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・ ｐ２     「学校法人八洲学園 創立７０周年記念式典」のご報告 

・ ｐ３     「八洲学園大学国際高等学校 同窓会」のご報告 

・ ｐ４－５   ８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     後期科目追加登録について 

／ 調査書・推薦書の発行時期について 

・ ｐ８－９   指定校推薦枠の追加のお知らせ 

・ ｐ１０    センター試験の申込方法 

・ ｐ１１    進路だより ～オープンキャンパス・企業説明会に関して～ 

・ ｐ１２    「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

・ ｐ１３    「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

・ ｐ１４－１５ 平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１６    卒業生「功労賞」受賞者たちの近況 ／ 証明書の発行時期について 

・ ｐ１７    職員室内サインボードの紹介③ 

・ ｐ１８    資格取得コースのご紹介② 

・ ｐ１９    《連載 健康だより》食物アレルギー 

・ ｐ２０－２１ 八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携） 

・ ｐ２２－２３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ９月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２４    ９月行事予定 

平成３０年８月３１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。 

８８８月月月☆☆☆八八八洲洲洲ンンンピピピッッッククク☆☆☆ををを開開開催催催しししままましししたたた！！！   

   優優優勝勝勝『『『ピピピンンンクククチチチーーームムム」」」!!!!!!   

 



校長 中村 成希 

２０１８年（平成３０年）は、八洲学園が創立し７０周年を迎える年になります。創立当

時の１９４８年（昭和２３年）、初代理事長の和田秀一は、第二次世界大戦の敗戦の大きな

衝撃と社会不安に陥っている我が国の有様を眼前にし、国家の再興は青少年の教育を通じて

成すべきであると考え、また信じて、奈良県に「ヤシマ裁縫學院」を設立しました。当初は、

日本婦女子の誇りであった「やまとなでしこ」精神の復興を大きな目標に掲げました。 

 

現在の学校法人八洲学園は、全国に７つの学校（①八洲学園大学 ②八洲学園大学国際高

等学校 ③福岡女子商業高等学校 ④文理開成高等学校 ⑤八洲学園高等学校 ⑥ＥＳＡ

音楽学院専門学校 ⑦八洲学園高等専修学校）を展開しているところまで成長しております。 

 今年度が創立７０周年という事で、７月１４日に「学校法人八洲学園 創立７０周年記

念式典」を挙行いたしました。現理事長の和田公人からの挨拶と、現在俳優として活躍して

いる中村光宏君にも卒業生代表として挨拶をしてもらいました。八洲学園は今後も、社会に

貢献できることの幸せを糧に、８０周年に向かって頑張っていきたいと思います。 

「学校法人八洲学園 創立７０周年記念式典」のご報告 

文部科学省認可通信教育 

【画像：創立当時の教員たち】 【画像：当時の授業風景】 

【画像：和田公人（理事長挨拶）】 【画像：中村光宏（卒業生代表挨拶）】 

２ 



校長 中村 成希 

八洲学園の創立７０周年記念式典のあとに、１０年に一度開催しております「八洲学園大

学国際高等学校 同窓会」を開催いたしました。全国から多くの卒業生たちが駆けつけ、元

気な顔を見せてくれました。元プロテニスプレイヤーの矢野毅君に「乾杯の音頭」をしても

らい、前田秀幸さん（元メジャーシンガー）に素晴らしい唄声を披露してもらいました。ま

た、在学中、八洲ライブ（音楽スクーリング）でバンド部門で頑張ってくれた生徒さん達に

も「未来へ（kiroro）」を演奏してもらいました。最後に、学校敷地内から海洋博花火大会

を観賞して、同窓会を終えました。（※次回は、２０２８年に開催予定） 

 

文部科学省認可通信教育 

「八洲学園大学国際高等学校 同窓会」のご報告 

３ 

【画像：矢野毅（乾杯の音頭）】 【画像：卒業生ライブ】 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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 

