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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ３     ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ５     「農業体験・研修コース」のご紹介 

・ ｐ６     進路だより ～受験方法について～ 

・ ｐ７     学校法人八洲学園系列校「八洲学園大学・ＥＳＡ音楽学院専門学校」 

・ ｐ８     職員室内サインボードの紹介① 

・ ｐ９－１０  《連載 健康だより》喫煙・受動喫煙の健康被害 

・ ｐ１１    リポート問題訂正のご案内 

・ ｐ１２－１３ 八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ７月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１６    ７月行事予定 

平成３０年６月２６日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 平良 亮 

 

 

八洲学園大学国際高等学校情報誌 

「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。 

万万万華華華鏡鏡鏡→→→   

↑↑↑ピピピロロロピピピロロロ   

↓↓↓ペペペーーーパパパーーーロロローーーリリリンンングググ   

←←←風風風車車車   

かかかえええっっってててきききたたた   
ピピピョョョンンンピピピョョョンンンカカカエエエルルル→→→   

←←←指指指ハハハブブブ   

↑↑↑チチチェェェンンンリリリンンングググ   



事務部 番場 晴美 

 

６月は紫陽花の季節!! 様々な色を持つ紫陽花の花をみると、私はピアノ
の音を思い出します!! 何か良い音色はないかなぁ…そんな事を考えな
がら、６月も皆さんの事を沖縄の空から応援しています(*^_^*) 

                 ★担任 横田裕美(*^_^*)★ 

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♪梅雨の時期になり、じめじめしてきましたね(>_<) 

雨の日にお勧めの洋楽を紹介します。Rihana の Umbrella という曲で

す。カッコいい曲なので、気持ちを切り替えたりするときにお勧めです

よ(≧▽≦)自宅学習の息抜きに聴いてみてくださいね♪スクーリングの

申し込み方法や、自宅学習のことで質問あればいつでも連絡下さいね！ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 日増しに暑さが続く中、体調を

崩すことなく元気に過ごしていますか？ リポート＆視聴報告書順調に

進んでいますか？ 「順調に進んでいない方」は、 

必ず連絡下さい！ 一緒に学習相談しましょう！ 

また、今年度のスクーリング参加時期がまだ決まっ 

ていない生徒さんは、そろそろ検討進めて下さい！ 

(0120-917-840 玉城 or 宮里まで) 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは！！ 

今回は、副担任の後藤先生（数学担当）の紹介をしたいと思います。 

八洲に来てまだ数ヶ月ですが、学校犬のモモ子や鈴といつの間にかとて

も仲良しになっています。（笑）数学のリポートや試験範囲など分からな

いところがあれば、とても分かりやすく指導してくれるので、どんどん

質問して下さいね♪教材が手元に届いて何から始めていいか分からない

方は、まず自分の得意科目からリポート作成を進めていきましょう!(^^)! 

みなさん、こんにちは(^_-)-☆梅雨でじめじめした季節に突入しました

ね。梅雨は洗濯物が外に干せずほぼ毎日コインランドリーにお世話にな

っています。沖縄に住んでコインランドリー（ガス乾燥機）がこんなに

便利であることを知りました。学校にもガス乾燥機があるので雨が降っ

ても安心してくださいね。梅雨が明けた沖縄の海と空は本当に最高で

す！7 月 8 月 9 月にスクーリングに参加予定の皆さん、沖縄の真っ青な

海と空の下で元気いっぱいに過ごしましょう(^^)/ 

みなさん、こんにちは！ 6 月梅雨真っ最中ですが、いかがお過ごしです

か？ 6 月の沖縄では、本島・離島各地で「ハーリー（地域によってはハ

ーレー）」と呼ばれる行事が行われています。航海の安全や豊漁を祈願

し、サバニと呼ばれる伝統漁船で競漕を行う行事で、600 年もの

歴史があります。ハーリーレースはとても迫力があり、どのチーム

も優勝を目指し練習に励みます。とても熱い行事です 

ので、ぜひ一度は皆さんに見ていただきたいです♪♪ 

目標の８月に向けて減量を始めました。皆さんも何か目標

に向けて始めてみませんか。ぜひ一緒にトレーニングをし

ましょう。          ★副担任 中川卓也★ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



事務部 板谷 幸恵 
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５月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 見たことのないおもちゃばかりで、それを自分で作るというのはめったにできることじゃないの
で良い経験ができました。 

