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・ ｐ２－３   ６月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   ７月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―ジ 

・ ｐ７－８   平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ９     職員室内サインボードの紹介② 

・ ｐ１０    男子在校生の「プロデビュー戦（ボクシング）」のご案内 

・ ｐ１１    資格取得コースのご紹介① 

・ ｐ１２    進路だより ～大学・学部について～ 

・ ｐ１３    平成３０年度前期卒業証明書授与式について 

／ 面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

・ ｐ１４－１５ 指定校推薦入試・校内選考申込について 

・ ｐ１６－３３ 指定校推薦一覧 

・ ｐ３４－３５ 八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

・ ｐ３６    《連載 健康だより》地震防災 

・ ｐ３７    ８月講演＆勉強会 

・ ｐ３８－３９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ８月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ４０    ８月行事予定 

平成３０年７月３０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。 

７７７月月月☆☆☆沖沖沖縄縄縄マママリリリンンンスススポポポーーーツツツ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！！！   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６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 

マママンンングググロロローーーブブブををを見見見ななながががららら遊遊遊歩歩歩道道道ををを散散散策策策   

～～～東東東村村村慶慶慶佐佐佐次次次のののマママンンングググロロローーーブブブ前前前ででで～～～   

自自自由由由参参参加加加ののの花花花火火火大大大会会会   

マママンンングググロロローーーブブブののの苗苗苗ととと一一一緒緒緒ににに★★★   

総総総合合合βββででで本本本部部部町町町博博博物物物館館館へへへ   

ジジジュュュゴゴゴンンンののの骨骨骨格格格標標標本本本ののの前前前ででで   

山山山ととと水水水ののの生生生活活活博博博物物物館館館見見見学学学   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ マングローブや沖縄の生き物について知れてとてもおもしろかったです。また機会があった

ら沖縄の自然と触れ合いたいなと思いました。 

☺ 初めて熱帯植物マングローブを知りました。マングローブに住む生き物もたくさんいること

を知ることができてよかったです。 

☺ マングローブが何なのか来る前は知らなかったですが今回の特別活動を通して実際に行っ

て見てどういうものかわかりました。 

☺ マングローブをすぐ近くで見ることができてすごく楽しかった。 

☺ 最初は不安だったけど友達がすぐできたから楽しい 5 日間を過ごせた(^^)/ 

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。 

３ 

文部科学省認可通信教育 

おおお菓菓菓子子子御御御殿殿殿ののの前前前ででで「「「はははいいいポポポーーーズズズ★★★」」」   

オオオプププシシショョョンンンででで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へへへ   

おおお土土土産産産購購購入入入！！！   

シシシーーーサササーーーととと一一一緒緒緒ににに♪♪♪   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

体体体験験験ダダダイイイビビビンンングググのののポポポイイインンントトトへへへ   
バババナナナナナナボボボーーートトトででで出出出発発発！！！   

大大大海海海原原原でででシシシーーーカカカヤヤヤッッッククク   

海海海ののの中中中ででで   
はははいいいポポポーーーズズズ★★★   

体体体験験験ダダダイイイビビビンンングググ最最最高高高～～～   

噂噂噂ののの SSSUUUPPP ににに挑挑挑戦戦戦！！！   

シシシーーーカカカヤヤヤッッックククレレレーーーススス   

瀬瀬瀬底底底ビビビーーーチチチででで海海海水水水浴浴浴   

男男男女女女ペペペアアアでででシシシーーーカカカヤヤヤッッッククク   

SSSUUUPPP＆＆＆シシシーーーカカカヤヤヤッッッククク組組組ののの集集集合合合写写写真真真   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ SUP（スタンドアップパドルボード）は前から聞いたことがあって興味あったのでトライ

してみましたが想像以上に難しかった。 

☺ 海に久しぶりに入ったけどきれいで気持ち良かったです。 

☺ シーカヤック＆海水浴では友達とできてとても楽しかったです。 

☺ 生き物が大好きなので生物基礎の先生の話がおもしろかったです。 

☺ SUPは立って受けたリする風が気持ちよくて風になれた気分でした。 

☺ シーカヤックは疲れたけど楽しかった。海水浴ではきれいな海がみれて良かった。 

☺ SUPは初めてやって最初はバランスとるのが難しかったけど慣れたら楽しかった。 

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。 

５ 

   

文部科学省認可通信教育 

友友友達達達もももででできききててて楽楽楽しししめめめままましししたたた！！！   ～～～入入入校校校式式式～～～   

先先先生生生ととと一一一緒緒緒ににに学学学習習習   

リリリポポポーーートトトもももがががんんんばばばりりりままましししたたた   

合合合同同同体体体育育育でででははは心心心肺肺肺蘇蘇蘇生生生法法法ををを学学学びびびままましししたたた   

家家家庭庭庭総総総合合合でででサササーーータタターーーアアアンンンダダダーーーギギギーーーををを作作作りりりままましししたたた！！！   
こここれれれ、、、私私私ががが全全全部部部食食食べべべててていいいいいい

ででですすすかかか！！！？？？   

コココンンンビビビニニニ送送送迎迎迎ははは息息息抜抜抜きききににに   

七七七夕夕夕ののの短短短冊冊冊   

休休休みみみ時時時間間間ははは職職職員員員室室室ででで楽楽楽しししくくく♪♪♪   



事務部 番場 晴美 

 

真夏を迎える沖縄は、パイナップルが美味しい季節となりました。南国
フルーツが豊富な沖縄は、食の宝庫(*^_^*)沖縄へお越しの際は、『食』
に関しても、ぜひご堪能下さい♪ さて、前期中にスクーリング参加を
予定している生徒さんは、スクーリング申込を期日までに行う事が出来
るようご確認下さい。皆さんにお逢い出来る事を楽しみにしています!! 

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、こんにちは！沖縄は太陽の日差しも強くなり、一気に夏モード

になりました♪夏は、花火大会や海水浴などイベントが多い季節になり

ます。お仕事やお勉強の息抜きで、夏のイベントを楽しんでくださいね

(#^^#)前期のスクーリングも残り少なくなってきました。9 月までにス

クーリングへ参加を考えている方は、早めにご相談してください！ 

ご連絡お待ちしてますよー♪ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 自宅学習順調に進んでいますか？

今年度のスクーリング参加時期が決まっていない生徒さんは、そろそろ何

月に参加するか決める必要があります。 

皆さん１人ひとり置かれている立場や状況が異なり 

ますので、迷っている方はぜひ一度私達まで連絡 

下さい。宮里先生と一緒にお待ちしています!! 

(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！！ 

学校のＨＰ上で、各スクーリング一覧を掲載していますので、どの月に

参加希望か一度検討してみて下さい！！スクーリング参加時期が決まり

ましたら、必ず担任までご連絡下さいね。もし不明な点がありましたら、

担任までどんどんご連絡下さい♪ 

最後に・・・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!(^^)! 

今年度卒業予定の生徒さんへ、まずは自分が就職したいのか、進学した
いのか、現状維持なのかを考えて下さい。そして、必要な書類のある方、
どう考えて良いかわからない人はご相談ください。 
私は高校 3 年のこの時期に体育大学に進学をすることを決意し、運動と
勉強を受験のためだけに頑張っていましたよ。人生に目標があると人は
活き活きとしてきます。皆さんも日々目標をもって自分の人生を充実さ
せてくださいね。そのために必要なサポートがあれば全力でさせていた
だきます！お気軽にいつでも連絡くださいね(^^)/ 

皆さん、こんにちは(´∀`*)ﾉ 夏！真っ盛りですね♪夏になると海や川に

行きたくなりますね。つい先日、何も対策をせず川に出かけた時、炎天

下の中遊び続けたら、立ちくらみ、そして吐き気などの症状が。調べて

みると熱中症の初期症状でした。何の対策もせず、ちょっと出かけるだ

けという軽い気持ちでいると熱中症にかかる可能性が高く 

なり、大変危険です。症状が重くなると、死に至ることも 

あるそうです。外で活動する時は、十分に暑さや熱中症 

対策を行ってくださいねヽ(｡･ω･｡)ﾉ 

夏と言えば海、海と言えば筋肉。そう筋肉の季節です。 
ぜひ、沖縄のきれいな海と一緒に素晴らしい筋肉を探して
みてください。私も、より進化して皆さんに会えるように
努力します。          ★副担任 中川卓也★ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



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、６月スクーリングに参加しました生徒さん達３名を表彰しましたのでご紹介します。

また、３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：伊禮愛里先生、右端：島袋友美先生） 

 

●第９回 ＮＡＧＡＮＯ全国バレエコンクール 第１位・長野県知事賞・信濃毎日

新聞社賞 堀内璃子 （左から２番目） 

●第１８回 オールジャパンバレエユニオン全国バレエコンクール（シニア部門） 

優秀賞・第９位 堀内璃子（左から２番目） 

●第３回東京シティ・バレエ団（全国バレエコンペティション）ジュニア A 

第２位 田中黎水那（中央） 

●第１１回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール（高校生部門） 

第８位 的矢晃穂（右から２番目） 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●Victoire Ballet Competition OSAKA 2018 

（高校生部門） 第５位  永井涼花 

●Japan Ballet Competition石川 2018 

（クラシックバレエ 高 1・高 2 女性部門） 

第１位・審査員特別賞 永井涼花 

（右側画像） 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

７ 



 

●第２７回 レボルワインディングコンテスト（全国大会）優勝 納冨琴音 

 