入入入校校校式式式でででチチチーーームムム TTT シシシャャャツツツ作作作りりり   

ぐぐぐるるるぐぐぐるるる   
バババッッットトト   

出出出たたた目目目ででで勝勝勝負負負   

キキキャャャタタタピピピラララ   

本本本気気気リリリレレレーーー   

玉玉玉入入入れれれ   

休休休憩憩憩時時時間間間♪♪♪   

綱綱綱引引引ききき   

222 位位位『『『水水水色色色チチチーーームムム」」」！！！   

333 位位位『『『黄黄黄色色色チチチーーームムム」」」！！！   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 勉強の他にも友達とビーチに行ったり、八洲ンピックで盛り上がったりできて 

楽しいスクーリングでした！ 

☺ 八洲ンピックで思った以上にチームで団結してやれたので楽しかったです。 

☺ 最初はどんな子が来るのかとか、どんなことがあるのかとか不安が多くて心配だったけど、

初めて会った人と仲良くなったり先生達とする話が楽しかったです。 

☺ ルームメイトを中心として友達ができて良かった。特に、海外に行っている人達と交流がで

きて学ぶことも多かった。 

☺ 今回は２回目で最後のスクーリングだったけど本当に超～楽しかった(^^)/ 

☺ 八洲ンピックは人生で一番体育が楽しいって思ったくらい、みんなでワイワイ楽しめました

(^_-)-☆ 

☺ 八洲ンピックでは、優勝できて盛り上がれたし、友達と海や水族館に行けたり、休み時間や

夜の時間も遊んで全部充実していました。 

☺ 唯一の青春みたいなのを味わえたので、この思い出を大事にしてこれからも頑張っていきた

いです。 

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。 

５ 

   

文部科学省認可通信教育 

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   

宿宿宿舎舎舎のののルルルーーームムムメメメイイイトトトととと♪♪♪   

合合合同同同体体体育育育ののの障障障害害害物物物リリリレレレーーー   オオオプププシシショョョンンン   
～～～おおお菓菓菓子子子御御御殿殿殿～～～   

オオオプププシシショョョンンン   
～～～海海海洋洋洋博博博公公公園園園～～～   

体体体育育育αααののの選選選択択択制制制海海海水水水浴浴浴   



事務部 番場 晴美 

 

夏の風物詩は花火、そして向日葵(*^_^*) 暑い毎日が続きますが、夏の

風物詩を楽しみながら過ごす時間があっても良いかもしれませんね。 

今年度卒業予定の皆さんは、卒業後の進路に関して真剣に考える時!! 

みなさんの未来が輝くものでありますように…(*^_^*) 

副担任の中川卓也先生は、日々トレーニングに励んでいます(笑) 

★担任 横田 裕美★ 

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 

５・６番クラスの皆さん、こんにちは♪ 

夏も後半になりました！皆さん、夏は満喫できましたか？ 

前期のスクーリングも、9 月で最後となりました(^^)/ 

後期のスクーリングは、11 月からスタートです。 

スクーリングの参加時期や自宅学習の進め方でご相談があれば、いつで

もご連絡下さい(#^^#)お待ちしてますよー♪ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ まだ暑さが続いていますが、元

気に過ごしていますか？ 今年度まだスクーリングに参加していない生

徒さんは、残り１１・１２・１・２・３月のみに 

なります。早めに計画して参加申し込みして下さ 

い。(１１月は少人数、職員会議で参加者確認有り) 

不明な点がありましたら、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☆☆ 

夏といえば花火やお祭りがたくさんありますよね！！ 沖縄はこれから

エイサー祭りがいろいろな地区で開催され、大きな盛り上がりを見せま

すよ♪ 担任の比嘉も副担任の後藤先生もお祭りが大好きなので、みなさ

んの地元の情報があればぜひ教えて下さい♪(*^^*) 最後に、まじめな話

にはなりますが・・・もちろん自宅学習もこつこつ進めないといけませ

んので、忙しい日々の中で自宅学習サポートページを参考にしながらリ

ポート＆視聴報告書の作成も進めていってくださいね!(^^)! 