☺ 携帯やゲームがたくさんある今の時代に昔のおもちゃに触れ楽しく遊ぶ貴重な授業だったなと思
いました。 

☺ おもちゃ作りは難しかったけど、みんなで作ったり、自分が完成した時はとても嬉しかったです。 

☺ スクーリングに行きたくないと思っていたけど、日を重ねるごとにおもしろく楽しくなり、帰り

たくないと思えるようになりました。 

☺ お店で売られているものが作れることを知ってびっくりした。 

☺ 普段遊ばないものを作って遊ぶことができて楽しかった。 

☺ 沖縄の伝統に触れることができて新鮮な体験だった。 

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。 

オオオプププシシショョョンンンでででイイイルルルカカカシシショョョーーーををを見見見ににに行行行きききままましししたたた   指指指ハハハブブブ作作作りりりににに挑挑挑戦戦戦！！！   

線線線香香香花花花火火火大大大会会会★★★   

444 連連連発発発わわわりりり箸箸箸鉄鉄鉄砲砲砲作作作りりり   
手手手作作作りりり風風風車車車完完完成成成♪♪♪   

輪輪輪ゴゴゴムムムををを編編編んんんでででかかかわわわいいいいいい   

ブブブレレレスススレレレッッットトトををを作作作成成成！！！   

体体体育育育ででで   

グググラララウウウンンンドドドゴゴゴルルルフフフをををプププレレレイイイ！！！   

総総総合合合βββででで本本本部部部町町町立立立博博博物物物館館館へへへ   

入入入校校校式式式でででははは万万万華華華鏡鏡鏡ををを作作作りりりままましししたたた♪♪♪   



校長 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。新たにバレエ部門で２名の男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。 

 

●タリン国際バレエ・コンクール グループＢ 

（１５～１７歳男性） 第１位・審査員特別賞  

山元耕陽 

 

（第４５回 ローザンヌ国際バレエコンクール  

第４位） 

 

 

 

 

 

 

 

●１３th Youth International Ballet Competition （シニアクラシック部門） 

第２位・（シニアコンテンポラリー部門） 第４位 戸田昂希 

●ユースアメリカグランプリ YAGP2018NYファイナル （アンサンブル部門： 

グループ）第３位 戸田昂希 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

４ 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校「＋α コース」内の『農業体験・研修コース』で提携してい

る「日本農業実践学園」へ農業体験に参加して来ました。このコースは、農業に関心がある、

農業を仕事にしたいけど経験がない。そういう方にお勧めしています。農業実施場所の日本

農業実践学園は、茨城県水戸市にあり、プロの農業者を育てる学校として９０年以上の歴史

を誇ります。 

 

短期農業体験コース（５泊６日）は、６種

類の作目（稲作・野菜・有機野菜・水耕栽培・

畜産・農産加工）から選択できます。参加費

用（内訳：食費（３食）、宿泊費、研修費、

事務経費、傷害保険料）は、八洲学園大学国

際高等学校の在校生は「１１，０００円」に

減免されます。（卒業生、保護者の方も参加

可能ですが、参加費は本来の２５，０００円

になります。） 

 

また、在校生が５泊６日を修了すると、八

洲学園大学国際高等学校の科目「校外技能取

得」に読み替える事が出来ます。【※学習の

手帳（３２ページ）で読み替え詳細をご確認

下さい。また、農業基準で「１ヶ月以上」と

記載していますが、「５泊６日」に訂正をお

願いします。】 

 

農業体験への参加時期は随時可能ですので、興味のある方は各担任まで問い合わせて下さ

い。資料を発送させて頂きます。 

 

「農業体験・研修コース」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



進路指導部 横田 裕美 

 
  

 

 

 

 
 

ＡＯ入試 
 出願者の人物像を学校側の求める学生像と照らし合わせて合否を決める入試方法です。つまり、「大学

が求めている学生」が選抜されるのが AO 入試です。その大学に入りたいという強い熱意が求められて

います。 

 

