第２位、プリ・ド・カナザワ

賞 堀内璃子 

●第８回 ＮＡＧＡＮＯ全国バレエコンクー

ル シニア部 第３位、長野県芸術文化協会

会長賞 堀内璃子 

●Japan Ballet Competition 石川２０１７ 

クラシックバレエ 第２位 堀内璃子 

 

 

 

●第１５回 全国ジュニア・バレエコンク

ール ジャパングランプリ２０１７ ４－

４位 村上佳恵 

●第１回 国際バレエアワード２０１７ 

第９位 村上佳恵 

●第７回 かわさき全国バレエコンクール

第５位 村上佳恵 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

７ 



進路指導部 比嘉 泰子 
 

普段、当たり前のように使っている言葉ですが、履歴書や願書、作文を書くときや面接を受ける時な

ど、「あれ？この言葉遣い正しかったかな？」と思うことはありませんか？ 

日頃当たり前のように使っているからこそ、なかなか意識することがないと思いますので、今回のゆん

たくでは日常生活の中でよく耳にする言葉を取り上げていきます(*^ ^*)♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉遣いは、普段から意識していかないと正していくのが難しいと思いますので、日常生活の中での

少しの心がけが大切ですね。進学・就職どちらに進んでも面接試験が大きく関わってくることが予想さ

れます。やはり緊張している時こそ日頃のクセが出てくるものです。沖縄の方言で『やーなれーる ふかな

れー（家慣れ 外慣れ）』という言葉を知っていますか？「家での行いや習慣が外に出た時の行いに表れる」

と言われているものです。みなさん、日頃の生活から少しずつ意識してみましょう！ 

 言葉は、ひとを癒す力も、ひとを傷つける力も持っています。良くも悪くも人の心に“一生残るもの”

だと思いますので、最後に私が物心ついた頃から祖母に言われ続けている言葉を紹介します。 

《くとぅばじんじけー（言葉銭遣え）》・・・お金を使うように言葉も大事に遣いなさいという意味。 

進路だより ～言葉遣いについて～ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

＊その①・・・・『ら抜き言葉』＊ 

食べれる、見れる、来れる 

考えれる、答えれるなど 

「ら」が抜けて使われている言葉。 

正しくは“食べられる、見られる、来られる、 

考えられる、答えられる”です。 

＊その②・・・『い抜き言葉』＊ 

書いてる、見てる、読んでる、遊んでるなど 

「い」が抜けて使われている言葉。 

正しくは“書いている、見ている、読んでいる、遊

んでいる”です。 

＊その③・・・『さ入れ言葉』＊ 

言わさせていただく、読まさせていただく、 

置かさせていただくなど 

「さ」を入れて使われている言葉。 

正しくは“言わせていただく、読ませていただ

く、置かせていただく”です。 

＊その④・・・『れ足す言葉』＊ 

歩けれる、買えれる、泳げれる、行けれるなど 

「れ」を入れて使われている言葉で、 

野菜のレタスにかけて「れ足す言葉」と 

言われている。 

正しくは“歩ける、買える、泳げる、行ける” 

です。 

＊その⑤・・・『マニュアル敬語』＊ 

よろしかったでしょうか、～のほう、 

～になりますなど 

コンビニやファミレスなど接客業で 

マニュアル化されて使われている 

「なんちゃって敬語」。 

正しくは“よろしいでしょうか、こちら、 

～です”など。 

 

＊～番外編～＊ 

電話対応時、担当者が不在の場合、 

「お休みをいただいております」ではなく 

「休暇で不在にしております」または 

「休みを取っております」が 

日本語的に正しいそうです!! 



総合推進部 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学は、２００４年に当校等の生徒・卒業生の保護者の声を受けて横浜に誕生した日本

初の本格的なインターネット大学（すべてインターネット授業にした通信課程のみの大学）です。

キャンパス内に高校分室が設置され、鈴木啓之准教授が当校教職員を兼任し、高校と大学の連携を

進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

文部科学省認可通信教育 

９ 

１．通学不要で卒業可能 

ｅラーニング学習によ

り、一度も通学せず卒業

や図書館司書・博物館学

芸員などの４つの国家資

格を取得できます。 

大学の授業を体験してみよう 

２．リーズナブルな学費 

学費は、半年で１５万

４千円程度（モデルケ

ース）。希望すれば、奨

学金などの各種学費サ

ポートも利用できま

す。 

３．学習支援・就職支援 

学生支援センターが、入

学から卒業まで、ひとり

ひとりの学習をしっかり

サポートします。また就

職支援も行っています。 

八洲学園大学の特徴 

►当校生徒のメリット 

八洲学園大学国際高等学校の推薦を受けた入学者は、入学金が免除されます。 

＊保護者様と同時入学の場合、「親子割引制度」も併せて利用できます。 

【お問合せ先】 

当校へのお問合せは担任の先生または進路指導部へ 

八洲学園大学へのお問合せは、入学支援相談センターへ（０４５－４１０－０５１５） 

鈴木先生の体験授業 

ＱＲコードから受講↓ 



【専門学校】 

進路指導部 横田 裕美 

 

