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・ ｐ２－３   １月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   提携校（ＹＡＧ）スクーリングダイジェスト 

・ ｐ６     担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ７     平成２９年度後期卒業証書授与式について  

／ 八洲学園大学「オンライン入学説明会」について 

・ ｐ８     「オンライン英会話レッスン」のお知らせ 

・ ｐ９     「芸術留学（音楽・ダンス）」のお知らせ 

・ ｐ１０    吹奏楽「第５８回 定期演奏会」のご案内 

・ ｐ１１    ゲストライブ「レオクマ（ラッパー）」 

・ ｐ１２－１３ 平成２９年度「功労賞」のご紹介 

／ 日本学生支援機構奨学金予約のお知らせ 

・ ｐ１４    進路だより ～「卒業後の進路」～ 

・ ｐ１５    証明書の発行時期について 

／ 平成２９年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

・ ｐ１６－１７ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ２月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１８    ２月行事予定 

平成３０年１月２６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 

≪≪≪１１１月月月   国国国際際際交交交流流流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。 

～～世世界界各各国国のの  
民民族族衣衣装装体体験験のの様様子子～～  

  



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

今今今帰帰帰仁仁仁
ななな ききき じじじ んんん

城城城
ぐぐぐすすすくくく

にににててて   入入入校校校式式式   

グググリリリーーーテテティィィンンングググカカカーーードドド作作作成成成中中中！！！   

ドドドリリリーーームムムキキキャャャッッッチチチャャャーーー作作作りりり★★★   

カカカンンンヒヒヒザザザクククラララががが咲咲咲いいいててていいいままますすす♪♪♪   



 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 色々な国の衣装を体験できたりお話を聞けて、もっと色々な国に行ってみたい！という気持

ちが持てた。 

☺ 留学生との交流で色々な話が聞けてすごくためになった。 

☺ ドリームキャッチャー作りがとても楽しかったしお土産ができて嬉しかった！ 

☺ 世界がもし 100人の村だったら・・・のワークショップは考えさせられました。 

☺ 留学生と触れ合う機会が普段ないので新鮮でした。 

☺ 普段はなかなか触れられない日本以外の文化や世界の現状などを知ることが出来様々なこ

とを学べました。 

☺ 各国の衣装も着られて嬉しかったです。 

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 

JJJAAAIIICCCAAA スススタタタッッッフフフととと♪♪♪   

韓韓韓国国国ででで流流流行行行ののの手手手作作作りりりシシシーーールルル   『『『イイインンンススス』』』作作作りりりににに挑挑挑戦戦戦！！！   

民民民族族族衣衣衣装装装体体体験験験♪♪♪   

世世世界界界ののの言言言語語語でででイイインンンススス作作作りりり   

様様様々々々ななな民民民族族族衣衣衣装装装   



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校（ＹＡＧ）スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

総総総合合合γγγののの授授授業業業ででで植植植物物物園園園ににに行行行きききままましししたたた   

本本本部部部町町町立立立博博博物物物館館館   

オオオオオオゴゴゴマママダダダラララととと   

触触触れれれあああいいいままましししたたた！！！   

蝶蝶蝶々々々園園園ででで   

ラララマママととと触触触れれれ合合合いいい♪♪♪   

ゾゾゾウウウガガガメメメににに   
乗乗乗っっっちちちゃゃゃいいいままましししたたた！！！   

えええさささやややりりり体体体験験験   

ネネネオオオパパパーーークククへへへ！！！   



 

５ 

文部科学省認可通信教育 

体体体育育育ののの授授授業業業ををを満満満喫喫喫！！！   

卓卓卓球球球大大大会会会   

首首首里里里城城城見見見学学学ににに行行行きききままましししたたた   

国国国際際際通通通りりりへへへ   

ララライイイブブブハハハウウウスススででで城城城間間間健健健一一一さささんんんととと♪♪♪   

沖沖沖縄縄縄ワワワーーールルルドドドでででかかかききき氷氷氷☆☆☆   

美美美ららら海海海水水水族族族館館館へへへ   

大大大蛇蛇蛇ととと一一一緒緒緒にににはははいいいポポポーーーズズズ！！！   

懇懇懇親親親会会会   



事務部 番場 晴美 
 

 