推薦入試 
『人柄重視』の受験方法です。主に高校の評定などの書類審査や面接、小論文によって、受験生を総

合的に評価する選抜方法になります。推薦入試は大きく分けて『公募推薦』と『指定校推薦』がありま

す。（高校からの推薦状が必要となります。） 

 

【公募推薦】 

高校の推薦基準と大学の出願条件を満たしていれば応募できますので、倍率が比較的高いです。 

 

【指定校推薦】 

自分の高校が指定校になっていると受験できる推薦制度です。逆に、自分の高校がその大学の指定

校になっていなければ受験はできません。 

 

一般入試 
『学力一発勝負』の受験方法です。基本的には国語・数学・英語などの主要科目の筆記試験またはマ

ーク試験です。高校で学習した知識を入試で問われることになります。 

 

センター試験利用入試 
 大学入試センターの受験科目を利用して複数の大学（同大学の複数学部学科も受験可能）を受けられ

るため、受験生にとっては非常に便利な受験方法になります。 

 

【受験実施に関して】 

 各学校の受験実施傾向はＡＯ入試⇒②推薦入試⇒③一般入試⇒④センター試験利用入試の順番

です。（異なる場合もあるため、受験先の募集要項を必ずご確認下さい。） 

 

【センター試験利用入試の願書】 

 各学校を受験するための願書以外に、センター試験を受けるための願書も必要となります。セン

ター試験を利用される方は、センター試験出願時、下記の点にご注意ください。 

 

●今年度９月卒業(2018年 9月)⇒個人出願 

●今年度３月卒業(2019年 3月)⇒学校一括出願 

 

※センター試験のご案内は、「学校新聞ゆんたく（8月号）」に掲載予定です。 

 

 

受験の際に、『調査書』や『推薦書』などの書類が必要となります。(学習の手帳Ｐ28参照) 

進路だより ～受験方法について～ 

 

文部科学省認可通信教育 

６ 

梅雨の時期となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 

今回は、受験方法に関する内容です。各学校の募集要項も必ずご確認下さ

い。皆さんの未来が輝くものでありますように・・・(*^_^*) 

 



校長 中村 成希 

 

学校法人八洲学園系列へ進学を希望される場合、系列校推薦枠がありますのでご紹介します。 

入学金の免除など特典もありますので、詳細は、「学校新聞ゆんたく（７月号）」でご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八洲学園大学は、人間力を支える生涯学習支援者を育てています。国家資格（「図書館司書」「博

物館学芸員」「社会教育主事」「社会福祉主事」等）を要件を満たすと取得が可能です。 

（神奈川県横浜市西区桜木町 7丁目 42番地） 

 

ＥＳＡ音楽学院専門学校は、「吹奏楽学科（吹奏楽コース・管楽器リペアコース）」があり、「音楽

史」「指揮法」「リペア（修理）」等、吹奏楽経験者にとって興味深い科目が多くあります。 

（大阪府大阪市天王寺区玉造元町２−６） 

学校法人八洲学園系列校「八洲学園大学・ＥＳＡ音楽学院専門学校」 

文部科学省認可通信教育 

７ 

●「八洲学園大学」・・・インターネットだけで大学卒業が出来る「日本初の大学」 

●「ＥＳＡ音楽学院専門学校」・・・大阪初の「吹奏楽の演奏とリペアの専門学校」 

 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、短期集中スクーリング方式の為に開校した「日本初の通信

制高校」ですので、様々なジャンルで活躍している八洲人がいます。職員室にサインボード

を設置していますので、毎月紹介していきたいと思います。直筆サインは、来校した際、見

てあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 

職員室内サインボードの紹介① 

文部科学省認可通信教育 

８ 

【●R'kuma（レオクマ：ラッパー）●】 
 ≪八洲学園大学国際高等学校≫ 

・八洲学園大学国際高等学校の卒業生「奥間玲央」。島袋瑠美先生が担任でした。 

 

・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。 

 



環境保健部 平安山 智子 

 

