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平成３０年２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 

提提提携携携校校校（（（ＹＹＹＡＡＡＧＧＧ）））１１１月月月・・・222月月月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。 



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(＾◇＾) 
３月は出会いと別れの季節ですね。平成 29 年度後期卒業生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。卒業は別れでもありますが、新たな道へ
進む旅立ちでもあります。これから先、皆さんにとって新しい出会いが
たくさんあると思います。多くの人と出会い、多くの事を経験して、素
敵な大人になってください！！在校生の皆さんも卒業へ向けて一歩一歩
前進していきましょう。困ったことやわからない事があれば連絡お待ち
しています♪ 

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♪寒い日が続きますが皆さん体調は崩していません
か？２月は、卒業式を迎えます(#^^#)私はこの時期になると学生の頃、
進路の事や将来の事で沢山悩んでいたことを思い出します。当時、聴い
ていた R.ケリーの ”I believe, I can fly”の曲の中で ”If I believe it, 
there's nothing to it.”という歌詞があります。意味は『自分を信じれ
ば、なんてことない』です。私も学生の頃、この歌詞に励まされました
(*´ω｀) 卒業生・在校生の皆さん、進路の事や学習の進め方など質問
や相談があればいつでも連絡ください♪ 
 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ この度、平成２９年度後期高校
卒業を迎えた皆さん、おめでとうございます！！ 入学前や在学中の様々
な困難を乗り越えて掴んだ高校卒業は格別かと思い 
ます。支えてくれた家族への感謝を忘れず、次のス 
テップへと前進して下さい。また、在校生の皆さん 
の中には高校卒業に向けての前進がストップしてい 
る人もいるかと思います。入学した時の気持ちを思 
い出して再スタートしましょう！比嘉泰子先生と応援しています！！ 

 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは★今年度ももう終わりに近づい
て来ました。卒業式の時期がやってきましたが、みなさんは思い出の卒
業ソングありますか？私は・・・小学校の卒業式に全員で歌った「ＳＭ
ＡＰ・世界にひとつだけの花」がとても印象に残っています。副担任の
宮城先生は・・・「レミオロメン・３月９日」だそうです。なんだか年
齢がバレてしまいそうですね・・笑('-'*) 歌はたくさんのメッセージが
込められていて、きっとみなさんの背中を押してくれるそんな１曲があ
るはずです。スクーリング中、学校のＢＧＭでこういう歌を流してほし
いなどご意見がありましたら、ぜひ教えてくださ～い♪ 
最後になりますが、進路もしくは、来年度の学習に向けて質問や気にな
ることがありましたら気軽にご連絡下さい  (*^^*) 

７・８番クラスの皆さん、こんにちは(^^♪そして、今年度 3 月の卒業

を迎えた皆さん、高校卒業、本当におめでとうございます。目標だった

卒業というゴール地点が、今度はスタート地点に変わります。卒業した

後、それをどう活かすかは皆さん次第です。自分の力を信じてこれから

も人生を楽しんでいってください。そして、在校生の皆さんも卒業に向

けて一緒に前進していきましょう！学習が進まない、進路で悩んでいる

方、いつでも連絡くださいね。 

皆さん、こんにちは！皆さんの地域は桜が咲き始めているでしょうか。
沖縄は 1～2 月初旬に見頃となり、皆さんが卒業を迎えるころには鮮や
かな緑の葉っぱが付き、次の開花に備えます。皆さんは高校卒業後の進
路は決定しているでしょうか。まだ決まっていないと言う 
人もいるかもしれません。自分のやりたいこと、普段の何 
気ない生活の中で次に繋がる道が見つかるかもしれません。 
1 日 1 日を大事にし、何かの気付きで未来を切り開いて欲 
しいなと思います。進路相談があれば、いつでもウェルカムです☆ 

 



教務部 島袋 瑠美 
 

科目登録とは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いいます。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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。 

 また、平成３０年度前期科目追加登録よりネット申し込みが可能となりました。詳しい登録

方法は３月１９日（月）に発送する「科目追加登録のお知らせ」をご確認ください。郵送での受付

も行っています。 
 

【 申込受付期間 】 

 

 

事務長 鈴木 啓之 
 

地方公共団体、奨学金事業実施団体（９２６団体）による奨学金制度の検索サイトを紹介します。

全国募集や、現住所・出身地（保護者の居住地）を限定して支援を受けられる制度や他の奨学金と

併用できる制度もあります。高校の修学や高等教育機関進学の経済的負担を軽減するために、利用

できる奨学制度を幅広くご検討ください。 

 なお、申請に在学証明書・成績証明書・推薦書など必要な場合は、期限に余裕をもって当校担任

にご相談ください。 
 

 

 

独立行政法人 日本学生支援機構 Ｗｅｂサイト 

「学生支援に関する各種調査大学」＞「地方公共団体等が行う奨学金制度」 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido/ 

  申込受付期間 授業料納入期限 

第１期 3月 1 9 日（月） ～ 3月 31日（土）当日必着または当日受信分まで 4月 16日（月） 

第２期 4月 1 日（日） ～ 4月 30日（月）消印有効または当日受信分まで 5月 15日（火） 

 