●スカッシュ活動 ２０１８年度 日本代表強化指定選手 渡邉安佑未 

  

①第３回オールドチャンキーシンガポール 

スカッシュオープン GU15 第３位 

②REDtone KLジュニアオープン 2017GU17準優勝 

③18全日本ジュニア U19 準優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

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② 

文部科学省認可通信教育 

９ 

【●７５（イラストレーター）●】 
 ≪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「小野原奈子」。横田裕美先生が担任でした。

在学中から芸術センスが著しかった。 

 

・高校卒業後、六本木の美容サロン勤務。その後、世界一周し、ハリウッド美容 

専門学校にてトータルビューティを学ぶ。現在、美容師をしながら、イラストレー

ターとして活躍中。 

 

  ≪最近の活躍≫ 

  ・個展「YAMATSURI meet 75 展」（東京都）で開催 

  ・「東京ボーイズコレクション」専属メイクアップアーティスト  

 

 



校長 中村 成希 

 

ボクシングプロテストに合格した在校生「仲里 健太（なかざと けんた）」君（平仲ボク

シングジム所属）のプロデビュー戦が８月４日にあります。日々、文武両道の精神で励んで

います。沖縄県に在住の方で、観戦したい方は、担任の伊禮愛里までご連絡下さい。 

男子在校生の「プロデビュー戦（ボクシング）」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



+αコース委員会 宮里 恵利香 

 

八洲学園大学国際高等学校の在校生・卒業生、そして保護者の方も通信教育により特別受

講料で資格の取得が可能です！20 種類以上の資格があります。詳しくは「学習の手帳(P33)」

をご参照下さい。 
 

 

 

内閣府認証 特定非営利活動法人である「日本アロマセラピー統

合医学協会」が実施しているアロマセラピスト・インストラク

ターの通信課程では、メディカルハーブ（病気の治療や健康の

増進などの機能を持つハーブ）の基礎知識をはじめ、ハーブの

栽培やブレンド、精油の知識などとともに心理学も学ぶことが

できます。カウンセリングや心理学の知識を得ることでインス

トラクターとしての心得や人へ物事を伝える重要性を身につけ

ることができます。 
 

 

 
●こんな方におススメ！！ 

・自宅でアロマやハーブの教室を開きたい方 

・メディカルハーブやアロマセラピーを学びたい方 

・インストラクター資格を身につけたい方 

 

 

 

 

 

  

 
ひきこもり支援相談士の活動目的は、ひきこもり当事者（本人や家族）に第三者として寄り添い支援を

行ったり、ひきこもり問題の正しい知識・理解を広めたりすることです。 

●こんな方におススメ！！ 

・ひきこもり支援団体の相談員として貢献したい方 

・子どもに接する機会が多く、ひきこもりや不登校問題に 

興味関心がある方 

・社会問題としてひきこもり問題に興味関心がある方 

 

資格取得コースのご紹介① 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

アアアロロロマママセセセラララピピピススストトト・・・イイインンンススストトトラララクククタタターーー 

【受講期間】6 ヶ月 

ひひひきききこここもももりりり支支支援援援相相相談談談士士士 

 



 

 

進路指導部 浅香 遥平 

 

 

 

 

 

 

 

【大学の学部には、大きく分けて 3つあります】 

それは「人文科学」と「社会科学」と「自然科学」です。 

① 「人文科学」には文学・語学・哲学・心理学・歴史学・考古学・文化人類学などがあります。主な大

学では、文学部の学科として、これらの専門分野が存在しています。 

② 「社会科学」には法学・経済学・経営学・政治学・商学・社会学・国際関係学などがあります。文系

の学部として、一般的に幾つもの大学に存在する学部です。 

③ 「自然科学」には理学・工学・農学・医学・薬学・宇宙工学などがあります。自然に属する分野を扱

い、数多くの理系の学部が自然科学を扱っています。 

 

      相互に関係している 

          人文科学                 社会科学 

文学・語学・哲学・心理学          法学・経済・経営・社会学 

歴史学・考古学など主に文系         商学・政治学など主に文系 

 

              

自然科学 

            理学・工学・農学・医学・薬学 

            宇宙工学など主に理系 

                       

 

 

 

進路だより ～大学・学部について～ 

 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

※まとめ※ 

大学選びに迷われている方は得意不得意で選ぶよりも、「学びたいか学びたくないか」です。より

学びたいと思う分野を学ぶ方がモチベーションも維持できます。自分が学びたいと思う学部をぜひ

とも選択するようにして下さい。それでも分からないという方は上記の３つを参考にしてください。 

～大学の学部って何があるの？ どの学部がいいか決まらない！～ 

学部選びに迷う…選び方を教えて！「就職に有利な学部はどこ？」と思ったことはありませ

んか。受験勉強をしていても、大学のことがイマイチ分からず、多くの疑問を持っている方。

そんな方のために、今回は大学の学部の種類を紹介したいと思います。 

 

http://01.gatag.net/tag/ã��ã�ªã�¼ã�¤ã�©ã�¹ã��/page/188
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


教務部 比嘉 彩香 
 

卒業証書授与式のご案内 

９月スクーリング最終日【９月１６日（日）】に、平成３０年度前期卒業証書授与式を挙行いた

します。８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８月１３日

（月）に学校から発送しますので、必ずご確認下さい。 

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３０年度前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。 

勇気を出して「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。 

 

事務部 平良 亮 
 

９月下旬から、大学・短期大学・専門学校・就職等で「面接試験」が始まります。スーツ着用で

の受験も可能ですが、制服を着て受験を希望する方は、至急、本学事務部（0120-917-840）へご連

絡ください。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまでに１か月以上かかります。 

平成３０年度前期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 
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面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

 

制服について 

 



 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学選抜制度です。各学校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっており、面接（一部小論

文あり）と書類審査の場合が多く、合格の可能性が高くなっています。 

指定校推薦対象者は、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることがで

きる方となります。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）を受けます。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通

知が届き、合格すれば入学料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者の方とよく相談して、慎重に決めて

ください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高等学校の代表となります。後輩の道を拡げるか、

または閉ざしてしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。合格しやすいという安易な

気持ちで希望するのではなく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強し

たいのか、また卒業したらどうしたいのかなどしっかり面接で答えられるようにしてください。入学辞

退や入学後に退学すると翌年以降、指定校の認定を受けられず後輩に迷惑をかけてしまいます。志望を

検討する学校のオープンキャンパスに必ず参加し、しっかり考えて、校内選考に臨んでください。 

 

 

①『指定校推薦入試申込書』『志願理由書』『誓約書』『調査書・推薦書発行願』『自己ＰＲ』の提出  
・指定校推薦入試校内選考申込書と志望理由書は各担任に事前に連絡し、入手して下さい。 
・誓約書、調査書･推薦書発行願、自己ＰＲはコピーしてご使用下さい。 

(『学習の手帳』Ｐ２９、Ｐ５７、Ｐ５８) 
・提出期限：８月３０日（木）１７時必着 ※進路指導主事・横田（沖縄本校）宛 
※募集受付期間及び定員に余裕がある指定校推薦枠については、上記〆切後、随時募集する予定です。 

 
②校内選考 

 

 

 

 

※これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 
 
③出願 
●学校案内・資料を請求し、必ずオープンキャンパス等へもご参加下さい。 
●指定校推薦にはほとんどの場合、面接があります。服装（八洲の制服またはスーツ）・頭髪の色・ 
装飾品や言葉遣いなどにも注意しましょう。(面接練習を希望の方は、各担任までご相談下さい。) 

 

進路指導部 横田 裕美 
 

2018 年 9 月または 2019 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思い

ます。今回は、指定校推薦・学校一覧（今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお知

らせします。８月には、学校の HP に掲載します。ご不明な点は各担任まで連絡をください。今月号の

「ゆんたく」では、指定校推薦入試の申込から入学手続きに至るまでの流れを掲載します。少しでも検

討している生徒さんは、必ずこの「ゆんたく」を保管しておいてください。 
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【 選考方法 】 

① 志望理由書：「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について(400字程度)。 
② 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。 
③ 成績：今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む）。 



 

１． 校長が推薦を認めること。 

２． 前期での単位認定を含めて修得単位数４５単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスク

ーリング出席時間数を考慮して、今年度３月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３． 推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

４． 前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２.３以上あることを原則とする。それに満たな

い場合は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５． 入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。(専願) 
 

 ※ 上記『１･２･４･５』または『１･３･４･５』の４項目を満たす事が必要です。 

※ 上記校内推薦基準とともに、志望校の推薦基準を満たしていないと指定校推薦は受けられません。 

 

 

 

【指定校推薦校内選考(合格)後の流れ】 
・校内推薦面接合格後～ 

 ■ 学校からは以下の書類を配布します 

指定校出願書類  （※ 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳 57～58ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 

・ 推薦書発行願が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかり

と確認し、受験が決定次第早急に申込みをして下さい。 

注)電話での発行申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます。） 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません） 

・ 受験料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 
【出願と受験に関して】 
校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」という自覚を持って試験に臨んでください。

出願期間・出願に必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を十分確認してください。推

薦書・調査書の申込みや健康診断の受診は早めに行ってください。また、授業料や納付期限に関しては

必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 

 

【面接での制服に関して】 
9月下旬から、大学・短期大学・就職等で面接試験が始まります。スーツ着用でも可能ですが、高校

生らしく制服で面接に臨む場合は、至急、本学担任までご連絡ください。オーダーメイドのため、注文

後、お手元に届くまで１ヶ月以上かかります。 
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進路指導部 横田 裕美 
 