ゆんたく７～１０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。興味のある学校がありましたら、各担任へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦一覧（追加） 

文部科学省認可通信教育 

【大学】 

１０ 

都道府県 学校名 学科 特典

千葉県 専門学校　新国際福祉カレッジ 介護福祉学科

指定校推薦入学は優先的に入学を許可

入学助成金として入学金免除(15万円)

入学検定料免除(1万円)

歯科技工士学科：昼間部２年制

歯科衛生士学科：昼間部３年制

介護福祉科

子育て支援学科

東京都 日本柔整専門学校 口腔健康学科 入学検定料3万円免除

国際ビジネス科

総合英会話科

医療秘書科

診療情報管理士科

医療事務科

くすりアドバイザー科

医療保育科

歯科アシスタント科

介護福祉科

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

美容科

ヘアメイク科(認可計画中)

トータルビューティー科

東京都 東京こども専門学校 こども総合学科

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科

東京都 東京スイ―ツ＆カフェ専門学校 スイーツパティシエ科

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 介護福祉科

こども総合学科

医療秘書科

柔道整復学科：昼間部３年制

柔道整復学科：夜間部３年制

鍼灸学科：昼間部３年制

鍼灸学科：夜間部３年制

東京都 早稲田外語専門学校 総合英語学科
①選考料免除(2万円)　②入学金半額免除(6万円)

③早期優待制度による減免：別紙参照

東京都 東都リハビリテーション学院 理学療法学科１部（昼間部）

国際ビジネス科：４年

経営情報ビジネス科：４年

経営ビジネス科：２年

インターネットビジネス科：２年

経済・会計ビジネス科：２年

英語ビジネス科：２年

プログラミングビジネス科：２年

トラベルビジネス科：２年

介護福祉学科：２年

社会福祉学科：２年

医療福祉事務学科：１年

情報ビジネス学科：２年

会計ビジネス学科：１年

国際ビジネス学科：２年

国際コミュニティ学科：１年

公務員養成学科：２年

行政事務学科：１年

・入学審査料１万円に減額（通常２万円）

・納入金：初年度納入金より５万円減額

東京都 東邦歯科医療専門学校
①受験料全額免除

②入学金全額免除

東京都 東京国際福祉専門学校
学校長の推薦を受け、本校に入学したものに

学習奨励金50,000円を支給する

東京都
専門学校インターナショナル・スクール

オブ　ビジネス

①選考料2万円免除

②入学金11万円免除

東京医療秘書福祉専門学校

出願時の選考料2万円が免除

東京リゾート＆スポーツ専門学校

東京ビューティーアート専門学校

東京ウェディング＆ブライダル専門学校

東京保育医療秘書専門学校

日本医学柔整鍼灸専門学校

中野スクールオブビジネス
・授業料８８万→５０万円になる

※２年間学費総額１００万円

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校

都道府県 学校名 学部 学科 特典

経営情報学科

情報ネットワーク学科

福岡県 保健医療経営大学 保健医療経営学部 法律学科

福岡県 九州情報大学 経営情報学部
①小論文試験免除

②入学金を給付



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導部 横田 裕美 
 

「自分は、どんな職業・職種が向いているのか？」 

「自分が活躍したい業界にはどんな職種があるのか？」 

「その職種につくにはどんなスキルや資格が必要なのか？」 

みなさんは、自身の進路に関してさまざまな夢や希望がある一方で、不安や具体的なイメージの不足があるか

もしれません。そこで、さまざまな業界・業種のさまざまな職業について総合的に紹介している便利なWebサイトを

紹介いたします。みなさんの将来に向けてのキャリアプランの形成にお役立てください。 

●キャリアガーデン社「なりたいが見つかる職業紹介サイト」 

約 230 種類の職業につて、「仕事内容」「なるための方法」「必要な資格」「給料や
待遇」を紹介 

http://careergarden.jp/careerlist/  

●ライセンスアカデミー社「進路ナビ」 

大学・短大・専門学校の学校情報サイトが運営する「職業から進路や進学先を考
えよう!!」ページ 

http://shinronavi.com/shigoto/  

１１ 

文部科学省認可通信教育 

高校生のための職業紹介サイトについて 

都道府県 学校名 学科 特典

医療秘書科(女子のみ)