残暑お見舞い申しあげます。皆さん、夏バテしていませんか？私は暑い

ときは海やプールに浸かって浮き輪でぷかぷかしているのが最近の休日

の過ごし方になっています。あと、暑い時こそ、温かいものを飲むと良

いと聞き、寝る前に高麗人参茶を飲むのを日課にしています。高麗人参

茶は万病に効くだけでなく、夜はぐっすり眠れ、便秘も解消してくれま

す。インターネットで購入できるので興味がある人は調べてみて下さい

ね(^_-)-☆また、ほかに良いものあれば教えて下さい！ 

皆さん、こんにちは！全国的に暑さが増し、４０度を超える地域もある

ようですが、体調など崩していないですか？？沖縄は日差しが強いです

が、風がある分過ごしやすいです★ さて、皆さんの地域はお盆は終わり

ましたか？沖縄は旧暦でお盆を行うため、今年は８月２３日～２５日の

期間で行われます。ご先祖様をお迎えし、親戚一同が集まってたくさん

のごちそう（クヮッチー）をお供えし、みんなでいただき最後の日には

ご先祖様をお見送りします。沖縄ではとても大事にされている行事です。

その期間中に行われるエイサーが私はとても大好きです♪ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



教務部 比嘉 彩香 

科目追加登録とは、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。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。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、担任の先生と必ず相談をしましょう。 

 また、今年度より学校のホームページからネット申し込みが可能となりま

した。詳しい登録方法は９月１７日（月）に学校から発送します「科目追加登録のお知らせ」をご確認

ください。ネット環境がない方は、「平成３０年度学習の手帳６４ページ」の科目追加登録申込書をコピ

ーの上、郵送またはＦＡＸしてください。 

【 申込受付期間 】 

 申込期間 授業料納入期限 

第１期 9 月 19日（水）～9月 30日（日）当日必着または当日受信分まで 10月 15日(月) 

第２期 10月 1日（月）～10月 31日（水）消印有効または当日受信分まで 11月 15日（木） 

 

事務長 平良 亮 

 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

 

調査書・推薦書の申込方法 

① 学習の手帳（p.57）「調査書・推薦書発行願」、（p.58）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、必要事項を記入します。

（学校Webサイト「在校生はこちら」 > 「申請書類」 からも PDFで用紙をダウンロードできます。） 

② 推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

③ 専願の場合は、学習の手帳（p.29） 「誓約書」をコピーし、記入します。 

④ 手数料相当分の切手を準備してください。 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円  

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑤ 返信用封筒を準備し、①～④の必要書類等とあわせて、郵送にて当校までご送付ください。  

※ 返信用封筒の大きさ…Ｂ５サイズが入るもの (36cm × 18.5cm) 。 封筒には宛名を明記し、返信用

の送料分の切手を貼付けてください。レターパックも利用できます。 

 

 

 

◎ 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） 

調査書・推薦書の発行時期について 

後期科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

７ 

「調査書・推薦書発行願」提出先 
〒905-020 
沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 
八洲学園大学国際高等学校 宛 



進路指導部 横田 裕美 
 

次の掲載校が指定校推薦枠の追加になります（8/15現在）。出願希望の方は、７月号ゆんたくにも300校以上

の指定校を掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定校推薦枠の追加のお知らせ 
 

文部科学省認可通信教育 

８ 

【大学】 
都道府県 学校名 学部 学科 特典

北海道 函館大学 商学部 商学科

・調査書全体の評定平均値4.0以上の者、または本学課外

クラブ顧問が推薦する者を

推薦入試奨学生とする。

・１．２年生次授業料年額２５万円給費

・３．４年次については、学業成績により給費又は貸与

国際ビジネス学科

スポーツ健康マネジメント学科

神奈川県
神奈川歯科大

学
歯学部 歯学科

健康薬学科：６年制

漢方薬学科：６年制

薬科学科：４年制

経営学部 経営学科

経済学部 経済学科

国際学部 国際学科

法学部 法律学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

人間社会学科

健康スポーツ学科

航空工学科

情報電子システム工学科

機械システム工学科

自然環境工学科

建築デザイン学科

群馬県 上武大学 ビジネス情報学部

神奈川県 横浜薬科大学 薬学部

※希望者のみ

指定校推薦入学試験受験者は、Brush　UP入学試験にチャ

レンジし、本学が定める基準点以上の成績を修めれば、授

業料減免の可能性が広がります。Brush　UP入学試験受験

者の中から6年制は最大で成績上位の10％程度が選抜さ

れ、特別奨学生に選ばれます。また、4年制は若干名が特

別奨学生に選ばれます。

鹿児島県 第一工業大学 工学部 一年次の授業料を30万円免除

大阪府
大阪経済法科

大学

①高校在学中に取得した資格に応じて、入学後、奨学金を

給付します。(対象者別紙参照)