選出方法、出願資格、出願期間等の詳細は、担任の先生もしくは進路指導部まで連絡してください。 

※一覧表は 7/13現在。追加校は順次「ゆんたく」紙上でお知らせします。 

 

 

 

指定校推薦一覧 
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【大学】 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

宮城県
東北文化学園

大学
総合政策学部 総合政策学科 なし

国際ビジネス学科

スポーツ健康マネジメント学科

(柔道整復師コース・救急救命士コー

スは対象外)

サービス経営学科

健康福祉マネジメント学科

埼玉県 駿河台大学 経済経営学部 学科なし：コースのみ 入学金免除

総合機械学科

建設学科

埼玉県 城西大学 経営学部 マネジメント総合学科
・指定校推薦入学試験（Ａ日程）では、「グローバルチャレン

ジ奨学金制度」を実施

音楽表現学科

音楽表現学科：特待生

音楽応用学科

音楽応用学科：特待生

舞台表現学科

舞台表現学科：特待生

情報表現学科

情報表現学科：特待生

総合政策学科

総合政策学科：特待生

ライフマネジメント学科

ライフマネジメント学科：特待生

政治経済学部 政治経済学科

欧米文化学科

日本文化学科

心理福祉学部 心理福祉学科

千葉県 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科 入学初年度に25万円の入学金免除制度が適用されます

千葉県 亀田医療大学 看護学部 看護学科

福祉総合学部 福祉総合学科

経営情報学部 総合経営学科

国際文化学科

国際交流学科

観光学部 観光学科

メディア学部 メディア情報学科

法学科：法コース

法学科：情報と法コース

東京都 東京純心大学 現代文化学部 こども文化学科 入学金半額免除(７５０００円)

音楽学科：ピアノ専攻

音楽学科：声楽専攻

音楽学科：管弦打楽器専攻

音楽学科：音楽創造専攻

音楽学科：音楽療法専攻

音楽学科：教職実践専攻

音楽学科：パフォーマンス総合芸術

文化専攻

グローバル・コミュニケーション学科

英語コミュニケーション学科

現代経営学部 現代経営学科

人間科学部 人間科学科

機械コース

電気電子コース

情報コース

化学・材料コース

東京都 日本経済大学 経営学部 経営学科 入学金全額免除

東京都 サイバー大学 ＩＴ総合学部 ＩＴ総合学科
検定料免除（１万円）

入学金免除（１０万円）

東京都

群馬県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

千葉県

千葉県

東京都

東京都

サービス経営学部西部文理大学 なし

聖学院大学

尚美学園大学

芸術情報学部

総合政策学部

なし

ものつくり大学

法学部

ビジネス情報学部

工学部

人文学部 なし

上武大学

国際人文学部城西国際大学

清和大学

グルーバル・コミュニケー

ション学部
東洋学園大学

・入学料半額(評定平均値4.0程度)

・検定料32,000円のところ10,000円とする

『指定校』推薦特待生制度を設ける

※パフォーマンス総合芸術文化専攻には適用されない
音楽学部東邦音楽大学

東京工芸大学
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都道府県 学校名 学部 学科 特典

経済学科

経営学科

東京都 国士舘大学 ２１世紀アジア学部 ２１世紀アジア学科

東京都 日本文化大學 法学部 法学科
神奈川県 八洲学園大学 生涯学習学部 生涯学習学科 ・入学金返還

美術学科：洋画専攻

美術学科：立体アート専攻

美術学科：芸術文化専攻

デザイン・工芸学科：環境デザイン専

攻

デザイン・工芸学科：工芸専攻

アート・デザイン表現学科：ファッショ

ンテキスタイル表現領域

英語文化コミュニケーション学科

メディア情報学科

人間社会学部 人間心理学科
神奈川県 専修大学 法学部 二部法律学科：夜間部

国際文化学科

英語文化コミュニケーション学科

共生社会学科

国際文化学科

英語文化コミュニケーション学科

共生社会学科

富山県 高岡法科大学 法学部 法学科

・評定平均値4.5以上の生徒は、初年度授業料の全額(60万

円)を免除します。

・評定平均値4.0以上の生徒は、初年度授業料の全額(30万

円)を免除します。

・各種検定試験・スポーツ・文化活動等において顕著な成績

を収め、高等学校長に推薦された者も特待生として初年度

授業料の全額(60万円)もしくは半額(30万円)を免除します。

山梨県 身延山大学 仏教学部 仏教学科

心理学科：心理学

心理学科：公認心理師・認定心理士

心理学科：救急救命士

心理学科：言語聴覚士

子ども発達学科：保育士・幼稚園教

諭・小学校教諭・特別支援教諭

管理栄養学科：管理栄養士

管理栄養学科：臨床検査技師

管理栄養学科：栄養教諭

総合福祉学科：臨床工学技士

総合福祉学科：介護福祉士・社会福

祉士・精神保健福祉士

総合福祉学科：公認スポーツ指導

者・障がい者スポーツ指導員・トレー

ニング指導者(予定)

岐阜県 中京学院大学 経営学部 経営学科

経済学科

公共政策学科

情報メディア学科

スポーツ経営学科

愛知県 愛知文教大学 人文学部 人文学科

A区分：入学初年度の授業料全額を支給(調査書評定平均

値3.8以上。書類・面接試験)

B区分：入学初年度の授業料半額を支給(調査書評定平均

値3.8以上。書類・面接試験)

愛知県 桜花学園大学 学芸学部 英語学科

愛知県
名古屋産業大

学
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科

芸術学部 芸術学科

人間発達学部 子ども発達学科

愛知県
愛知みずほ大

学
人間科学部 心身健康科学科 なし

仏教学科

人文学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

社会福祉学科：子ども学専攻

地域ビジネス学科

国際ビジネス学科

人間健康学部 人間健康学科

教育学部 子ども発達学科

芸術学部女子美術大学

人文学部敬和学園大学

名古屋芸術大

学

人間関係学部

健康福祉学部

総合福祉学科

東海学院大学

社会福祉学部

同朋大学愛知県

愛知県 愛知東邦大学

学芸学部
相模女子大学

経済学部

経営学部

・「沖縄県奨学生指定推薦入試」には沖縄県出身入学者の

学費免除制度あり
岐阜経済大学

経営学部

文学部

人文学部敬和学園大学

経済経営学部和光大学

・特待生選抜受験可能(160点以上を得点する事で初年度

納入金から免除となる授業料分・施設設備資金分の返還あ

り)

※検定料必要

東京都

神奈川県

神奈川県

新潟県

新潟県

岐阜県

岐阜県

愛知県
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都道府県 学校名 学部 学科 特典

健康生活学部部 フードビジネス学科

情報メディア学部 情報メディア学科

愛知県
名古屋音楽大

学
音楽学部 音楽学科

経済学部 現代経済学科

経営学部 経営学科

法学部 ビジネス法学科

医療福祉学科：医療福祉学専攻

医療福祉学科：臨床心理学専攻

鍼灸サイエンス学科

医用工学部 医用情報工学科

仏教学科

社会福祉学科

人文学部 人文学科

子ども発達学科

発達栄養学科

こども学科

アジアこども学科

子ども発達学科

健康スポーツ学科

心理カウンセリング学科

経営学部 現代ビジネス学科

大阪府
大阪女学院大

学
国際・英語学部 国際英語学科

経済学部 経済学科

経営学科

商学科

公共学部 公共学科

社会福祉学科

健康スポーツコミュニケーション学科

経営福祉ビジネス学科(大阪天王寺

キャンパス)

国際言語文化学類

現代法律学類

産業経営学類

兵庫県 宝塚大学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

兵庫県 姫路大学 教育学部 こども未来学科

文学部 日本文化学科

経済経営学部 経済経営学科

法学部 法学科

現代生活学部 居住空間デザイン学科

心理学科：一般枠

心理学科：野外活動枠

総合社会学科：一般枠

総合社会学科：野外活動枠

岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 言語文化学科
入学者は沖縄等遠隔地学生支援奨学生対象(住民登録地

による)となるため、入学金免除

経営社会学科

スポーツ社会学科

心理学科

子ども発達教育学科

アニメーション文化学部 アニメーション文化学科

心理臨床・子ども学科

国際交流学科

スポーツ健康学科

医療工学科

健康栄養学科

アート・デザイン学科

トータルビューティ学科

現代経済学科

ビジネス戦略学科

福祉情報学部 人間コミュニケーション学科

文学部 人文学科

社会福祉学部 社会福祉学科

社会学部 カルチュラル・マネジメント

経済学科

商学科

経営法学科

健康スポーツ経営学科

経営学科

グローバルビジネス学科

吉備国際大学
心理学部

社会科学部

入学金の全額免除(15万円免除)