くすりアドバイザー科

医療保育科

診療情報管理士科

医療事務科

介護福祉科

歯科アシスタント科(女子のみ)

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

美容科

トータルビューティー科(女子のみ)

大阪こども専門学校 こども総合学科

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ)

調理師科

上級調理師科

製菓パティシエ科

製菓マイスター科

辻学園栄養専門学校 栄養士学科

医療秘書科(女子のみ)

医療事務科(女子のみ)

神戸元町こども専門学校 こども総合学科

医療秘書科(女子のみ）

こども総合学科

スポーツトレーナー科

健康スポーツ科

トータルビューティー科(女子のみ)

ブライダルプロデュース科（女子のみ）

ペット学科

フードクリエイト学科

ウェディングプロデュース学科

理学療法学科

柔道整復学科

鍼灸学科

作業療法学科

初年度学納費のみ20万円減免

大阪府

大阪医療秘書福祉専門学校

・選考料２万円免除

・指定校三幸学園特待生の種類と特典は

  別紙参照

（特待生入学は書類審査・面接試験・筆記試験

  あり）

大阪リゾート＆スポーツ専門学校

大阪ビューティーアート専門学校

大阪ウェディング＆ブライダル専門学校

大阪府
辻学園調理・製菓専門学校

兵庫県
神戸元町医療秘書専門学校

広島県

広島医療秘書こども専門学校

広島リゾート＆スポーツ専門学校

広島ビューティーアート専門学校

福岡県 専門学校　福岡ビジョナリーアーツ
入学金免除亜(10万円)

入学選考料免除(1万5千円)

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校



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： 

本学で開講している「ビジネスリーダーシップ論」。ここでの学びを、さらに実践していくために、「現

役のリーダー」を招いて、パネルディスカッションを行います。今回、お招きするのは 3 名の中小企業

の経営者。現場のマネジメントをリーダーとしてどうしているのか？それぞれが描くリーダー像は？な

ど、本音で語っていただきます。 

今回の公開講座を受講して、机上で学

んだリーダーに必要なことに、現実に

必要なことや、色々な考え方を加えて、

それぞれのリーダー像を描いてみてく

ださい。 

パネルディスカッションのほか、来校

して受講した方やライブ受講生と質疑

応答や参加者のディスカッションも行

っていきます。 

 

 
 

□対象者：社会人学生ほか現役の経営者  

■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 4 月 1 日（土）～平成 30 年 3 月 10 日(土)  

■講師：企業経営者 3 名・藤森 純一(ファシリテーター) 

□受講料：通常受講料：500円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：400円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 

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 

１２ 

講座名『リーダーとは何か？ 

-リーダーたちのパネルディスカッション-』 



 

□日程と内容： 

 配信期間 内容 

1 

【オンデマンド開講】 

平成 29 年 4 月 1 日(土) 

～ 

平成 30 年 3 月 10 日(土) 