 

 

◎ 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） 

３ 

大学・地方公共団体等が行う奨学金制度について 

科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

奨学金制度の検索サイト 



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。１月スクーリングに参加しました生徒さん達２名を表彰し、授与確定の２名の生

徒さん達を紹介しました。また、新たに３名の生徒さん達が功労賞授与確定になりました。 

 
●第５回 湘南バレエコンペティション 第３位  堀内璃子（右から２番目） 

●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７回 かわさき全国バレエコンクール 第５位 村上佳恵（右から１番目） 

●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 

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３０年１月２２日現在） 

●「スターリーガールズ」星娘イラストコンテスト コホーテク賞 村田このみ 

    （代々木アニメーション学院 名古屋校所属） 

 

 

 

●第１４回 ザ･バレコン福岡 第４

位・福岡市長賞 佐藤慧乃花 

（集合写真：中央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●The Australian Ballet School 

Level Six Encouragement Award 

受賞 五十嵐脩 

（集合写真：左側） 
 
 

 

 
 

５ 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校（ＹＡＧ）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 

６ 

海海海洋洋洋文文文化化化館館館ででで校校校外外外学学学習習習   

大大大水水水槽槽槽ののの前前前ででで☆☆☆   

サササメメメののの博博博物物物館館館   

特特特別別別活活活動動動ででで美美美ららら海海海水水水族族族館館館へへへ♪♪♪   



 

７ 

文部科学省認可通信教育 

獅獅獅子子子舞舞舞ででで歓歓歓迎迎迎！！！   

宿宿宿舎舎舎でででののの様様様子子子   職職職員員員室室室でででくくくつつつろろろぎぎぎのののひひひととと時時時♪♪♪   

今今今帰帰帰仁仁仁城城城跡跡跡見見見学学学   

～～～書書書道道道ののの授授授業業業風風風景景景～～～   

一一一足足足早早早いいいおおお花花花見見見！！！   

特特特別別別活活活動動動ののの琉琉琉球球球村村村ででで記記記念念念撮撮撮影影影   

水水水牛牛牛ととと一一一緒緒緒にににパパパチチチリリリ☆☆☆   

本本本部部部町町町民民民体体体育育育館館館ででで体体体育育育ののの授授授業業業   

“““すすすずずず”””ののの散散散歩歩歩   



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校（ＹＡＧ）２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

８ 

美美美ららら海海海水水水族族族館館館へへへ   

卓卓卓球球球大大大会会会！！！   

～～～食食食事事事風風風景景景～～～   

今今今帰帰帰仁仁仁城城城跡跡跡ででで日日日本本本一一一早早早いいいおおお花花花見見見   

真真真冬冬冬ののの花花花火火火大大大会会会☆☆☆   



 

９ 

文部科学省認可通信教育 

琉琉琉球球球村村村ででで集集集合合合写写写真真真   

エエエイイイサササーーーのののおおお兄兄兄さささんんんとととはははいいいポポポーーーズズズ！！！   水水水牛牛牛ととと一一一緒緒緒ににに   

名名名護護護パパパイイイナナナッッップププルルルパパパーーーククク   



進路指導部 宮城 彩乃 
 

今回は、+αコースの資格取得（通信講座）についてご紹介します＼(^^)／ 

資格取得（通信講座）は在校生・卒業生・そして保護者の方も特別受講料で受けることが出来ます★ 

資格を取得しスキルアップをしてみませんか(*^^*) 

資格が、どのような場面で活躍するのか紹介していきます!（この他にもたくさん資格の種類があります）。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

進路だより ～「資格について」～ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

 

 

 

 

資格取得する事で、自分自身のスキルアップや就職の幅が広がります★ 

興味があればぜひチャレンジして下さい＼(^o^)／ 

メンタル心理士は、医師や看護師などの医療従事者と連携して

カウンセリングを行うことも多く、通常のカウンセラーよりも医

療や福祉の分野における活躍が多くみられます。従来の医療従事

者とはまた違った専門家としての活躍に注目が集まっています。 

★オススメの職業★ 看護師・教育機関・カウンセラー 等 

 

不登校訪問専門員の資格を活かせる仕事は、不登校専門の家庭

教師。不登校の子供を担当する家庭教師は、学習面だけではなく、

精神面のフォローや生活に関する指導までを担当することがあり

ます。また、不登校訪問専門員の資格を取得することで、地域の

不登校問題への取り組みに貢献することもできます。不登校に悩

む家族を対象とした地域での無料相談会など、ボランティア活動

にも活かせます。★オススメの職業★ 教師・カウンセラー 等 

 

 

心理アロマアドバイザーやアロマセラピストの資格を活か

せる仕事は、香りによるヒーリング効果で心と身体をリラック

スさせたり、ストレス解消やさまざまな身体の不調を改善に導

く仕事です。美容室やアパレル関係の仕事で資格を持っていれ

ば活かせます。 

★オススメの職業★ アロマ専門店・美容室・医療施設 等 

 