一度に限り、本学の特待生入試(1期または2期)を検定料免

除で受験可能

なし

人間科学部

医療学部

芸術学部

東亜大学

経済学部

経営学部

日本経済大学

保健衛生学部

社会福祉学部
神戸医療福祉

大学

学業優秀な生徒については、入学金を半額(14万円)減免し

ます

・指定校推薦入試合格者はスカラシップが適用され、学納金

減免処置が受けられます。

・指定校推薦入試合格者は、入学の権利を保持して特待生

チャレンジ入試にチャレンジする事ができます。その場合、

検定料は免除されます。

人文学部種智院大学

四国学院大学

三重県

京都府

鈴鹿医療科学

大学

奈良県

岡山県

広島県

愛知県

愛知県

入学金半額免除

社会学部奈良大学

帝塚山大学 入学金半額免除

兵庫県

兵庫県

奈良県

こども学部東大阪大学

徳山大学
経済学部

名古屋文理大

学

総合経営学科大阪商業大学

チャレンジ制度の成績上位者には、新入生奨学金（学費の

1/4相当額260,000円）を給付します。

ＧＥＴコース選抜試験の受験が可能です。

人間学部
太成学院大学 ・入学金免除

人間発達学部
相愛大学

人間社会学群姫路獨協大学

名古屋経済大

学

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

山口県

香川県

福岡県



 
文部科学省認可通信教育 

１９ 

 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

総合システム工学科

デザイン学部

福岡県 九州共立大学 経済学部 経済・経営学科 入学金２０万円免除

福岡県
保健医療経営

大学
保健医療経営学部 保健医療経営学科

経営情報学科

情報ネットワーク学科

薬学科

漢方薬学科

写真・映像メディア学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

法学部 法律学科

地域経済学科

国際社会学科

現代英語学科

国際コミュニケーション学科

長崎県 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科

社会福祉学科

経済政策学科

外国語学科

大分県 別府大学 文学部 史学・文化財学科

航空宇宙工学科

機械電気工学科

情報メディア学科

建築学科

経営経済学科 経営経済学科

環境園芸学部 環境園芸学科

健康栄養学部 食品開発科学科

スポーツ健康福祉学科

臨床福祉学科

作業療法学科

言語聴覚療法学科

臨床工学科

薬学科

動物生命薬科学科

沖縄県 沖縄国際大学 総合文化学部 社会文化学科

法経学部 法経学科

人文学部 国際コミュニケーション学科

長崎外国語大

学
外国語学部

・特別奨学金認定試験の受験資格を得る

沖縄大学

現代社会学部
長崎ウエスレヤ

ン大学

薬学部第一薬科大学

長崎県

長崎県

大分県

宮崎県

宮崎県

沖縄県

工学部
西日本工業大

学

特別奨学生を希望し採用された受験生には、４年間の授業

料が全額免除(特別奨学生)・半額免除(就学サポート)される

制度があります

特待生推薦入試にて入学金半額免除南九州大学

九州保健福祉

大学

社会福祉学部

保健科学部

薬学部

現代ビジネス学部
九州国際大学

工学部
日本文理大学

・全体の評定平均値3.3以上を満たす方は「入学金免除」が

付与されます。また、奨励金制度への事前申請者は、適性

試験の成績によって「Ａ～Ｃランク特典」が付与されます。

授業料を免除する「特待生選抜」希望者には、個人面接後

に「特待生面接」がある

芸術学部九州産業大学

経営情報学部九州情報大学

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県



 

 

 

 

 

２０ 

 

【大学校】 

【短期大学】 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

京都府 京都伝統工芸大学校 伝統工芸学科 入学金10000０円を免除

都道府県 学校名 学科 特典

農学ビジネス学科

保育学科

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科
・指定校推薦入学試験（Ａ日程）では、「グローバルチャレン

ジ奨学金制度」を実施

音楽科：声楽専攻

音楽科：器楽専攻

音楽科：コンポ―ジングアーティスト専攻

音楽科：音楽教養専攻

東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科

リハビリテーション学科：理学療法学専攻

リハビリテーション学科：作業療法学専攻

神奈川県 女子美術大学短期大学部 造形学科

岐阜県 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科

保育科

健康栄養学科

ビジネス教養学科

食物栄養学科

英語コミュニケーション学科

現代教養学科

実践食物学科栄養士コース

実践食物学科製菓衛生師コース

実践保育学科

介護福祉学科

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科

ライフデザイン総合学科：栄養士コース

ライフデザイン総合学科：キャリアデザインコース

ライフデザイン総合学科：観光・英語コース

幼児保育学科

生活科学科食物栄養専攻

生活科学科生活総合ビジネス専攻

生活学科：生活学専攻

生活学科：こども学専攻

生活学科：食物栄養専攻

英語科

日本大学短期大学部静岡県

岐阜保健短期大学

鹿児島純心女子短期大学

学業優秀な生徒については、入学金を半額(14万円)減免し

ます

・評定平均値4.5以上の者は入学金半額免除

大阪府

大阪府

福岡県

鹿児島県

精華女子短期大学

東大阪大学

大阪国際大学短期大学部

東京都

岐阜県

・3年間の授業料の半額を免除

愛知県

第１種：授業料のうち年額５０万円を免除する

第２種：授業料のうち年額３０万円を免除する
拓殖大学北海道短期大学

東邦音楽短期大学

名古屋短期大学

中京学院大学短期大学部

北海道

東京都
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【専門学校等】 

（東日本 1/5） 

都道府県 学校名 学科 特典

システムエンジニア科

プログラマ科

ゲームクリエータ科

ゲーム・ＣＧデザイン科

ビジネス科

茨城県 日本農業実践学園
・選考料免除

・入学金より50,000円免除

群馬県 群馬動物専門学校 動物総合学科 なし

群馬県 群馬社会福祉専門学校 福祉保育学科

群馬県
法人HAC国際学園　群馬動物専

門学校
動物総合学科

看護師科

視能訓練士科

メディカル外語学科

(昼間)経営・事務ビジネス学科

(昼間)公務員・法律学科

(夜間：自力進学・提携企業で働きながら学ぶ)

経営・ショップビジネス学科Ⅱ部

(夜間：自力進学・提携企業で働きながら学ぶ)

観光・ホテルビジネス学科Ⅱ部

(夜間：自力進学・提携企業で働きながら学ぶ)

事務・経理ビジネス学科Ⅱ部

(夜間：自力進学・提携企業で働きながら学ぶ)

公務員学科Ⅱ部

クリエイティブデザイン科

グラフィックデザイン科

インダストリアルデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

保存修復科

絵画科

中国水墨画科

東京都 東京眼鏡学園 第一眼鏡 入学選考料15000円を免除

東京都 東京聖栄大学附属調理専門学校 調理師専門課程　調理師科：1年制課程

支援額(Ⅰ期～Ⅲ期共通)

審査の結果、入学時の学費よりＡ特待生：三十万円、Ｂ特待

生：二十万円、Ｃ特待生：十万円のいずれかの学費免除を

行います。

歯科衛生士科Ⅰ部（昼間）

歯科衛生士科Ⅱ部（夜間）

ビジュアルデザイン科

ソーシャルデザイン科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

インテリアデザイン科

コミックイラスト科

マンガ科

写真科

フォトソーシャルビジネス科

理容科

美容科

東京都 早稲田外語専門学校 総合英語学科

選考料免除20000円

入学金半額免除60000円

早期優待制度による減免

東京都 池見東京医療専門学校 臨床工学科 指定校推薦を受けた方は受験料2万円を免除

自然環境保全学科：2年

高度自然環境管理学科：4年

東京都 専門学校東京自動車大学校 自動車整備科 選考料20000円免除

東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 はり師きゅう師学科
入学選考料免除、特別奨学生制度適用（授業料30万円減

免×3年間)

美容師科

エステティックセラピスト科

はり・きゅう科・柔道整復科

柔道整復科

東京都 高山美容専門学校 美容科 なし

東京都 東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科

専門学校日本医科学大学校

指定校推薦による受験者は、通常25000円の受験料が

10000円となります。また、上表に示す通り、通常300000円

の入学金が50000円となります。

入学金２５万円免除

東京医療福祉専門学校

選考料20000円及び入学金150000円を免除します。

考査料免除及び、各学科10名（定員40名）は特待生での指

定校合格枠

※万一定員40名を超過した場合は別科への優先合格

なし

指定校推薦入学合格者はAO入学事前プログラム講座を受

講可能

(ＡＯスクーリング講座の第1回目は10月下旬に実施予定)

中央理美容専門学校

オープンキャンパス参加費（往復）を支給いたします。

（ただし、進路の先生よりご連絡を頂いた場合のみ。指定席

券は除く）

・入学選考料２万免除

・入学金より３万円を減額
東京商科・法科学院専門学校

・受験料免除

・面接免除
東洋美術学校

たかの友梨美容専門学校

日本写真芸術専門学校

指定校推薦入学合格者はAO入学事前プログラム講座を受

講可能

(ＡＯスクーリング講座の第1回目は10月下旬に実施予定)

日本デザイナー学院

日本ウェルネス歯科衛生専門学

校

指定校推薦は優先的に入学を許可します。

入学助成金として入学金半額50000円を免除します。

東京環境工科専門学校

ＫＣＳ北九州情報専門学校北海道

埼玉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都



 

２２ 

 

