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・ ｐ２－３   担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ４     １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５－６   １２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ７－８   令和４年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ９－１０  格闘技・陸上・野球部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

         ／【重要】後期末試験（インターネット）日程変更について 

・ ｐ１１    「ファストトラック」事前登録で入国審査がスムーズ 

・ ｐ１２     進路だより ～海外での活動に興味のある方へ！～ 

・ ｐ１３－１４ 《健康だより》新型コロナ ２価ワクチンについて 

              ／ 鳥インフルエンザウィルスへの備え 

・ ｐ１５    《健康だより》年末年始の感染対策について ／ 年末年始のお知らせ 

・ ｐ１６－１７ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１８    １月行事予定 

令和４年１２月２３日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務長 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。 
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担任からクラスのみなさんへメッセージ 

2022 年の締めくくり。様々な出来事を通して、この 1 年に、そ
れぞれが、感謝することができる時間を迎えるひとときになれば
幸いです。皆さんと共に過ごすことができた時間が幸せでした。
ありがとうございました。学校犬『ももこ』と『すず』も皆さんの
お陰でたくさん笑っていました♪一人一人の中に、人を幸せにす
る力が備わっています。どうか、その力を惜しみなく発揮してく
ださい。皆さんのお陰で私はとても幸せです(*^_^*) 
今年度は残り 3 か月…この期間も高校卒業へ向けて共に歩ませて
下さいね♪どうぞよろしくお願いします。 
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みなさん、こんにちは、３・４番クラス担任の竹部裕太です! ＼(̂ o )̂／

12 月に入り寒さも増し、本格的な冬を迎えています。体調を崩し

ていませんか？ 食事・睡眠・休養をしっかり取り、これから来る

冬に備えましょう。2022 年も残りわずかですね。皆さん、課題

はもう出し終えていますか？年内にはすべて提出するようにし

て、1/20 からのインターネット試験に備えましょう！ 

皆さんと元気な姿で会えるのを楽しみにしています(*^_^*) 

良いお年をお迎えください。 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは！5・6 番クラス担任の、島袋友美です！

早いもので 2022 年も残りわずかとなりました。この 1 年、何

ができて、何ができなかったのか、また、来年チャレンジしたい

ことを考えてみましょう。行く年を振り返り、来る年の目標を立

てることで、有意義な１年を迎えられるはずです。 

「終わりよければすべて良し」です！2023年、皆さん 

にとって良い年になりますように。追伸、1月下旬に 

後期末試験を受験予定の方、12月中に課題をポスト 

に投函できるように、全力で自宅学習を進めましょう！ 

皆さん、こんにちは！ 

１・２番クラス担任の大城 達人です(`･ω･´)b 

年末年始は色々なイベントがありますね☆ 

私はいとこ達と餅つき大会をする予定です！！ 

年度末も近づき、皆さん課題の提出やスクーリングの参加をお待

ちしています(*’▽’) 

ともに卒業に向けて頑張りましょうね(^^♪ 

みなさん、こんにちは！2022 年も残りわずかとなりました。 

私はテレビ等でスポーツを観ることが多く、メジャーリーガーの

大谷選手の二刀流やヤクルトスワローズの三冠王村上選手、サッ

カーワールドカップのスペイン戦の勝利がとても印象に残って

います。みなさんにとって、どのような年でしたか！？ 

2023年が良い年となるように願っています♪ 2023年もよろ

しくお願いします！ 
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よろしく！ 

２０２２年も間もなく終わりますね。 

課題の出し忘れがないよう、後期ネット試験を受験予定の皆さん

は再度の確認をお願いします。 

そして、お正月はゆっくり過ごせますように・・・ 

良いお年をお迎えくださいね(^^♪ 

みなさん、こんにちは(^^)/担任の金居です。 

みなさん、今年度のスクーリングと課題提出お疲れ様でした！！ 

今年も早いもので、あと少しで終わり、新しい新年を迎えようとし

ています。今年の反省と来年の目標を立ててみましょう。 

なお、まだ課題が未提出の生徒さんは、年内に郵便局に出してくだ

さい。1/20 からの後期インターネット試験も頑張りましょう

ね！！それでは、長くなりましたが、みなさん良い年をお迎えくだ

さい(^^♪ 

メェール！  

クラス通信も 

読んでね 

LINE で 

お知らせするよ 

みなさん！今年もわずかとなりました！どんな年でしたか？ 

来年からより良い年をスタートするためにもやること、やりたい

ことを頭の中で整理しよう♫ レポートや視聴報告書がまだ終わ

ってない生徒さんは、やりたいことをやるためにもぱっと終わら

せてしまいましょう‼そして、試験も１月から始まります。 

All your BEST☆ 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは！代アニ①クラス担任の守谷薫です^_^ 