ソフト整体の資格を活かせる仕事は、体の中心にある上半身と

下半身を支える役割のある骨盤、そして骨盤と繋がる背骨の歪み

を正す整体師や自分で行うストレッチやマッサージの方法などを

患者さんの症状に合わせてアドバイスなどをします。 

★オススメの職業★ 整体院・独立開業 等 

 



高大連携委員会 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学は、パソコンで双方向ライブ授業を受講するインターネット大学です。学生

はシラバス（大学講義の内容やスケジュール・成績評価の方法などを一覧にまとめたもの）

だけでなく、実際に開講される講義のさわりや入門編を５分程度の尺でコンパクトにまとめ

た「ミニ授業」を YouTubeから試聴することで、自分の興味や関心に沿った講義を主体的に

選んで受講することができます。 大学からの情報によりますと、２月１５日時点で、平成

３０年度開講科目のうち１２０科目で「ミニ授業」が公開されており、さらに追加されてい

くとのことです。 

大学での講義に興味のある方は、ぜひ次の URLから視聴してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八洲学園大学は、日本で唯一の「生涯学習学部」設置校です。図書館司書・学芸員・社会

教育主事（任用）・社会福祉主事（任用）などの国家資格を取得可能です。また、どの学科

の開講科目も履修できるなど自分の興味や関心に沿った学びができます。インターネットを

使った双方向ライブ配信授業が基本ですが、実際に大学に登校して教室で生の講義を受ける

こともできます。 

なお、八洲学園大学は当校の指定校推薦対象校です。八洲学園大学国際高等学校生徒が進

学すると、入学金がデポジットとして返還される特典があります。関心のある方は、クラス

担任の先生までご連絡ください。大学資料をお送りいたします。 

八洲学園大学講義「ミニ授業」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

https://www.yashima.ac.jp/univ/about/ely/minilesson.php 

【YouTube ミニ授業 タイトル画像例】 

※YouTube 版「ミニ授業」はスマートフォンからも視聴できます。 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校在学中、「第４９回 琉球古典芸能コンクール 舞踊新人賞」を

受賞し活躍した「宮城香奈さん」が、進学先の「専門学校尚学院 国際ビジネスアカデミー

（国際英米コース）」でも頑張っており、この度、名桜大学（公立）に編入合格したと嬉し

い報告が専門学校よりありました。おめでとうございます。今後も、様々な事にチャレンジ

しながら頑張ってください。 

（※国際ビジネスアカデミーは「大学併修・編入プログラム」があるユニークな専門学校で

す。画像は専門学校より提供。） 

 

 

 

 

 

 

「専門学校尚学院 国際ビジネスアカデミー」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



         最近よく耳にするようになった「生きづらさ」というキ

ーワード。なぜ「生きづらい」のかは様々ですが、背景に

は、うつ傾向の思考や、大人の発達障害に対する無理解、 

レッテル貼りなどがあると言われています。 
 
また、「多様性を認めましょう！」という掛け声とは裏腹に、白か黒か、

右か左か分かりやすい選択肢を求めがちな社会的傾向も、「生きづらさ」を

感じさせる要因となっているでしょう。現代はココロが疲れやすい時代なの

かもしれません。 
 
新入生、新社会人、新生活。何かと「新」がスタートする春先を前に、「疲

れたココロ」の自己治癒力アップと、「疲れたココロ」を抱えている家族や

友人、同僚との関わり方を一緒に考えませんか？ 

 
 

教頭 中村 成希 

 

 

 

～疲れたココロの自己治癒力を高める～ 
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◆主 催：ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：３月４日（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：大城 勝太 （ エフエム沖縄 アナウンサー・記者 ） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

●1980年伊江島生まれ糸満育ち。FM沖縄アナウンサー、産業カウンセラー、

キャリアコンサルタント。（一社）日本産業カウンセラー協会沖縄支部 副

支部長 ラジオ番組やカウンセリング・キャリアコンサルティングを通し

て、「気づき」を発信中。 

 



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 

●学びの森Ｊ－ＳＹＵＤＩＯ 船橋キャンパス 千葉県船橋市 

茨城県 ●学びの森Ｊ－ＳＹＵＤＩＯ みらい平キャンパス 茨城県つくばみらい市 

中部ブロック 
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 
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 

１５ 

・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♪ 

・授業だけでなく学習会も行っています。視聴報告書の作成をすることもできます。体育の授業に参加され

る方は、運動のできる服装・運動靴をご用意ください。 

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♪ 
 

３月沖縄北部学習会（本校） ３月２２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。 

 

※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） 

文部科学省認可通信教育 

３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 コミュ英語Ⅰ 古典B

コミュ英語基礎 現代文B 化学基礎

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



 

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 ３月スクーリング：ＲＨ提出〆切 17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 科目追加登録のお知らせ発送 

5 月  20 火  

6 火 
３月スクーリング返送書類必着 

３月スクーリングキャンセル返金可能〆切 
21 ○水  春分の日 

7 水  22 木 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

8 木  23 金 成績発送 

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日 ●３月スクーリング● 26 月  

12 月  27 火  

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 ゆんたく発送 

   31 土  

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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文部科学省認可通信教育 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