文部科学省認可通信教育 

（東日本 2/5） 

都道府県 学校名 学科 特典

美容科

トータルビューティ科

情報ビジネス学科

ＷＥＢサイト制作学科

会計ビジネス学科

国際ビジネス学科

国際コミュニティ学科

行政事務学科

医療福祉事務学科

介護福祉学科

ヴォーカル学科：2年

プロミュージシャン学科：2年

アレンジ・作曲学科：2年

ミュージックビジネス学科：2年

音響・映像・照明学科：2年

声優学科：2年

ダンス学科：2年

ミュージカル学科：2年

ジャズ・ポピュラー学科：2年

ピアノ学科：2年

管弦打楽器学科：2年

音楽総合アカデミー学科：4年

総合英語科：2年

英語通訳翻訳科：2年

英語本科：2年

アジア・ヨーロッパ言語科：2年

国際ビジネス科：2年

国際エアライン科：2年

国際観光科：2年

国際ホテル科：2年

国際ブライダル科：2年

国際関係学科：3年

海外留学科：1年

東京都
西武文理大学附属調理師専門学

校
調理師科：1年制

栄養士科

臨床検査技師科

柔道整復学科

鍼灸学科

ＳＥプログラマ科　ＡＩコース/ＳＥコース：2年制

コンピュータ高度技術科：3年制

デジタルクリエイター科：2年制

情報ビジネス科：2年制

コンピュータ技術科：1年制

法律経済学科：2年制

法律実務学科：2年制

行政教養学科：1年制

整復健康学科：柔道整復コース

歯科衛生コース：口腔健康学科

会計士4年コース

会計士２・３年コース

税理士4年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース

情報システム３・２年コース

情報セキュリティ３・２年コース

情報処理コース

ＩＴビジネスコース

ＩＴエンジニアコース

情報メディアコース

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース：2年制

情報ビジネスコース：2年制

モバイルアプリケーションコース：2年制

公務員上級・中級コース：2年制

公務員初級コース：2年制

公務員初級コース：1年制

警察官・消防官・自衛官コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：1年制

宅建ビジネスコース：2年制

法律専門職コース：2年制

司法試験コース：4年制

司法試験2年制コース

東京ＩＴ会計専門学校杉並校 選考料免除

東京法律専門学校 選考料免除

東京ＩＴ会計専門学校 選考料免除

日本体育大学医療専門学校 入学検定料30,000円(全額)及び、入学金50,000円免除

駿台法律経済＆ビジネス専門学

校
選考料全額および初年度学費10万円免除

駿台電子情報＆ビジネス専門学

校

選考料2万円ならびに入学金10万円(コンピュータ技術科は

入学金5万円)を免除

日本医学柔整鍼灸専門学校

日本外国語専門学校

東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校

入学金のうち50,000円を指定校推薦入学者奨学金として減

額
ハリウッド美容専門学校

西武学園医学技術専門学校

尚美ミュージックカレッジ専門学校 入学選考料12000円は免除

入学審査料10000円、初年度納入金50000円減額

選考料早期免除及び授業料5万円免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都



 
文部科学省認可通信教育 

２３ 

 

（東日本 3/5） 

都道府県 学校名 学科 特典

公務員上級・中級コース：2年制

公務員初級コース：2年制

公務員初級コース：1年制

公務員・医療事務コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：1年制

ＯＡビジネスコース：2年制

国際教養コミュニケーションコース：2年制

鉄道・交通コース：2年制

トラベルコース：2年制

スポーツビジネスコース：2年制

スポーツトレーナーコース：2年制

健康スポーツ公務員コース：2年制

ビジネスコース：2年制

ファッション・雑貨販売コース：2年制

ものづくり伝統工芸コース：2年制

国際教養コミュニケーションコース：2年制

鉄道・交通コース：2年制(東京)

トラベルコース：2年制

スポーツビジネスコース：2年制

スポーツトレーナーコース：2年制

健康スポーツ公務員コース：2年制

医療事務・医療秘書コース：2年制

介護・福祉ビジネスコース：2年制

ペットグルーミングコース：2年制

ドッグトレーナーコース：2年制

動物看護コース：2年制

ペットショップビジネスコース：2年制

ペットケア＆セラピーコース：2年制

ペットグルーミングコース：2年制

ドッグトレーナーコース：2年制

動物看護コース：2年制

ペットショップビジネスコース：2年制

ペットケア＆セラピーコース：2年制

公務員上級・中級コース：2年制

公務員初級コース：2年制

郵政・鉄道コース：2年制

公務員初級コース：1年制

警察官・消防官・自衛官コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：1年制

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース：2年制

情報システム３・２年コース

情報セキュリティ３・２年コース

ＩＴビジネスコース：2年制

公務員上級・中級コース：2年制

公務員初級コース：2年制

郵政・鉄道コース

公務員初級コース：1年制

警察官・消防官・自衛官コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：1年制

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース

情報システム３・２年コース

情報セキュリティ３・２年コース

情報処理コース

ＩＴビジネスコース

公務員上級・中級コース：2年制

公務員初級コース：2年制

郵政・鉄道コース：2年制

公務員初級コース：1年制

警察官・消防官・自衛官コース：2年制

警察官・消防官・自衛官コース：1年制

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース：2年制

情報システム2年コース

情報処理コース：2年制

情報ビジネスコース：2年制

東京都 日本鍼灸理療専門学校 鍼灸科

東京都 日本柔道整復専門学校 柔道整復科

総合子ども学科

保育福祉科

東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 選考料免除

東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 選考料免除

東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 選考料免除東京都

東京都

東京都

専門学校日本動物２１ 選考料免除

日本動物専門学校 選考料免除

専門学校日本スクールオブビジネ

ス21
選考料免除東京都

東京都

東京都

専門学校日本スクールオブビジネ

ス
選考料免除

東京法律専門学校杉並校 選考料免除

東京都

日本児童教育専門学校
・入学金免除

・入学選考料免除

東京都

東京都



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２４ 

 

（東日本 4/5） 

都道府県 学校名 学科 特典

[昼間部]観光科

[昼間部]ホテル科

[昼間部]テーマパーク科

[昼間部]英語コミュニケーション科

[昼間部]鉄道科

[昼間部]エアライン科：キャビンアテンダントコー

ス

[昼間部]エアライン科：グランドスタッフコース

[昼間部]エアライン科：グランドハンドリングコー

ス

[夜間部]観光科

[夜間部]ホテル科

[夜間部]テーマパーク科

[夜間部]エアライン科：グランドスタッフコース

[昼間部]ブライダル科

[夜間部]ブライダル科

[造形美術専門課程]デザイン学科

[造形美術専門課程]コンテンツ学科

[造形美術専門課程]アート学科

放送映像学科

ＴＶディレクター学科

クロスメディア情報学科

建築学科

建築科（夜間）

電気電子学科

臨床工学科

介護福祉学科

ケアキャリア養成科

1級整備学科

自動車整備学科

コミュニケーションデザイン学科

マンガ・アニメ・キャラクター学科

ホテル観光学科

グラフィックデザイン学科

製菓デザイン学科

保育こどもデザイン学科

キャラクターデザイン学科

クラフトデザイン学科

コミックアーツ学科

情報ビジネス学科：2年

ＷＥＢサイト制作学科：2年

会計ビジネス科：1年

国際ビジネス学科：2年

国際コミュニティ学科：1年

行政事務学科：1年

医療福祉事務学科：1年

介護福祉学科：1年

クリエイティブデザイン科

コンピューターエンタテインメント科

スーパークリエーター科

自動車デザイン科

東京都
東京コミュニケーションアート専門

学校ＥＣＯ
エコ・コミュニケーション科 選考料免除（３万円）

音楽テクノロジー科

プロミュージシャン科

ダンス＆アクターズ科

音楽テクノロジー科

パフォーミングアーツ科

東京都 東京ダンス＆アクターズ専門学校 ダンス＆アクターズ科 選考料免除（３万円）

放送芸術科

映画製作科

映画俳優科

総合芸能科

パフォーミングアーツ科

アニメ総合政策科

スーパーIT科

ＩＴデザイン科

[昼間部]介護福祉科 ・学習奨励金50,000円を支給する

[昼間部]子育て支援学科

栄養士科：2年制

栄養士科：2年制実践栄養コース：3年制

医療秘書科

医療マネジメント科

くすり・調剤事務科

早稲田速記医療福祉専門学校

二葉栄養専門学校 ・別途学科試験を行い、成績優秀者には特典あり

選考料免除（３万円）

東京コミュニケーションアート専門

学校

東京スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校

選考料免除（３万円）

選考料免除（３万円）

選考料免除（３万円）

選考料免除（３万円）

選考料免除（３万円）

渋谷東京スクールオブミュージッ

ク専門学校

東京放送芸術＆映画・俳優専門

学校

東京アニメ・声優専門学校

東京デザインテクノロジーセン

ター専門学校

日本デザイン福祉専門学校

入学審査料　10000円

初年度納入金50000円減額
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校

・入学検定料免除（2万円）

・入学金150,000円免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

読売理工医療福祉専門学校 入学受験に必要な選考料（2万円）免除

専門学校読売自動車大学校 入学選考料免除

阿佐ヶ谷美術専門学校 入学選考料免除

ホスピタリティツーリズム専門学校

東京ブライダル専門学校

東京国際福祉専門学校

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２５ 

（東日本 5/5） 

都道府県 学校名 学科 特典

ビジュアルデザイン科

クリエイティブアート科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

アニメーション科

インテリアデザイン科

空間ディスプレイ

ファッションアクセサリー科

鍼灸学科

柔道整復学科

歯科衛生学科

[昼間部]経営・事務ビジネス学科

[昼間部]公務員・法律学科

[夜間部]経営・ショップビジネス学科Ⅱ部

[夜間部]観光・ホテルビジネス学科Ⅱ部

[夜間部]事務・情報ビジネス学科Ⅱ部

[夜間部]公務員学科Ⅱ部

授業料10万円免除

授業料20万円免除
造形芸術科専門学校中央美術学園

・入学検定料30.000を全額免除

・学費：入学金100.000円を全額免除新宿鍼灸整歯科衛生専門学校

①入学選考料2万円を免除

②入学金より3万円を減額いたします。
東京商科・法科学院専門学校

・入学金一部(5万円)免除

・入学選考科の全額(2万円)免除
東京デザイン専門学校東京都

東京都

東京都

東京都



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（中部 1/2） 

２６ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

2年制税理士・企業会計科

2年制医療事務科

1年制医療事務科

2年制ホテル・ウェディング科

2年制公務員科

2年制法務ビジネス科

1年制公務員科

2年制税理士・企業会計科

2年制医療事務科

1年制医療事務科

2年制ホテル・ウェディング科

2年制公務員科

1年制公務員科

建築設計科：2年制

建築インテリアデザイン科：2年制

建築ＩＴ科：2年制

自動車システム工学科：一級自動車整備士養成

課程：4年制

自動車整備科：二級自動車整備士養成課程：2年

制

静岡県 日本建築専門学校 建築科 なし

静岡県 ノアデザインカッレジ 総合デザイン学科
特に成績優秀と認められる学生に対しては、入学金（２０万

円）減免

美容学科

理容学科

英米語学科

国際エアライン学科

国際ホテル学科(国際ホテル・デュアル専攻除く)