皆さんこんにちは、９・０番クラス担任の島袋瑠美です。今年度も残す

ところ２カ月となりました。まだまだ寒い日が続いていますが、皆さん

体調はいかがでしょうか？私は、お正月に食べ過ぎて、体の動きが鈍く

なったような気がします（笑）最近は子どもたちと一緒にストレッチに

励んでいます。春に向けて少しずつ体も動かしていきたいですね！適度

に体を動かすとストレス解消にもつながりますので、皆さんも時間を見

つけて体を動かしてみてくださいね♪ 

６ 

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、明けましておめでとうございます。 

年末年始はどうでしたか？  

新年に入り、新しいことを始める方も多いと思います(≧▽≦) 

私の今年の目標は、運動する！です。去年出来なかったので、再チャレ

ンジ目指します(^^)/ 

自宅学習がまだまだ残っている方は、ヒント集を参考に解いてください

ね！ それでは、今年もよろしくお願いします。 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ ２０１８年になりましたが、高

校卒業に向けて前進していますか？ 「後でやろう…」「今忙しいから…」

「まだ大丈夫…」、自分でペースを決めて前進出来る、本校でこの３つの

言葉は少し不安要素を含みます。 

皆さんの目標である『高校卒業』に向けて、自分の 

勉強ペースが適切なのか確認したい方は、気軽に 

玉城＆副担任の比嘉泰子先生に相談して下さい♪♪ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは★担任の比嘉彩香です！ 
明けましておめでとうございます。今後とも担任比嘉・副担任宮城でみ
なさんのことをフォローしていきますので、どうぞ宜しくお願いします。 
私の２０１８年の抱負は、真面目に規則正しい生活をすることです。そ
して、副担任宮城先生の２０１８年の抱負は→マイナス１０キロ！！！
だそうですよー('-'*) みなさんも健康に気をつけながら、日々過ごして
いきましょうね♪スクーリング参加の件など何か困ったことなどあれ
ば、お待ちしていますので気軽に問い合わせして下さい(^o^) 

今年度卒業予定の方でまだ進路が未決定の方は、まだ間に合う学校や就

職先があるかもしれません。相談があれば一緒に探しますので遠慮なく

連絡してください。また、学習が進まず悩んでいる方、スクーリングの

参加時期が定まらず不安な方も是非連絡してください。皆さんからのご

連絡お待ちしています。 

みなさん、お正月はどのように過ごしたでしょうか。実は、沖縄は旧暦
の正月をお祝いする文化が残っています。旧暦の年の瀬になると、炭
を昆布で巻いたお供え飾りや正月料理の食材など普段みかけない
商品が店頭に並び、買物客で賑わいます。そして家庭では、神仏に
正月飾りや盃を供えて家族の健康と繁栄を祈願します。 
旧正月元旦の早朝、漁港では縁起物の大漁旗がなびき、 
家庭では御馳走がふるまわれハレの日を祝います。 
ちなみに、今年は２月１６日が旧正月です！ 

 
 



教務部 島袋 瑠美 

 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２５日（日）】に、平成２９年度後期卒業証書授与式を挙行いたします。

１月スクーリングまでに卒業確定をした方には、卒業証書授与式のご案内を１月１７日（水）に発送し

ておりますのでご確認お願い致します。嬉しかったこと、楽しかったこと、辛かったこと、苦しかった

ことなど、すべての思いを胸に、高校生活最後のイベントである卒業証書授与式に参加し、今までを振

り返り、新たな人生への第一歩にしていただきたいと思います。ご家族の皆様も、卒業を迎える生徒さ

んとご一緒に是非お越し下さい。また卒業式を欠席される方には、簡易書留にて卒業証書を後日送付さ

せて頂きます。 

 

送辞・答辞を読んでくれる方、大募集！ 

平成２９年度後期卒業証書授与式で、答辞・送辞を読んでくれる卒業生と在校生を募集しています。

今まで頑張ってきた経緯や卒業後の決意などを発表したい卒業生、お世話になった先輩達にお礼の言葉

やエールを送りたい在校生、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、「やっ

てみようかな」とお考えの方は担任までご連絡下さい。希望者多数の場合は職員会議にて代表者を選出

させて頂きます。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット上で参加できる「オンライン入学説明会」を次の日程で開催します。 