2022 年ももう終わりますね…！みなさん今年はどんな１年で

したか？ 

もう間もなく 2023 年に突入しますが、私の来年の抱負は“今年

以上にアクティブに動く”ことです！大変なことがあっても、自

分のペースで楽しむ気持ちを忘れずにいきましょう～(*^^*)  

年明けに試験控えてる生徒さん、いいスタートダッシュがきれる

ように頑張りましょう♪今年も１年、ありがとうございました！ 
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☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 災害救助犬の授業ではワンちゃんたちと触れ合えて貴重なお話も聞くことが出来て 

有意義な時間を過ごせました。 

☺ 特別活動ではなかなかできない体験がたくさんできて面白かったです。 

☺ 特別活動のウミガメの学習、災害救助犬の学習が楽しかったです！いろいろな動物に触
れ合えてよかったです。 

☺ 普段触れ合うことの難しい動物たちと触れ合えて今まで知らなかった事を沢山知れた
ので良かったです。 

☺ オプショナルツアーで名桜大学内を見てまわることができてよかった。 

☺ ウミガメや犬たちとも触れ合えてとても素敵な時間を過ごすことが出来ました。 

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 
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１２月スクーリングダイジェスト 
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☆生徒さんのコメント☆ 

☺ バンド活動で高校生らしいことができて感激でした！ 

☺ ライブのイルミネーションのクオリティーはとってもすごかった！ 

☺ 短い期間でみんなで一緒に音楽を作り上げた、とても貴重な体験ができて良かった。こ
の経験をこれからの人生に活かしていきたい！ 

☺ ハンドベルは難しかったけど本番で練習の成果を出し切ることができたので良かっ
た！ 

☺ 友達ができるか心配だったけど、いっぱい友達ができたし、先生もみんな話しやすくて
1週間楽しかったです！ 

☺ バンドのクオリティが高くてビックリしました！ 
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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。 
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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、１２月スクーリングに参加をしました生徒さん３名を表彰しましたのでご紹介します。

また、８名の生徒さんが新たに功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。 

 

●芸能活動（「劇団ひまわり」所属）ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」、

寄りみち公演 lv.5「生徒総会」等 出演 與那嶺葵 

●サッカー活動（「Frusan Hispania FC」所属）UAE Second division league 

優勝 熊倉海渡 

●芸能活動（「アイエス・フィールド」所属）映画「貞子の怨念」（富岡瀬里役）、

YouTube&DVDドラマシリーズ「夢のように君は星になってく」（リベカ役）、 

第３５回東京渋谷コレクション、Tokyo Another Collection２０２２ 等 出演 

榎本稚子 

 

 

 

令和４年度「功労賞」のご紹介 
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【功労賞授与確定者（令和４年度１２月確定）】 

●格闘技活動（「キックボクシング DROP」所属）プロ選手昇格 知名昴海 

・第２８回全日本アマチュア修斗選手権大会 ストロー級 第３位 

・２０２２年度アマチュア修斗沖縄選手権 ストロー級 優勝 

●ダンス活動 Ｋ－ＰＯＰダンスライブ２０２２全国大会（主催：ＹＥＬＬＯＷ 

ＳＰＡＲＲＯＷ）優勝（団体）川口鼓童 

●社長選出プロジェクト「ＣＥＯオーディション」（主催：ＣＥＯオーディショ

ン実行委員会）中高生部門賞 松村凛（「サイルビジネス学院高等部」所属） 

●第１０回 高校生ビジネスプラン・グランプリ（主催：日本政策金融公庫） 

ベスト１００入賞 綾井遠見・野澤梓葉・松村凛（参加校数４５５校・応募総

数４９９６件）（「サイルビジネス学院高等部」所属） 

●バレエ活動 令和４年度全日本バレエ・コンクール（ＪＡの部）第１位 松丸凛 

●バレエ活動 令和４年度全日本バレエ・コンクール（ＪＡの部）第２位 三浦衣織 

●バレエ活動 令和４年度全日本バレエ・コンクール（ＪＡの部）第６位 安達仁胡 
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校長 中村 成希 
 