国際教養学科

ゲームサイエンス学科

ＣＧスペシャリスト学科

Webデザイン学科

ＣＡＤ学科

サイバーセキュリティ学科

高度情報学科

情報処理学科

愛知県 トライデント　デザイン専門学校 総合デザイン学科 選考料免除、1年次の授業料より100,000円免除

4年制公認会計士・税理士科

2年制公認会計士・税理士科

2年制経営ビジネス科

2年制医療事務科

1年制経理事務科

2年制情報処理科

2年制公務員科

2年制行政法律科

1年制行政法律科

2年制法務ビジネス科

2年制国際ビジネス科

2年制ホテル・ブライダル科

情報総合学科

情報システム科

情報処理学科

情報セキュリティ学科

ＡＴシステム科(2019年4月設置予定)

ゲーム総合学科

ゲームサイエンス学科

ゲームＣＧ学科

映像音響科

電気工学科

電業技術学科

電気工事士科

電子情報学科

デジタル家電科

機械工学科

機械制御化(2019年4月科名変更予定)

機械ＣＡＤ設計科

愛知県
美容専門学校アーティス・ヘアー・

カレッジ
美容科：昼間

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

造形デザイン科

企画デザイン科

まんが科

名古屋工学院専門学校

あいち造形デザイン専門学校
選考料２万円免除

入学時納入金から３万円免除

大原法律公務員専門学校　津校

大原法律公務員専門学校　名古

屋校

大原簿記医療観光専門学校　岐

阜校

入学金から30000円を免除

名古屋理容美容専門学校

【特待生推薦】学費より最大30万円免除

【経済支援特別奨学金】ひとり親、兄弟3人以上のご家庭、

ひとり暮らしをする方、10/1～10/17までに早割出願をされ

た方を対象に学費より最大20万円免除

授業料総合計のうち50,000円免除

授業料総合計のうち50,000円免除

授業料総合計のうち50,000円免除

授業料総合計のうち50,000円免除

専門学校　静岡工科自動車大学

校
通学サポート：在学期間中、年間6万円の通学費を支給

授業料総合計のうち50,000円免除

選考料(20,000円)免除

大原法律公務員専門学校　津校

トライデント　外国語・ホテル・ブラ

イダル専門学校

トライデント　コンピュータ専門学

校

選考料免除、1年次の授業料より100,000円免除

選考料免除、1年次の授業料より100,000円免除

大原簿記情報医療専門学校　名

古屋校

授業料総合計のうち50,000円免除

授業料総合計のうち50,000円免除

浜松日建工科専門学校

大原簿記医療観光専門学校　岐

阜校

大原トラベル・ホテル・ブライダル

専門学校　名古屋校

岐阜県

岐阜県

静岡県

静岡県

岐阜県

岐阜県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２７ 

 

（中部 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

保育科：昼間2年

保育第二部：夜間3年

理学療法学科

作業療法学科

保育幼児教育学科

社会福祉学科：保育児童福祉コース

社会福祉学科：心理学コース

社会福祉学科：社会福祉コース

社会福祉学科：教育学コース

介護福祉学科

スポーツ科学科

柔道整復科Ⅰ部

柔道整復科Ⅱ部

鍼灸科Ⅰ部

理学療法科

作業療法科

歯科衛生科

こども保育科

愛知県 名古屋経営会計専門学校 経営実務科 入学金半額、および1年次の施設費の半額を減免

機械・自動車工学科

建築デザイン科

バイオ工学科

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉士科 なし

美容科：昼間・夜間

トータルビューティー科：女子のみ

名古屋デジタル工科専門学校
入力選考料20000円を免除

学費のうち授業料から年間100000円減額

なし名古屋医健スポーツ専門学校

保育・介護・ビジネス名古屋専門

学校

理学・作業名古屋専門学校

名古屋芸術大学保育専門学校

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県 中日美容専門学校 選考料免除

愛知県



 

 

 

２８ 

 

（関西 1/3） 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生学科 なし

自動車整備科：2年

電子・情報工学科：2年

電気デジタル情報科：2年

建築デザイン科：2年

情報システム科:2年

ロボットシステム科：4年

デジタルクリエイター科：2年

情報処理システム科：2年

Webスペシャリスト科：4年

ＩＴスペシャリスト科：1年

電気工学科：2年

電気工事士科：1年

建築デザイン科：2年

情報工学科：1年

ロボティクス科：1年

大阪府
日本コンピュータ専門学校：夜間

部
ＩＴビジネス科：1年 入学金全額免除(3万円)

大阪府 大阪自動車整備専門学校 [工業専門課程]自動車整備科：2年

入学金全額免除

※特待生推薦入試(専願)一次試験のみ：受験可

(入学金・全額免除(15万円免除)、1年次前期授業料全額免

除(26万円免除))

旅行科

エアライン科

グランドハンドリング科

鉄道サービス科

英語コミュニケーション科：長期留学制度(アメリ

カ)必須

ウエディングプランナー科

ドレスコーディネーター科

海外ウエディング科：長期留学制度(アメリカ)必須

ホテル科

海外キャリア科：長期留学制度(アメリカ)必須

テーマパークスタッフ科

ダンス・エンターテイナー科(昼間部のみ)

大阪府 ＥＳＡ音楽学院専門学校 吹奏楽学科 入学金200,000円免除

心理・医療事務科

介護福祉科

バイオ学科

バイオ技術学科

医療事務総合学科

医療福祉心理学科

ファッションクリエイション学科：３年制

ファッションビジネス学科：２・３年制

ファッションマスター学科：４年制

臨床工学科 入学金全額免除、授業料が3年間で90万円免除

こども福祉学科 入学金全額免除、授業料が2年間で20万円免除

建築学科

住宅デザイン科

インテリアデザイン科

建築ＣＧデザイン科

建築学科：夜間部

総合デザイン学科：3年

コミック・アート学科：2年

医療情報学科：3年制

医療事務学科：2年制

大阪府 大阪府柔道整復師会専門学校 柔道整復学科

保育科

介護福祉科

作業療法学科

美容科

理容科

デザイン・コンピュータ学科(デザイン・イラスト専

攻)：２・３・４年制

デザイン・コンピュータ学科(ゲーム専攻)：２・３・

４年制

デザイン・コンピュータ学科(情報処理・ネットワー

ク専攻)：２・３・４年制

大阪テーマパーク・ダンス専門学

校

ホスピタリティ　ツーリズム専門学

校大阪
昼間部5万円・夜間部2万5千円(1年次授業料から減額)

日本メディカル福祉専門学校

大阪バイオメディカル専門学校

入学金を全額免除する
マロニエ　ファッションデザイン専

門学校

選考料：通常20,000円を10,000円に優遇

入学金：100,000円を50,000円に優遇

入学金(100,000円)全額免除

昼間部5万円・夜間部2万5千円(1年次授業料から減額)

昼間部5万円・夜間部2万5千円(1年次授業料から減額)

昼間部5万円・夜間部2万5千円(1年次授業料から減額)

大阪ブライダル専門学校

大阪ホテル専門学校

日本コンピュータ専門学校：昼間

部

日本理工情報専門学校：夜間部 入学金全額免除(3万円)

入学金全額免除

(入学金27万円免除、但し自動車整備科は17万円免除)

授業料60万円免除

(1年次30万円、2年次30万円免除、但し4年制は3年次4年

次にも30万円免除)

日本理工情報専門学校：昼間部

入学金全額免除 (入学金27万円免除、但し自動車整備科は

17万円免除)

授業料60万円免除 (1年次30万円、2年次30万円免除、但し

4年制は3年次4年次にも30万円免除)

①選考料免除(昼間20,000円・夜間15,000円)

②入学金免除(昼間110,000円・夜間85,000円)

箕面学園福祉保育専門学校 入学検定料(25,000円)免除

日本医療秘書専門学校 入学金10万円免除、面接免除

大阪美術専門学校 入学金(19万円)免除

中央工学校ＯＳＡＫＡ

清風情報工科学院
・入学検定料2万円免除

・入学金30万円のうち5万円免除、返還不要

・受験料免除

・入学金全額免除(40,000円)