オリンピックの開催地になると、「スポーツ＝健康増進」の見地から、飲食店や繁華街を全面禁煙とし、オリ

ンピック選手や訪れた観戦外国人を受動喫煙から守る取り組みがなされています。東京オリンピックに関連

した禁煙運動も全国的に盛んになってきました。そこで、喫煙・受動喫煙の体への影響やニコチン依存症に

ついて特集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《連載 健康だより》喫煙・受動喫煙の健康被害 

文部科学省認可通信教育 

【生徒さんへ】 

・高等学校は健康増進法に定める受動喫煙防止施設

です。当校では、成人であっても学校構内および

スクーリング活動中の喫煙を禁じています。また、

高等学校は健康増進法に定める「健康増進事業実

施者」として、受動喫煙防止などの教育・啓蒙活

動を行う責務を負っています。 

・当校の 5泊６日または７泊８日の短期集中スクー

リングは、自宅での喫煙者が禁煙に踏み切る良い

機会です。当校も、実費で市販の「禁断症状緩和

薬（ニコチンパッチ）」を融通するなど、生徒さん

の禁煙行動を支援いたします。 

青年期は、禁断症状が強く現れるので喫煙しだすとニコチン依存症 

（タバコ中毒）になりやすく、いっそうニコチン依存症が深刻になる傾向があります。 

 健健康康だだけけじじゃゃなないい  

喫喫煙煙ののデデメメリリッットト！！  
⚫ 歯が黄色くなる 

⚫ 口臭が強くなる 

⚫ 化粧のノリが悪い 

⚫ ご飯がマズい 

⚫ 声が枯れやすくなる 

⚫ 髪の毛や衣服がヤニ臭い 

⚫ 息切れやドキドキ 

⚫ 出費がかさむ 

 
加加加熱熱熱式式式タタタバババコココももも危危危ななないいい！！！   

 「iQOS（アイコス）」や「プルーム」といった加熱

式タバコは若者を中心に流行っていますが、

「紙巻たばこ」と同等の健康リスクがあることが

指摘されており、煙中のニコチンは紙巻タバコ

と同等の含有量です。受動喫煙の健康リスク

も紙巻タバコと同等とのことです。 

喫喫煙煙開開始始年年齢齢がが若若いいとと、、  
そそのの後後のの人人生生ににおおいいてて  

・・喫喫煙煙本本数数がが多多くくななりり  

・・ニニココチチンン依依存存度度ががよよりり重重篤篤でで  

・・禁禁煙煙がが成成功功ししづづららくく  

・・喫喫煙煙年年数数やや生生涯涯喫喫煙煙量量がが多多くくななりり、、  

・・そそのの結結果果、、死死亡亡やや疾疾病病発発生生リリススククがが

増増加加ししまますす。。  

人生によいことのない喫煙です。 

その場の雰囲気に流されず、 

よく考えて生き方を選びましょう！ 

女女性性ののリリススクク！！  
・・乳乳ががんん・・子子宮宮頚頚ががんん  

・・早早産産やや流流産産  

・・難難産産、、異異常常出出血血  

・・冷冷ええ性性  

・・肌肌荒荒れれ  

・・不不妊妊  
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【保護者の方へ】 

・「未成年者喫煙防止法」３条により、保護者が未成

年の喫煙を制止しない場合は科料に処されます。 

なによりも、未成年はタバコの健康被害が大きい

という観点から、家庭教育・指導をお願いします。 

・健康保険で医療機関の禁煙治療が受けられます。

成人・未成年を問いません。受診中は禁煙を継続

するためのアドバイスや飲み薬、ニコチンパッチ

の処方を受けることができます。 

・当校は「八洲学園大学国際高等学校寄宿舎管理規

定」において、スクーリング中の飲酒喫煙を厳禁

としています。判明した場合は、スクーリングの

参加が無効となり即刻帰宅となります。 

禁煙運動・禁煙外来の専門家に面会し、さま

ざまな情報とアドバイスをいただきました。 

◆記事取材協力◆ 

長谷彰 医師（長谷内科医院院長、神奈川県 

内科医学会・神奈川禁煙・分煙推進委員

会委員長） 

山代寛 教授（医学博士、沖縄大学副学長、 

那覇市医師会禁煙推進委員、第 8回 

日本禁煙学会学術総会会長） 

文部科学省認可通信教育 

 軽いタバコも害は同じ！ 
いわゆる「軽いタバコ」は、タバコ葉の成分は

普通のタバコと違いはありませんが、フィルタ

ー部分に空気穴を設けて主流煙を薄めて吸っ