「トップアスリート育成コース」、食育行事「八洲学園ゴーゴーカレーの日」でお世話に

なっている「小比類巻貴之先生（格闘技部門）」、「石毛宏典先生（野球部門：開校予定）」「譜

久里武先生（陸上部門）」、「株式会社ゴーゴーカレーグループ」の最新 YouTube 番組をご紹

介していきます。 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured 

 

 

https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured 

https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured

格闘技・陸上・野球部門、ゴーゴーカレーの YouTube 番組の紹介 

https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
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https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 

教務部 宮城 泰之 

 

学習の手帳や学習ガイド、学校ＨＰ「在校生はこちら」内の行事予定でお知らせしてい

た日程から、後期末試験（インターネット）の受験期間が変更となりました。下記の通り

となりますのでご注意ください。 

 

変更前 令和５年１月２０日（金） ～  令和５年２月１３日（月） 

変更後 
令和５年１月２０日（金） 

午前１１：００ 
～ 

令和５年２月７日（火） 

午前１０：５９ 

 

※後期末試験（インターネット）に関する案内文書を１２月２２日（木）に生徒さんのご自宅に 

郵送いたしました。試験日時や受験前の準備、受験手順を記載していますので、必ずご一読く

ださい。 

 

 

 

 

【重要】後期末試験(インターネット)日程変更について 

上記の試験を受験する生徒さんは、自宅学習課題〆切が令和５年１月１１日（必着） 

となっています。未提出の課題がある方は、速やかに学校へ提出してください。 

https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured
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教頭 鈴木 啓之 

 

 新型コロナウイルス感染症の水際対策で、日本への入国／帰国時の検疫が煩雑かつ長時間

を要しています。このたび、事前登録によりスマホ画面のＱＲコードを見せるだけで「入国

審査」、「税関申告」の確認手続きを済ますことができる「ファストトラック」サービスが、

検疫もＱＲコード提示で通過できるよう機能拡張され、登録ページも一新されました。 

これから留学や渡航を予定している方、海外から帰国を予定している方には、デジタル庁

「Visit Japan Webオンラインサービス」より事前登録をお奨めします。 

 

 

「ファストトラック」事前登録で入国審査がスムーズ 

https://vjw-lp.digital.go.jp/ 

 

https://vjw-lp.digital.go.jp/
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進路指導部 守谷 薫 

 

進路や将来のことを考えたときに、漠然と海外に興味を持つ方も多いと思います。今回は

メジャーな留学の種類や、実際に海外で活動経験がある先生にインタビューした内容を掲載

します。 

 

●語学留学 

「英語が話せるようになりたい」「中国語を使う仕事に就きたい」など語学を学びたい方にぴったりな

のが語学留学。留学期間や年齢、語学力に制限がなく、留学先や留学期間なども豊富に選べるため、

チャレンジしやすい留学です。 

●ワーキングホリデー（ワーホリ） 

海外で働きながら語学の勉強をしながら海外生活を送れる制度です。国によっても異なりますが、基

本的には 18 歳～30 歳の方を対象に制度が設けられています。英語圏からヨーロッパ、アジア圏ま

で、様々な国でこの制度を利用できます。 

参考文書：留学くらべーる 

 