・面接、筆記試験免除

理容美容専門学校　西日本ヘアメ

イクカレッジ

大阪国際福祉専門学校

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府



 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（関西 2/3） 

２９ 

都道府県 学校名 学科 特典

[情報処理ＩＴ系]総合情報メディア学科：4年制

[情報処理ＩＴ系]情報システム開発学科：3年制

[情報処理ＩＴ系]情報処理学科：2年制

[ビジネス系]ＩＴビジネス学科：2年制

[ゲーム系]総合情報メディア学科：4年制

[ゲーム系]メディアクリエイト学科：3年制

[ゲーム系]ゲーム学科：2年制

[ＣＧ・映像・アニメーション系]総合情報メディア学

科：4年制

[ＣＧ・映像・アニメーション系]メディアクリエイト学

科：3年制

[ＣＧ・映像・アニメーション系]メディアデザイン学

科：2年制

[デザイン・Web系]メディアクリエイト学科：3年制

[デザイン・Web系]メディアデザイン学科：2年制

[第1本科：昼間部]建築学科

[第1本科：昼間部]建築ＣＧデザイン学科

[第1本科：昼間部]空間デザイン学科

[第1本科：昼間部]住環境リノベーション学科

[第1本科：昼間部]土木工学科

[第1本科：昼間部]建設エンジニア学科

[第1本科：昼間部]ガーデンデザイン学科

[第2本科：夜間部]建築学科

[第2本科：夜間部]建築デュアルシステム科

大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 自動車整備専門科(自動車整備士二級課程) 入学金より10万円免除

大阪府 愛甲農業科学専門学校 システム栽培学科

アントレプレナー学科

コトづくり学科

モノづくり学科

[昼間部]メディカルエステ学科：2年

[夜間部]メディカルエステ学科：2年・1年

[昼間部]放送電子科

[昼間部]電気テレビ科

[夜間部]電気テレビ科

[昼間部]ＣＧ・ゲーム科

[昼間部]ＩＴ・クラウド科

[昼間部]フォトグラファ科

[夜間部]デジタルクリエータ科

[夜間部]ＩＴ・クラウド科

[昼間部]建築学科Ⅰ

[昼間部]建築学科Ⅱ

[昼間部]ビオトープ科

[昼間部]バイオエコロジ科

[夜間部]建築学科

大阪府 近畿社会福祉専門学校 [教育・社会福祉専門課程]介護福祉科

・受験料（20000円）を免除

・入学金（200000円）全額免除

理容科：昼間部

美容科：昼間部

クリエイタ学科

プログラマ学科

電子科

電子研究科

情報クリエイタ学科

教育・保育科第一部 Ａ日程・・・入学金10万円の免除措置あり

幼教科第二部 Ｂ日程・・・入学金5万円の免除措置あり

大阪府 大阪自動車整備専門学校 [工業専門課程]自動車整備科 入学金全額免除

総合学科

ミュージシャン学科

音楽技術学科

楽器ビジネス学科

ダンス科

キャビンアテンダント・エアライン科

国際観光・ホテル・ブライダル科

総合英語科

英語通訳・翻訳科

アジア言語ビジネス科

国際留学科

大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 自動車整備専門科 入学金半額免除

保育科

介護福祉科

作業療法学科

美容科

理容科

近畿コンピューター電子専門学校

・入学選考料免除

・入学金一部免除
NRB日本理容美容専門学校

大阪外語専門学校 授業料5万円免除

入学検定料免除箕面学園福祉保育専門学校

修成建設専門学校

大阪情報コンピュータ専門学校

・選考料20,000円免除

・１～３月Web上で自宅から受講可能な入学前教育を受講

(高校教科の数学・国語の復習を予定)

大阪教育福祉専門学校

・奨学金として1年次の学費から下記の金額を免除

(昼間部：20万円、夜間部10万円)

・奨学金として1年次の学費から下記の金額を免除

(昼間部：20万円、夜間部10万円)

・奨学金として1年次の学費から下記の金額を免除

(昼間部：20万円、夜間部10万円)

関西テレビ電気専門学校

大阪コンピュータ専門学校

大阪建築専門学校

創造社デザイン専門学校 ・入学金12万円の納付を免除

メディカルエステ専門学校
・奨学金として1年次の学費から下記の金額を免除

(昼間部：10万円、夜間部5万円)

入学選考料免除
キャットミュージックカッレジ専門学

校

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

学費の一部免除50000円（併願不可）

アイム近畿理容美容専門学校 なし

・入学選考料免除

・入学金減免

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（関西 3/3） 

３０ 

都道府県 学校名 学科 特典

大学併修学科：4年

ソフトウエア開発学科：3年

ソフトウエア制作学科：2年

パソコン応用学科：2年

第一理学療法学科：昼間3年

第二理学療法学科：夜間3年

自動車整備工学科

二輪整備工学科

鉄道システム学科

阪神自動車航空手鉄道専門学校

近畿リハビリテーション学院

大阪情報専門学校 入学選考料(1.5万円)または入学選考料免除券

大阪府

大阪府

兵庫県



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 文部科学省認可通信教育 

（中国・九州 1/2） 

３１ 

都道府県 学校名 学科 特典

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

高度会計科

会計管理科

会計学科

製菓衛生学科

キャリアビジネス科

総合英語学科

大学編入学科

国際観光学科

情報システム科

情報管理科

ビジュアルデザイン科

広島県 広島情報ビジネス専門学校 総合ビジネス科

公務員科

公務員速成科

美容科

トータルビューティ科

[ブライダル総合科]ブライダル総合

[ホテル＆旅行科]ホテル総合

[ホスピタリティ総合科]ホスピタリティ総合

[ホスピタリティ科]ホテル＆ブライダル総合

福岡県 専門学校第一自動車大学校 自動車整備学科 入学金5万円と入学初年度のみ学費10万円減額

福岡県 福岡外語専門学校 英語科
・入学金10万円免除

・選考料2万円免除

福岡県 九州歯科技工専門学校 歯科技工科

福岡県 国際エステティック専門学校 エステティック学科 全学科の1,2年次の後期授業料を各50000円免除

柔道整復科

鍼灸科

救命救急科

理学療法科

作業療法科

薬業科

歯科衛生士科

医療事務ビジネス科

スポーツ科学科

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

トップスタイリスト科

美容科

ファッションクリエイター科

メイクアップ科

理容科

美容科

ダブルライセンスコース

理容科

福岡県 福岡美容専門学校 美容科 ・優先入学ならびに授業料20,000円免除

[専門課程]調理師高度技術科：昼間部・2年

[高等課程]調理師本科：昼間部・1年

[一般課程]調理師本科：夜間部・1.5年

一級自動車工学科：4年

車体整備工学科：3年

二級自動車工学科：2年

理学療法学科：昼間

理学療法学科：夜間

作業療法学科：昼間

医療事務系学科

医療保育科

歯科アシスタント科

介護福祉科

保育科

こども総合学科

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

ヘアメイク科

美容科

トータルビューティー科

ウエディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科

福岡和白リハビリテーション学院

入学金半額免除専門学校久留米自動車大学校

福岡調理師専門学校 入学選考料免除

福岡ブライダル＆ホテル・観光専

門学校

福岡医健・スポーツ専門学校

福岡ビジョナリーアーツ
・入学金免除（100000円）

・入学選考料免除（15000円）

・入学初年度の授業料から20,000円免除大村美容ファッション専門学校

福岡理容美容専門学校 ・優先入学ならびに授業料20,000円免除

福岡県

リハビリテーションカレッジ島根

広島美容専門学校

・学園量の寮費を卒業まで全額免除（最大４年間で約153万

円）

・オープンキャンパス参加者は初年度授業料の一部を減免

（５万）

広島外語専門学校

広島コンピューター専門学校

広島公務員専門学校

広島会計学院専門学校

広島ビジネス専門学校

福岡ビューティーアート専門学校 ・選考料免除

・選考料免除
福岡ウェディング＆ブライダル専

門学校

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

・選考料免除福岡医療秘書福祉専門学校

福岡こども専門学校 ・選考料免除

福岡リゾート＆スポーツ専門学校 ・選考料免除

島根県

広島県

広島県

広島県

広島県

広島県

広島県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県



 

 

 

 

 

 

 

（中国・九州 2/2） 

文部科学省認可通信教育 

３２ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

歯科衛生科

歯科技工科

診療放射線学科

臨床検査学科

臨床工学学科

鹿児島県 鹿児島県美容専門学校 [昼間課程]トータル美容本科

・受験料（10000円）免除

・入学金（75000円）免除

・鹿児島県美容組合・子供特待生の場合は施設費（50000

円）免除

・離島特待生の場合は施設費（50000円）免除

理学療法学科

作用療法学科

看護学科

こども学科

大分県歯科技術専門学校

日本文理大学医療専門学校

神村学園専修学園 １年次前期学費から入学金相当額を免除します。

大分県

大分県

鹿児島県



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

３３ 

 