参加希望の方は、八洲学園大学HP「説明会申込フォーム」より希望日時を連絡してください。 

※Windowsパソコンでのみ受講可能（テレビ会議システム 利用。カメラ等の準備は不要。） 
 

http://www.yashima.ac.jp/univ/entrance/counselling.php 

・２月１０日（土） １０時４０分～１１時４０分 

・２月２１日（水） ２０時１０分～２１時４０分 

 

文部科学省認可通信教育 

７ 

平成２９年度後期卒業証書授与式について 

八洲学園大学「オンライン入学説明会」について 

【八洲学園大学の特長】 

●通学不要（学習はすべてネット上で） 

●資格取得（図書館司書など4つの国家資格） 

●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

【出願期限】 

１月９日（火）～ 

４月２３日（月）まで 

【出願方法】 

●インターネット出願 
●入学試験なし。 
(※400～800字の作文あり) 

【学費特典】 

当校卒業生は、入学金全額を返還！ 

【学費】 

授業料は半年ごと。半年間で約１３万円～ 

（４年間で総額約１１０万円程度） 



教頭 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校の生徒の多くが海外留学（語学・スポーツ・芸術）にチャレン

ジしています。海外留学事前・事後の英会話レッスンが重要ですので、１月より『株式会社

Ｇｌａｔｓ（学研グループ）』と教育提携を結びました。本学の在校生・卒業生は八洲学園

提携価格でオンライン英会話レッスンを受講する事が可能です。「海外留学はしないけど、

英語を話す事が出来るようになりたい」という方も受講できますし、中学レベルからも対応

しています。興味のある方には資料を送りますのでご連絡ください。 

（※１０回プラン：１０，８００円～） 

 

 

 

「オンライン英会話レッスン」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

８ 



教頭 中村 成希 

 

「芸術留学（音楽・ダンス）」をサポートしている株式会社アンドビジョンと提携をしま

した。八洲学園割引制度が適用されます。興味のある方には資料を送りますので各担任まで

申し出て下さい。また、引き続き、「アメリカ私立高校卒業」や「セブ島短期語学留学」の

資料もご希望の方には発送します。 

 

 

 

 

 

「芸術留学（音楽・ダンス）」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

９ 



教頭 中村 成希 

 

大阪市にあります「学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校」の定期演奏会が２月４

日（日）に阿倍野区民センター大ホールにて開催されます。日本で「唯一の吹奏楽学科」が

ある専門学校です。ご興味のある方はどうぞお越しください。 

吹奏楽「第５８回 定期演奏会」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中からラッパーとして活躍している卒業生の「奥間玲央

（Ｒ‘ｋｕｍａ：レオクマ）」君に、１２月スクーリング「八洲ライブ２０１７（テーマ：

音楽）」のゲストアーティストとして来校してもらいました。 

もちろん歌やラップも披露してくれ素晴らしかったですが、一番印象に残ったのは、在校

生たちに、自分自身の生い立ちや将来の事など色々語ってくれた事です。来校ありがとうご

ざいました。彼は、沖縄県内だけでなく、日本各地でライブをしているので、ラップが好き

な方は応援宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

【※画像下：在校生に語ってくれている様子】 

 

 

 

 

 

ゲストライブ「レオクマ（ラッパー）」 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

【●R'kuma（レオクマ）の紹介●】 

・高校 2 年の秋に YouTube で発表した

Rude-αとの『CoCo ga Okinawa』が

話題になり、その名を知られる。第 9回、

第 10 回『高校生 RAP 選手権』（日本武

道館）、MCバトル TV番組『フリースタ

イルダンジョン』に出場。また、日本最

大級ヒップホップ LIVE コンサート「サマ

ーボム２０１７in豊洲」にも出場。 

 



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、１２月スクーリング（YAG）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、２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。 

 

●第４回つづきみ（ＫＡ

ＤＯＫＡＷＡ主催） 

ＴｏｋｙｏＯｔａｋｕ

Ｍｏｄｅ賞 篠原もも

（右側） 

 

（代々木アニメーショ

ン学院福岡校所属） 

 

※画像左側は担任の横

田裕美先生 

 

 

 

 

【功労賞授与確定者（新規）】（平成２９年１２月２２日現在） 

  