ているので軽い口当たりに感じます。 

ただし、吸いきるまでに吸い込む煙の総量は

変わりませんので、体に入る有害成分の量や

体への有害さは決して軽くありません。 

ニコチンの神経作用 
タバコを吸うと、ニコチンの向神経作用

で一時の鎮静が得られますが、１５分後

くらいからは興奮作用が現れはじめ、か

えってイライラ感が増し、喫煙後１時間く

らいは神経興奮が醒めません。 

ニコチン中毒が進むと、鎮静作用の持続

時間が短くなってくるので、チェーンスモ

ークへ走りやすくなります。 

ニコチン依存症は、成人では初回喫煙

から 2年～10年で形成されますが、未

成年者は初回喫煙 2週間から 2 ヶ月で

成立します。 
一酸化炭素の害 

タバコの有害成分は、ニコチン以外にも

発がん物質であるタール、そして一酸化

炭素（CO）があります。 

酸素不足でスタミナが低下するだけでな

く、血管壁や心臓の弁を痛め、動脈硬化

や心臓疾患の原因となるばかりでなく、

脳血管症障害のリスクを高めます。 

禁煙外来では、患者さんの血液中の CO

を測ることで、禁煙治療の効果判定をし

ています。喫煙者が禁煙を始めて CO正

常値に戻るのに１週間から数週間を要

します。 



教務部 比嘉 彩香 

 

『地理Ｂ（２０１８）』、『日本史Ｂ（２０１８）』のリポート問題に下記の通り訂正箇所が

あります。お手数をおかけいたしますが、ご確認をよろしくお願いいたします。 

 

【地理Ｂ（２０１８）】 

リポート No.１：４．（２）ウの 経緯 ⇒ 経線 へ訂正となります。 

リポート No.４：４．問題文７行目 食糧 ⇒ 食料 へ訂正となります。 

リポート No.８：４．図Ｅの位置が誤っています。下の図を参考に解いてみてください。 

 

 

 

 

 

 

リポート No.９：３．２．（５）１６世紀 ⇒ １５世紀 へ訂正となります。 

（４）タイ ⇒ ベトナム へ訂正となります。 

リポート No.10：３．（３）ｄ. 制作 ⇒ 政策 へ訂正となります。 

 

 

【日本史Ｂ（２０１８）】 

リポート No.１：５．表中の記号 オ王 ⇒ エ王 へ訂正となります。 

 

 

 

★不明な点がございましたら、学校までお問い合わせ下さい。（0120-917-840） 

 

リポート問題訂正のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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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： 

長年英語を学び続けている日本人の中で英語を使って日常的なコミュニケーションができる人はわずか

２パーセント。その原因には『恥の文化』からくる『メンタルブロック』、そして『言葉を道具として教

えない』これまでの英語教育が深く関係しています。本講座は、長年通訳、そして国際ビジネス交渉の

最前線に関わってきた講師が海外の ESL（英語を母国語としない人向け英語学校のカリキュラム）を日本

人向けに改良したメソッドに基づき、子供が三輪車→補助輪つき自転車→自転車の練習をするように道

具としての英語の使い方を習慣化し、日々の生活の中で自然と実用してゆくコツを学びます。踏襲しつ

つ、2020年度から順次完全実施となる新学習指導要領の動向を押さえた内容となっております。 

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 
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講座名『中学英語で学ぶビジネス英語基礎知識１

〜I can’t speak English は英語が話せるあかし〜』 



 

□対象者：英語に興味があるけれど苦手な人。海外の文化に興味がある人。将来世界の市場で仕事をし
たい人。今後仕事で英語を習得する必要がある人。海外の方が多く来館される図書館で勤務
されている方等。 

■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 30 年 9 月 17 日（月）～平成 30 年 10 月 16 日（火） 