海外での活動経験がある田中悠太先生に、お話を聞いてみました！ 

Q：海外での活動場所と活動期間 → アフリカにあるザンビアという国。2018年 1月～2022年 10月ま

で住んでいました。 

Q：どのような活動をしていたか → 2年間は農村部にある学校で青年海外協力隊（ボランティア）とし

て学校の先生をして、子どもたちに算数や英語の読み書きの指導をしていました。その後、ザンビア

国内で医者がおらず医療が届かない地域により良い医療を届ける活動を行っていました。実際には医

療行為を行うわけではないので、ニーズ調査を行い、産婦人科病棟の建設をしたり、農村部でも使用

できるエコーを導入し、その使用方法の指導等を専門家と一緒に行っていました。自分の役割はとい

うと、事業の進捗管理や経理、日本政府や現地政府、関係機関との業務調整です。 

Q：行こうと思ったきっかけ → 大学時代に、開発途上国について学びました。以前、別のアフリカの

国を訪れた際に、現地の様子を見て、自分もここで何かできることに挑戦したいと思ったのが一番大

きいです。今では大好きな国で、もう一つの故郷だと思っています！ 

Q:海外で生活するにあたり大変だったこと → インフラが整っていないことです。停電や断水が起こる

ことが多く、シャワーに入りたいタイミングで断水すると最悪です(笑)でも、慣れれば大丈夫です。 

Q:行ってよかったと思ったこと → 自分の人生が間違いなく良い方向に向かいます。幅広くものごとを

捉えられるようになると思います。想定外のことが起こっても、対応できる能力や、想定外のことを

想定内にして、事前に頭の中に入れながら生きられるようになると思います。 

Q:海外に行く前に準備しておいた方がよいこと → 海外に行く前に準備できることは、まずは言葉の壁

を少しでも下げられるように英語の勉強はした方が良いと思います。 

Q:海外に興味がある人に一言 → 少しでも海外に興味があるならば、行った方が良い。行ってダメなら

帰ってくればいい。気に入ったなら続ければ良い。You can do it！ 

 

進路だより ～海外での活動に興味のある方へ！～ 
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環境保健部 平安山 智子 

 

新型コロナウイルス感染症第８波が全国的に猛威を振るっています。政府発表資料によると、規制緩

和による年末年始の会合・イベント・帰省ラッシュ・初詣等の人流増加で、当面は、新規感染者数の高

止まりが続く見通しとのことです。 

また、第８波を引き起こしている新型コロナウイルス変異株の構成が、第７波でも主体となったオミ

クロン株：BA.5 に加え、海外から持ち込まれた BQ.1.1 株（ケルベロス株）、BA2.75 株（ケンタウルス

株）、XBB 株（グリフォン株）が勢力を増しています。 

従来株（WA1）に対する

ワクチン（１回目／２回目

接種）では、現在流行の株

に対して十分な抗体価を形

成しにくいことから、オミ

クロン株：BA.5 およびそ

の派生株に対して、BA.1

または BA.4-5 に対応した

２価ワクチンがより効果が

あるものとして追加推接種

が推奨されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野鳥との接し方について 

 
 

 

《健康だより》新型コロナ ２価ワクチンについて 

 

※ ２価ワクチンは、３回目以降の接種が対象となります。１回目・２回目接種をしていない方は、従来型の１価ワクチン

の接種となります。また、１回目・２回目接種は、令和５年３月３１日までとされています。 
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環境保健部 平安山 智子 

 

文部科学省を通じて、環境省より高病原性鳥インフルエンザウィルスに関する依頼文書

を受取りましたので、ご案内します。 

 

 

 

 

野鳥との接し方について 
 

 

 

○同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や

市町村役場にご連絡ください。 

 

○死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、

使い捨て手袋等を使用してください。 

 

○日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうが

いをしていただければ、過度に心配する必要はありません。 

 

○野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の

地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてくだ

さい。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行って

ください。 

 

○不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。 

 

 

 

《健康だより》鳥インフルエンザウィルスへの備え 

 

鳥インフルエンザウィルスは、野鳥観察など 

通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。 

正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。 
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環境保健部 平安山 智子 

 

県を通じて文部科学省より、政府方針「年末年始期間中に帰省される方への検査受検の呼

びかけについて」の周知依頼(12/15付)がありましたのでご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １２／２３（金）１７：３０ まで 

■ 仕事始め １／４（水）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   大城クラス  090-6869-8550 toshiro@yashima.jp 

３・４番クラス   竹部クラス  090-6869-8551 ytakebe@yashima.jp 

５・６番クラス   島袋クラス  090-6869-8552 shimabukuro@yashima.jp 

７・８番クラス   宮城クラス  090-6869-8553 ymiyagi@yashima.jp 

９・０番クラス   横田クラス  090-6869-8554 yokota@yashima.jp 

芸能スポーツ/海外クラス 杉森クラス    090-6856-3434 ssugimori@yashima.jp 

代アニ①クラス   守谷クラス       090-6856-2338 kmoriya@yashima.jp 

代アニ②クラス   金居クラス       090-6869-8557 kanesue@yashima.jp 

 

年末年始のお知らせ 

《健康だより》年末年始の感染対策について 

 

●帰省前及び帰省先から戻った際に検査を受けていただくこと 

 特にオミクロン株対応ワクチンを未接種の方は、オミクロン株対応ワクチンを接種していただくと

ともに、積極的に検査を受けていただくこと 

●年末年始期間中（令和４年１２月２４日から令和５年１月１２日まで）、上記の呼びかけに応じて

行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠における「ワク

チン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」により、無料で行うことが可能であり、全

国１万３千箇所以上の検査拠点において検査を受けられること 

●年末年始期間中、主要な駅（駅周辺を含む）や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること 
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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 