 

●バンド活動 ３

piece Rock『バン

ド名：BeeRoom』 TV

番組「コザの裏側」

出演等  

島袋勇輝（中央） 

 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



 
●第６回 バイオテクイラストコンテスト 最優秀賞 水野朱花（代々木アニメー

ション学院広島校所属：作品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

日本学生支援機構の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校奨学金（取り扱いが出来ないとこ

ろもあります）は、高校在学中に在籍高校で予約手続きを行い奨学金採用予定者となると、大学等

に進学後、速やかに奨学金支給を受けることができます。 

日本学生支援機構奨学金には、 

給付型奨学金（給付月額２万円～４万円） 

無利子貸与奨学金（第一種奨学金 貸与月額３万円～６万４千円） 

有利子貸与奨学金（第二種奨学金 貸与月額３万円～１２万円）（※表記金額は平成３０年度実績） 

の種類があり、給付型奨学金・無利子貸与奨学金予約は年１回の４月の申込、有利子貸与奨学金予

約は年２回（４月、１０月）受付申込があります。 

募集は平成３０年４月からとなりますが、募集開始から締め切りまで期間が短くなっております。

平成３１年度４月に大学等へ進学希望で、進学先での日本学生支援機構奨学金を希望する方は、事

務部 宮坂（0120-917-840）までお早めにお知らせください。学校に機構から案内があり次第、書類

一式をご自宅までお送りさせていただきます。 
 

日本学生支援機構Ｗｅｂサイトの奨学金案内ページ 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/index.html 
（平成３１年度進学者向けの案内は４月に掲載予定ではありますが、 

前年度の募集要項等を閲覧することができます。） 

１３ 

文部科学省認可通信教育 

日本学生支援機構奨学金予約のお知らせ 



進路指導部 木村 和奈 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進学】 

進学といっても進学先には大学・短期大学・専門学校等たくさんあります。何を勉強した

いのか、将来は何がしたいのか、ということを踏まえて自分にあった学校選びをしましょう。

八洲学園大学国際高等学校は、毎年全国約 300校以上の学校から指定校推薦という推薦枠を

いただいています。この指定校推薦入試を利用して、今年度も進学が決まっている生徒さん

がいます。毎年 7月号のゆんたくで指定校推薦の一覧を掲載していますので、少しでも興味

を持った方はご覧下さい。他にも、一般入試や AO 入試といった入試方法があります。選考

方法によって出願期間や試験日等それぞれ異なりますので、進学を考えている人はできるだ

け早い段階で行動しておくことをお勧めします。 

【就職】 

 就職を考えている人にはハローワークの高卒求人を紹介しています。高卒求人への応募は

高校 3年次の方が対象で、一般向けの求人よりも採用されやすい傾向があります。また、高

卒求人では技術や資格を求められることも少ないため、応募できる企業の幅も広がります。

しかし、ただ就職したいという漠然としたものですとなかなか決まりません。世の中にはた

くさんの会社がありますので、自分はどこで、どんな仕事がしたいのか、ということを考え

る必要があります。高卒求人は学校で調べることができます。希望される方は担任へご連絡

下さい。 

 

 

進路だより ～「卒業後の進路」～ 
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今月号のゆんたくでは、 

「卒業後の進路」について取り上げます。 

みなさんの卒業後の進路には、 

それぞれの選択肢があるかと思いますが 

今回はその中でも進学と就職について 

お伝えしていきます(^^♪ 

 

 

卒業後の進路について悩んでいる生徒さんがいましたら、まずは！ 

担任・副担任に相談しましょう。みなさんと一緒に進路について考えます)^o^( 

http://2.bp.blogspot.com/-XZWeF3xU9Zs/UqA6ORo27QI/AAAAAAAAbP8/9z3Q15HUN5Y/s800/line_osyougatsu2.png
http://1.bp.blogspot.com/-4a5p9W5GWjw/WdyDVLpq90I/AAAAAAABHbo/Spy4RkgvJBM1octStFLERjl5DmKhpiWfACLcBGAs/s800/eto_inu_shinnen_aisatsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-q8a--fFvCD4/WhUgHSGkXkI/AAAAAAABILo/vyaE1hmpv5IksvmWGFa_FCMNjkIclyYSQCLcBGAs/s800/osyougatsu_text_2018.png