「現役のリーダー」を招いて、パネルディスカッションを行います。今回、

お招きするのは 3 名の中小企業の経営者。 

現場のマネジメントをリーダーとしてどうしているのか？それぞれが描

くリーダー像は？など、本音で語っていただきます。 

パネルディスカッションのほか、来校して受講した方やライブ受講生と質

疑応答や参加者のディスカッションも行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 鈴木 啓之 
 

交通遺児育英会は、保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺

障害のため働けなくなった家庭の高校生以上の生徒・学生に奨学金を貸与して進学

援助を行い、将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業を行っていま

す。平成 30 年度奨学金の募集が始まりましたのでご案内します。 

希望者・関心のある方は、当校事務（０１２０－９１７－８４０）までご連絡く

ださい。応募書類をお送りします。 

●応募資格 

・保護者の方が道路上の交通事故で亡くなられたか、または後遺障害者になったた

め、働けず経済的に困っている家庭の子女で、高等学校以上の学校に在籍している

生徒・学生であること。 

・学業成績は問いません。他の団体の奨学金と併せて利用できます。 

 高等学校奨学金（在学） 専修学校・各種学校 
奨学金（予約） 

大学・短大奨学金 

奨学金月額（無利子） 2 万/3 万/4 万円から選択 4 万/5 万/6 万円から選択 

入学一時金  40 万/50 万/60 万円から選択 

年齢制限 25 歳まで 

家計基準（給与所得者） 

〃 （非給与所得者） 

780 万円 

360 万円 

940 万円 

520 万円 

募集期限 

個人で直接申請する場合：平成 30 年 1 月 31 日（必着） 
※申請書裏面に当校の在学証明が必要です。 

学校を通じて申請する場合：平成 30 年 1 月 22 日（必着） 

１３ 

≪八洲学園大学「藤森 純一 先生」の紹介≫ 

八洲学園大学専任講師、行政書士 

専門分野/契約法・知的資産経営 

日本行政書士連合会・著作権相談員。 

大学の他、専門学校、予備校、企業研修などでも活躍する実務家講師。 

法とビジネスの図書室を開設して仕事に役に立つ法律と経営に関する書籍をつぶやい

ています（https://twitter.com/law_tosho） 

交通遺児育英会奨学金（貸与）について 

文部科学省認可通信教育 



事務長 鈴木 啓之 
 

高校生の留学を資金面で応援する国の事業「トビタテ！留学

JAPAN」（官民協働海外留学創出プロジェクト）について紹介しま

す。海外留学を希望する方は、ふるって応募してください。 

全国から５００人の高校生に、平成３０年７月以降の留学に対

して平均５０万円の留学資金が援助されます。留学先や留学目的

は自分で探してきて、各地で行われる書類選考・面接試験に合格

すれば採用されます。語学や学力は一切問わず、「熱意」や留学計

画の具体性が評価されます。留学期間は２週間程度の短期～１２

か月の長期留学までと多様で、他の留学支援との併用も可能です。 

募集のコース種類と募集人員数 

 

分野名 活動 留学期間 募集数 

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク 

テイク

オフ 

海外の語学学校等において外国語の習得を主たる目的とするプログラムに

参加するとともに、留学先で外国語を用いて異文化交流を行うもの。 

例) 外国語の学修を目的とした大学等のサマースクール・語学学校への

通学等 

１４～２１ 
日間 

１５０ 
名 

ショート 

海外の高等学校や大学等の教育機関に在籍し、外国語を用いて様々な科

目を学修したり、教育プログラムに参加したりするもの。 

例)大学等で実施されるサマースクール・サマーキャンプ、現地校への

ターム留学等 

１４～ 
１０６ 
日間 

９０名 

ロング 
海外の高等学校等に長期間在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修す

るもの（※）。 

例)交換留学や私費留学等による現地高等学校等への長期間の通学等 

１０７～ 
３６５ 
日間 

２０名 
（※） 

プロフェッショ

ナル 

現在学んでいる専門知識・スキル等を生かして、あるいは将来的に携わり

たいと考える領域について、実地研修やインターンシップ等を通じて専門知

識やスキルの習得を目指すもの。 

例)農場、工場、病院等での実地研修、観光、調理等のキャリアカレッ

ジでの学修、インターンシップ等。 

このうち「未来テクノロジー人材枠」(プログラミング、制御技術、ロボティク

ス、Webサービス・デザイン、モバイルアプリ開発等に関する学修やインター

ンシップ等の実践活動を行う)を設ける。 

例)テクノロジーキャンプ、プログラミングの授業に参加等 

１４～ 
１０６ 
日間 

８０名 
 

（50名） 

スポーツ 

・ 芸術 

学内の部活動または学外の活動等を生かして、海外のトレーニングセンタ

ー、教育機関、芸術学校等に在籍し、現地指導者の下で技量の向上を目指

すものや、現地でのレッスン・トレーニングを伴って大会等に参加するもの。 

例)現地チームの練習・現地在住の指導者の下で行うレッスン参加等 

８０名 

国際 

ボランティア 

海外でのボランティア活動に参加し、体験を通じて国際協力についての理

解を深めるもの。 

例)NGO 団体によるボランティア活動への参加等 

８０名 

国の留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN」について 

文部科学省認可通信教育 

１４ 



 

●事業主体と趣旨 

・「トビタテ！留学 JAPAN」（官民協働海外留学創出プロジェクト）として国が民間から 200億円を 
集め、（独）日本学生支援機構を通じて留学生 2000名（うち、高校生 500名）を金銭支援する。 

●応募要件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・日本国籍または日本永住権があり、留学に必要な査証（ビザ）を確実に取得できる生徒 