●宮島学園北海道ファッション専門学校 北海道札幌市北区 

●宮島学園北海道調理師専門学校 北海道札幌市北区 

●宮島学園北海道製菓専門学校 北海道札幌市北区 

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 

青森県 ●ALグローバル高等学院 青森県八戸市 

岩手県 ●クオレア高等学院 岩手県北上市 

秋田県 ●立志塾ＲＩＳＥ 秋田県秋田市 

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 

●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 

●インフィニティ国際学院※ 東京都千代田区 

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 ●慶応ゼミナール高等学院 津田沼校 千葉県習船橋市 

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 愛知県長久手市 

●風のまち高等学院 愛知県尾張旭市 

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 ●佐久高等学院 長野県佐久市 

静岡県 
●Leoya Global Academy 高等学院 静岡県富士市 

●ＵＧＯ学院 静岡県湖西市 

関西ブロック 

三重県 ●森の学校高等学院 三重県名張市 

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 

●旭自由学院 大阪府大阪市旭区 

●デモクラティックスクール ASOVIVA!高等部 大阪府南河内郡 

●ＫＡＩＳＥＩ高等学院 大阪府茨木市 

●アトリエ e.f.t.高等部 大阪府大阪市中央区 

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 

●オアシス塾 兵庫県神戸市東灘区 

●インターナショナル デモクラティックスクール まめの木 兵庫県丹波篠山市 

●社会福祉士事務所 生活サポート 兵庫県尼崎市 

滋賀県 ●湖東七色学園 滋賀県近江八幡市 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 
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※印：無施設型（家庭教師派遣、オンライン通学等） 

  【学習提携校名】 【住 所】 

関西ブロック 奈良県 ●スタディあごら 奈良県香芝市 

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 

●ポルタ高等学院 広島県広島市西区 

山口県 
●家庭教師の成績１１０番高等学院※ 山口県 

●松下村塾（高等部） 山口県岩国市 

四国ブロック 高知県 ●陽気高等学院 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（糸島キャンパス・前原キャン
パス） 

福岡県糸島市 

●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 福岡県遠賀郡 

●CANアカデミーin寺子屋福津校 福岡県福津市 

●ＣＡＮアカデミーin寺子屋北九州校 福岡県北九州市 

●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 

●フリースクール スタディプレイス（野方校・箱崎
校・春日原校） 

福岡県福岡市・大野城市 

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 

●未来学園 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 

●アナベル高等学院 長崎県長崎市 

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 

●大鳥学社 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 

●はまゆう高等学院 宮崎県都城市 

鹿児島県 

●スタディルーム高等部（鹿児島） 鹿児島県鹿屋市 

●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 

●桜心高等学院 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 

●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 

全国ブロック 全国 ●サイルビジネス学院高等部※ オンライン通学 
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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   https://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。 
☆ 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 （携帯/公衆電話からも可） 

 
 

 

1 日 元日 学校休業日 16 月   

2 月 振替休日 学校休業日 17 火  

3 火 学校休業日 18 水 2 月 S：参加申込〆切 

4 水  19 木  

5 木 
１月➀Ｓ：返送書類必着日 
１月➀Ｓ：キャンセル可能〆切（１７：３０） 

20 金 期末試験（インターネット）開始日 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 
１月②Ｓ：返送書類必着日 

１月②Ｓ：キャンセル可能〆切（１７：３０） 

9 月 成人の日 24 火 
2 月Ｓ：詳細文書発送（１４：００） 
１月②S：RH 必着〆切 

10 火  25 水  

11 水 
１月➀S&期末試験（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）受験者 
RH 必着〆切 

26 木 
 

12 木 ●１月➀スクーリング 27 金 ●１月②スクーリング 

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月  

   31 火 ゆんたく配信 

※学校からのお願い※ 

『ＬＩＮＥ(ライン)』にて学校情報を一

斉配信していますので、閲覧することが

出来る保護者・生徒さんは必ず右記ＱＲ

コードより登録を進めて下さい。 

また、閲覧が出来ない方は、 

担任とこまめに連絡を取る 

ようにお願いします。 

12/26（月）～
1/3（火）は 
学校休業日
です 

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