事務部 鈴木 啓之 
 

 進学や就職の際は、「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「単位修得成績証明書」「調査書」等の提出

が必要となります。また、証明書の有効期間は一般的には発行から３か月以内となっています。進学や

仕事の出願／求職あるいは入学手続／就職手続にあたっては、証明書の提出が必要になります。事前に

どのような証明書が必要か調べて早めに準備しましょう。当校での証明書の発行には１週間＋郵送日数

をお見込みください。 

 なお、平成２９年度後期卒業確定者・見込者からの２月２５日 卒業証書授与式の翌日以降に学校受信

の証明書発行願申請については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、証明書の

必要な方はお早めにお申込下さい。卒業式当日（２月２５日）までは「在校生料金」で事前申込もでき

ます。 

■ 「卒業証明書」  ･･･平成２９年度後期卒業の方は、３月１日以降に発行 

※平成３０年２月２８日までは、「卒業見込証明書」の発行。 

 

■ 「成績証明書」「単位修得成績証明書」･･･平成２９年度前期までに修得した科目を記載 

※平成２９年度後期に単位修得した科目は、４月１日以降の発行で反映されます。 

ただし、平成２９年度後期卒業生に限り３月１日以降に反映されます。 

 

▼注意事項▲ 

➢ 証明書発行申請は書面でのみ受理いたします。ＦＡＸやメールでは受理できません。 

➢ 証明書発行申請に不備がある場合は受理できません。このところ、手数料不足／返信用切手の入れ

忘れ／返信用封筒の入れ忘れ等のミスが増えていますのでお気をつけください。 

➢ 証明書発行の手続きの詳細・申請用紙は「学習の手帳」p51～53 に掲載しております。また、当校

Webサイト「在校生はこちら」でも掲載しておりますのでご利用ください。 

➢ 提出先の用意した様式・書式への証明や英文での証明は、作成に日数がかかりますので、余裕をも

って発行申請をしてください。 

 

事務部 鈴木 啓之 
 

大学や専門学校の平成３０年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで出願を受け付け

ている場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、沖縄本校事務宛てに申し込みくだ

さい。申込用紙が学校に到着後、発行までに 1 週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日

などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

なお、調査書発行手数料は、２月２５日までの受理については無料ですが、２月２６日以降は、一通

につき２００円の手数料がかかります。 
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証明書の発行時期について 
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平成２９年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

 

 



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。） 

 

    【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 

●ＮＰＯ法人ユースコミュニティー「自由塾」 東京都大田区内４ヶ所 

埼玉県 ●たかやま個別指導塾 埼玉県吉川市 

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 

長崎県 ●ＡＣＡＤＥＭＩＡ高等学院 長崎県大村市 

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 

「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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事務部 板谷 幸恵 
 

    【学習提携校名】 【住 所】 

九州ブロック 

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 

１７ 

・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♪ 
 

２月沖縄北部学習会（本校） ２月１８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。 

 

※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。 

沖縄北部学習会（本校） 

1年次（α） 2年次（β） 3年次（γ）

1限 8：30～9：10

2限 9：10～9：50

3限 10：00～10：40 国語表現

4限 10：40～11：20 学習会

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

2/18(日)

科学と人間生活 学習会 学習会

学習会 学習会 化学基礎

学習会 コミュ英語Ⅰ 学習会

学習会 現代文Ｂ コミュ英語Ⅱ

国語総合 学習会 コミュ英語Ⅱ

コミュ英語基礎 生物基礎 古典Ｂ

学習会 地理Ｂ

書道Ⅰ 日本史Ｂ 地学基礎
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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、受付期間を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 木  16 金  

2 金  17 土 ●２月スクーリング：９泊● 

3 土  18 日 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加  

4 日  19 月 ●７泊コース● 

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水 ３月スクーリング申込書〆切（消印） 22 木  

8 木  23 金  

9 金  24 土  

10 土  25 日 ２９年度後期卒業証書授与式 

11 日 建国記念の日 26 月  

12 月 振替休日 27 火  

13 火 
２月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

３月スクーリング申込書〆切（必着） 
28 水 ゆんたく発送 

14 水 ３月スクーリング詳細発送    

15 木     

      

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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