（沖縄） 

都道府県 学校名 学科 特典

沖縄県 沖縄調理師専門学校 衛生専門課程 授業料のうち５万円免除

公務員専攻科

医療専攻科

経理専攻科

ビジネスワーク科

鍼灸学科

柔道整復学科

理学療法学科

社会福祉学科

美容本科：昼間部

エステビジネス科

写真デザイン科

ジュエリーデザイン科

キャリアカレッジ科

総合ライセンス科

情報システム科

情報経理科

総合ビジネス科

情報処理科

医療福祉保育科

英語観光科

情報ビジネス科

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 [社会福祉専門課程]介護福祉学科
・受験料免除

・入学金半額免除

保育科

こども総合学科

ブライダル科

ホテル観光科

ＩＴスペシャリスト科

サイバーセキュリティ科

ゲームクリエーター科

エアラインコース

ビジネス英語コース

通訳翻訳コース

リゾート観光コース

公務員ビジネスコース

介護・社会福祉学科

こども未来学科

公務員・教養本科

国際ビジネス本科

こども未来本科

尚学院国際ビジネスアカデミー
・選考料免除

・合格者は学費より5万円免除

1.2年次の学費の一部10万円の免除（合計20万円）沖縄ビジネス外語学院

・介護・福祉学科：入学金9万円免除

・こども未来学科　保育士・幼稚園教諭コース：入学金10万

円免除

・保育士・スペシャリストコース：入学金より8万円免除

ソーシャルワーク専門学校

ＩＴカレッジ沖縄 1.2.3年次の学費の一部10万円の免除（最大30万円）

・在学中の校納金より10万円免除

・選考料免除
海邦電子ビジネス専門学校

沖縄総合医療学院 ・合格者は入学金より20万円免除

・選考料免除（2万円）

沖縄ブライダル＆ホテル観光専門

学校

沖縄こども専門学校

・選考料免除（2万円）

琉美インターナショナルビュー

ティーカレッジ

沖縄写真デザイン工芸学校

・入学金免除及び学費より２４００００円減額

・入学金免除及び学費より２４００００円減額

沖縄情報経理専門学校
・入学選考料免除

・学費等一部免除有

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県



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： 

人生 100 年時代の到来と言われ、長い高齢期をどのように過ごすのかを本気で考えなくてはならない時

代となりました。この講座では、労働環境がどのように変化してきているのかを法律や最新データから

学び、自分の経験の棚卸しを行い、強み・弱みを把握することで、楽しく働き続けるためのキャリアプ

ランをつくっていきます。また、働き続けるための行政の制度やサービスの活用方法を知ることができ、

転職や独立にも役立つ内容です。 

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『楽しく働き続けるためのキャリアプラン 

～これからの働き方を考える～』 
講師：栗原 深雪氏(Cerasus キャリアサポート キャリアコンサルタント・社会保険労務士 



 

□対象者：独立を考えている方、自分らしい仕事をしたい方、今の自分に満足できない方、今後のキャ
リアにお悩みの方、育児や介護と仕事をうまく両立したいと考えている方など今後の働き方
に関心のある方であればどなたでも結構です。 

■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 2 日（日）～平成 30 年 10 月 16 日（火） 

■講師：栗原 深雪（Cerasus キャリアサポート キャリアコンサルタント・社会保険労務士） 

□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 2 日(日) 

～ 

平成 30 年 10 月 16 日(火) 

私たちを取り巻く法律と労働環境 

9 月 1 日（土）13:00-14:30 

２ 
自分の仕事の棚卸し自分の強み弱みを知る 

9 月 1 日（土）14:45:16:15 

3 
未来の自分を考えるアクションプランを作成し、行動する 

9 月 15 日（土）13:00-14:30 

4 
毎日楽しく働き続けるためのコミュニケーション術 

9 月 15 日（土）14:45:16:15 

 

 

 

 

３５ 

≪講師： 栗原 深雪 氏 の紹介≫ 

社会保険労務士／産業カウンセラー／キャリアコンサルタント/2 級ファイナ

ンシャルプランニング技能士 

短大卒業後、一般企業、行政機関の総務・人事部等に 17 年従事し、2014 年、

社会保険労務士登録。事業主や人事担当者に対して労務相談だけでなく、メン

タルヘルス対策、女性活躍推進や両立支援についてのコンサルティングを行う

かたわら、産業カウンセラー、登録キャリアコンサルタントとして、労働問題

やメンタル不調で悩んでいる方の個別相談を行っている。神奈川産業保健総合

支援センター両立支援促進員。 

文部科学省認可通信教育 



環境保健委員会 平安山 智子 

 

５月の長野県北部地震（震度５強）、大阪府北部地震（震度６弱）など、強い地震があいついで起こってい

ます。なかでも大阪府北部地震においては、２１５名の児童生徒が人的被害を受け、うち１名がブロック塀倒

壊で命を失い５名が重症となっています。そこで、地震から身を守る備えについて特集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《連載 健康だより》地震防災 

文部科学省認可通信教育 

【保護者の方へ】 
・八洲学園大学国際高校の校地境界・校内にはブロッ

ク塀や擁壁はありません。また、実地安全点検を行

い、学校もよりのバス停（「石川入口」／「ホテルオリ

オン モトブリゾート＆スパ」）からの通学路に、危険

な構造物はないことを確認しています。 

・当校は海の近くに立地しますが、海抜４０ｍを超える

台地上にあり、本部町防災マップでも津波災害や土

砂災害の及ばない地域になっています。 

・生徒さんの住所地で強い地震や広域災害が起こった

場合は、クラス担任より、生徒さんやご家族の安全の

確認をいたしております。 

【地震に遭遇したら】 

・あわてず、頭を守りながら周囲の状況や危険を確

認しよう。 

・家の中にいる場合、揺れている間は、むやみに動

き回らず、転倒しやすい家具やＴＶから離れる。 

ドアや窓を開けて脱出口を確保するなど閉じ込め

られないことを優先する。 

揺れが落ち着いたら、底の丈夫な靴を履いて屋外

に避難する（手袋・帽子もケガ防止に有効）。 

・屋内で煙や炎が見えたら、ハンカチなどで口鼻を

覆って、頭を低くして屋外へ避難する。 

・屋外で遭遇した場合、ブロック塀や（窓ガラス落下

の危険がある）ビルから離れ、頭を守る。 

・揺れがおさまり避難する際は、おちついて、周囲・

上空・足元の安全を確かめながら移動する。 

・海抜の低い地域では、津波がすぐに到達すること

を前提に安全な高台やビルに避難する。 

【自分の部屋・家での事前の備え】 

地震の際のケガの原因１位は家具の転倒や棚

からの落下物、次いで慌てての転倒です。そこ

で日頃から次のような事に気をつけましょう。 

・部屋は整理整頓し、物を床におかない。 

・ベッドや布団の上に倒れてきそうな家具は壁に

固定する。特にドア付近は、倒れてドアが開か

なくなるような物を遠ざける。 

・就寝の際、部屋は真っ暗にせず薄明かりとす

る。（割れたガラスで足を切ったり、玄関から逃

げられない場合もあるので）枕元には、懐中電

灯・靴下・靴・常備薬を置いておく。 

・ドアや玄関から逃げられない場合の替わりの避

難路（避難ハッチなど）を確認しておく。 

【家族・家庭での事前の備え】 

・地震や広域火災の際の指定避難先や避難経

路、待ち合わせ場所について、家族間でよく話

しあい、確認をとっておこう。 

・スマホが利用できなくなった場合を想定し、NTT

の「災害用伝言ダイヤル 171」など多様な連絡

手段の利用について話し合っておこう。 

・普段から、出かける際は、「どこへ行き、何時に

戻る」などの所在情報を交換しておこう。 

・非常持出袋（飲料水、食料、ラジオ、着替えな

ど）を玄関に用意し、飲料水を備蓄する。 

・住所、氏名、連絡先、家族の電話番号、常用薬

の情報を記載した避難カードを携帯する。 

 
電気・水道 

が使えなくなり 

スマホも不通や充電

切れになることを 

 前提に、人数分を 

用意しよう 

３６ 



優しい肌と肌との触れ合いは、人と人とのかかわりにとって不可欠なものです。温か

く優しく包み込まれるような肌の触れ合いは大人にも子どもにも『安心・慰め・励まし・

勇気』を与え、その人の人生を支えます。 

 

本日、体験予定のハンドマッサージに特別な技術は要りません。ただ、お互いに楽し

んで心地よく行う事に意味があります。アロマの効能を勉強し、簡単なハンドマッサー

ジを体験してみましょう。 

校長 中村 成希 

 

～ハンドマッサージの体験～ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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：８月１２日（日）１４～１６時（１３：３０から受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ） 

◆参加費：５００円 

◆持ち物：各自フェイスタオル（２枚） 

◆講 師：具志堅 勝美 （ やんばるハッピーアロマの会 会長 ） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

・公益社団法人 日本アロマ環境協会認定 アロマテラピーインストラクター 

・アロマ香房カフェ ローズマリア 代表 



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 

長野県 ●個太郎塾 佐久平教室 長野県佐久市 

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 ●アカデミア高等学院 長崎県大村市 

「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 

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 

●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 

３９ 

・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！ 
 

８月沖縄北部学習会（本校） ８月２２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 

８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）

合同体育α・β・γ

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。

学校バスでコンビ二まで送迎致します

体育α 社会と情報 コミュ英語Ⅱ

書道Ⅰ コミュ英語Ⅰ 古典Ｂ



 

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 水 
８月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

８月スクーリング返送書類必着 
16 木 ９月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付） 

2 木  17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月 ９月スクーリング詳細発送 

6 月  21 火  

7 火 ●８月スクーリング● 22 水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

8 水  23 木  

9 木 ９月スクーリング申込〆切（消印） 24 金  

10 金  25 土  

11 土 山の日 26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火  

14 火  29 水  

15 水  30 木  

   31 金 ゆんたく発送・９月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 

４０ 
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http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