■講師：眞殿 亜紀子（ピー・アンド・マーズ株式会社 代表取締役） 

□受講料：通常受講料：各回 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 

□日程と内容： 

回 配信期間 内容 

1 

【オンデマンド開講】 

平成 30 年 9 月 17 日(月) 

～ 

平成 30 年 10 月 16 日(火) 

自己紹介を英語で学ぶ 9 月 16 日（日）13:00-14:00 

『言いたいこと』を伝えられるよう、知っているシンプルな単語を使って文章を

組み立てる事が容易になる事実を学びます。 

２ 

英語はアウトプットで生かされる 9 月 16 日（日）14:10-15:10 

インプットとアウトプットの繰り返しで貯蓄される表現の『引き出し』を増やす

事がなによりも重要。前置詞、時制、過去分詞などの中学文法の再確認と何故こ

うなる？を学びます。 

３ 

英語のディベートを学ぶ 9 月 16 日（日）15:20-16:20 

難しい単語を使わずともレトリック（効果的に聞こえる話の順番や表現方法）や

イデオム（慣用句）を利用して自分の意見に耳を傾けてもらい、『勝つ』ための

英語表現を学びます。 

 

 

 

 

１３ 

≪講師： 眞殿 亜紀子 氏 の紹介≫ 

ピー・アンド・マーズ株式会社 代表取締役 

米海軍基地の通訳を10年務めた後渡米、帰国後北欧通信大手Ericssonの通訳、

ヨーロッパ最大手ホテル企業 Accor Hotels の総支配人通訳、人事支配人、営

業支配人を歴任。その後、輸入商社の仕事に携わるが、2017 年日本企業の海

外進出と人材育成に使命を感じピー・アンド・マーズ株式会社を設立。2011

年 NHK ラジオ基礎英語３出演。 

■Website: http://www.pandmars.com 

■Blog: https://ameblo.jp/pandmars/ 

■Facebook: https://www.facebook.com/pandmars.akiko/ 

文部科学省認可通信教育 



校長 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） 宮城県仙台市若林区 

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 

●ユースコミュニティー高等学院 東京都大田区内４ヶ所 

神奈川県 ●カルミア学舎 神奈川県横浜市青葉区 

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 
●旭自由学院 大阪府大阪市旭区 

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 
●特定非営利活動法人 The Universe 兵庫県姫路市 

●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（福津校・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 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    【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 

●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 

・北部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することができます♪ 

・授業に参加した場合は、スクーリング時間数に換算されます。 

（※体育の授業に参加する方は、運動のできる服装・運動靴をご用意ください。） 

（※授業に参加する場合は、必ずバーコードシールを持参して下さい！） 

・授業だけではなく、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！ 
 

７月沖縄北部学習会（本校） ７月４日[水] 
・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。 

沖縄北部学習会（本校） 

文部科学省認可通信教育 

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

4限 10：40～11：20

5限 11：30～12：10 数学Ⅰ イルカ コミュ英語Ⅰルリスズメ

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

7/4(水)

書道Ⅰ
クジラ

コミュ英語Ⅰ
ルリスズメ

理科課題研究
イルカ

国語総合
イルカ

地理Ｂ
クジラ

生物基礎
ナポレオン

地学基礎
クジラ

 学習会 
日本史B
イルカ

家庭総合
ジュゴン

科学と人間生活
イルカ

生物基礎
ナポレオン

家庭総合
ジュゴン

体育α
ジュゴン

体育β
クジラ

体育γ
イルカ

学習会 学習会
コミュ英語Ⅱ

イルカ

学習会 学習会
コミュ英語Ⅱ

イルカ



 

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 ０１２０-917-840 

平日９時～１７時 （PHS/携帯/公衆電話からも可） 

 
 

 

 

1 日  16 月 海の日 

2 月  17 火 ８月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付） 

3 火 ●７月スクーリング：7 泊● 18 水  

4 水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 19 木  

5 木 ●５泊コース● 20 金 ８月スクーリング詳細発送 

6 金 ８月スクーリング申込〆切（消印） 21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火  

10 火  25 水  

11 水  26 木  

12 木  27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 
８月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

ゆんたく発送・成績発送 

   31 火  

 

 

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/