・留学時に高校在学し、留学後も高校卒用を目指す生徒 
（平成 29年度卒業予定者は、進学後に大学生向け「トビタテ！留学 JAPAN」（1500人募集）を
ご利用ください。） 

・「トビタテ！留学 JAPAN」の事前研修・壮行会・事後研修に参加する生徒 

・留学先機関が受け入れを許可する生徒／受け入れ先の具体的計画がある生徒 
（民間の留学エージェントの利用も可） 

・平成 30年 4月 1日現在で 30歳未満である生徒 

・所得 1000万円未満の世帯の生徒（1000万円以上世帯でも総募集数の 1割の人数枠あり） 

●採用者の義務 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・事前研修、壮行会に参加すること 

・留学中は「アンダバサー活動」として日本について発信し自国の理解を深めること 

・事後研修および「エバンジェリスト活動」として学校や地域で自らの体験を語り伝え、 
留学機運を盛り上げること 

・留学後は留学生の同窓会組織「留学生ネットワーク」に属して、留学生間で交流すること 

●奨学金 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・返還不要の奨学金を７月期に、保護者口座へ振込み支給されます 

・実際に発生した費用ではなく、留学期間・留学先に応じて設定された定額が支給されます 

●留学計画の申請要件 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・平成 30年 7月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に諸外国において留学が開始される計画 

・諸外国における留学期間が、分野ごとに規定する日数を満たす計画 

・留学先受入機関（予定も可）がある計画 

・留学先での「アンバサダー活動」及び自主活動が含まれている計画 

●選考 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

・書面審査：平成 30年 2月中に審査し、3月上旬に結果通知 

・面接審査：全国 9カ所で平成 30年 3月下旬に実施し、5月上旬に結果通知 
（応募者による 3分のプレゼンテーション、持込み・演出は自由） 

・審査事項：熱意や独創性、計画の具体性（英語力・学力は問わない） 

●応募方法 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・作成した留学計画書を、八洲学園大学国際高等学校を通じ、（独）日本学生支援機構に申請 

・校内問い合わせ先： 横浜分室 鈴木まで（フリーコール０１２０－８４０－５９８） 

・応募書類入手先： 「トビタテ！留学 JAPAN」特設サイトよりダウンロード 

http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/program/ 

・校内締切： 平成３０年１月２５日（木）必着 

 
※「ロング」分野不採用者のうち 40名がオーストラリア・クィーンズランド州留学チャンス 

（現地の高校へ留学期間１年間、5000オーストラリアドル支給、要英検２級以上） 
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事務部 番場 晴美 
 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 
 

■ 仕事納め １２／２６（火）１７：３０ まで 

■ 休業  １２／２７（水） ～ １／３（水） 

■ 仕事始め １／４（木）８：３０ から 
 

 緊急時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 
 

１・２番クラス   比嘉クラス  090-6869-8550 ahiga@yashima.jp 

３・４番クラス   玉城クラス  090-6869-8551 ktamashiro@yashima.jp 

５・６番クラス   伊禮クラス  090-6869-8552 airei@yashima.jp 

７・８番クラス   平安山クラス 090-6869-8553 thenzan@yashima.jp 

９・０番クラス   島袋（瑠）クラス 090-6869-8554 rumis@yashima.jp 

提携校・海外クラス 島袋（友）クラス 090-6856-3434 shimabukuro@yashima.jp 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始のお知らせ 
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♪ 
 

１２月沖縄北部学習会（本校）１２月２日[土] 

・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

12/2(土) 1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

書道Ⅰ コミュ英語Ⅰ

地学基礎

学習会 学習会 コミュ英語Ⅱ

学習会 生物基礎 地学基礎

学習会 学習会

化学基礎

学習会

学習会

コミュ英語基礎 学習会 地理Ｂ

学習会 学習会

科学と人間生活 学習会 コミュ英語Ⅱ

国語総合 日本史Ｂ



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 
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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/ 

 

 

 
 

 

 

 

☆ 仕事始めは平成 30年 1月 4日となります。 

☆ 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。 

☆ 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 ●１２月スクーリング：９泊● 16 土  

2 土 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 17 日  

3 日 ●７泊コース● 18 月  

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水 １月スクーリング申込書〆切（消印） 21 木  

7 木  22 金 １月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

8 金  23 土 天皇誕生日 

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火 ゆんたく発送 

12 火 １月スクーリング申込書〆切（必着） 27 水 学校休業日 

13 水  28 木 学校休業日 

14 木 １月スクーリング詳細発送 29 金 学校休業日 

15 金  30 土 学校休業日 

   31 日 学校休業日 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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