②女子の入学者は、資格講座１年間２講座(４年間８講座)

の受講料を免除します。

③特別奨学生制度を利用し、初年度学費全額免除にチャレ

ンジが可能です。

愛媛県 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部

【専門学校等】 

（関東～中部） 

都道府県 学校名 学科 特典

医療秘書学科

介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

群馬県 高崎歯科衛生専門学校 歯科衛生学科

群馬県 たかさき・ナイチンゲール学院 看護学科

千葉県 新国際福祉カレッジ 介護福祉学科

①指定校推薦入学は、優先的に入学を許可する

②入学助成金として入学金全額免除する

③入学検定料を免除する

東京都 東京服装文化学園 ファッション学科
推薦入学を認められた方は、本校特別奨学金として

入学金の内100000円が免除になります

愛犬美容学科

動物看護学科

国際ビジネス科：４年

経営情報ビジネス科：４年

経営ビジネス科：２年

インターネットビジネス科：２年

経済・会計ビジネス科：２年

英語ビジネス科：２年

プログラミングビジネス科：２年

トラベルビジネス科：２年

ITスキル科

ビジネススキル科

公務員科

職業実践科

群馬県 前橋医療福祉専門学校

東京都 東京愛犬専門学校 選考料免除

東京都 中野スクールオブビジネス
・入学金免除

・４８万円奨学

愛知県 ELICビジネス＆公務員専門学校
入学選考料免除

入学金の50％免除
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【専門学校等】 

（関西～沖縄） 

都道府県 学校名 学科 特典

医療秘書科：女子のみ

くすりアドバイザー科

医療保育科

診療情報管理士科

医療事務科

介護福祉科

歯科アシスタント科：女子のみ

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

大阪府 大阪ビューティーアート専門学校 トータルビューティー科：女子のみ 選考料２万円免除

こども総合学科：３年制

保育科：２先性

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：女子のみ

調理師科

上級調理師科

製菓パティシエ科

製菓マイスター科

大阪府 辻学園　栄養専門学校 栄養士学科 選考料２万円免除

医療秘書科：女子のみ

医療事務科：女子のみ

兵庫県 神戸元町こども専門学校 こども総合学科 選考料２万円免除

調理師専修科：２年

調理師本科：１年

製菓衛生師専修科：２年

製菓衛生師本科：１年

平岡栄養士専門学校 栄養士科：２年

平岡介護福祉専門学校 介護福祉科：２年

[衛生課程]栄養士科

[衛生課程]調理師科

[衛生課程]パティシエ科

[医療課程]柔道整復師科

音楽プロデュース科：３年制

プロミュージシャン科：２年制

ダンス＆アクターズ科：２年制

商業音楽科：２年制

製菓・製パン科：２年

調理師科：２年

カフェ総合科：２年

マスターコース：２年+研究科１年

沖縄県 育成保育カレッジ学院 福祉保育科

臨床工学技士学科

救急救命士学科

柔道整復師学科

スポーツ科学CSトレーナー学科

スポーツ整体・メディカルトレーナー学科

パティシエ・ブーランジェ学科

美容師学科

ビューティーウエディング総合学科

作業療法学科：昼間主/夜間主

メディカルスポーツ柔道整復学科：昼間主

大阪府 大阪医療秘書福祉専門学校 選考料２万円免除

大阪府 大阪リゾート＆スポーツ専門学校 選考料２万円免除

大阪府 大阪こども専門学校 選考料２万円免除

大阪府
大阪ウエディング＆ブライダル専

門学校
選考料２万円免除

大阪府 辻学園　調理・製菓専門学校 選考料２万円免除

兵庫県 神戸元町医療秘書専門学校 選考料２万円免除

福岡県

平岡調理・製菓専門学校

福岡県 今村学園ライセンスアカデミー 入学金全額免除

沖縄県 SOLA沖縄保健医療工学院

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校

福岡県
福岡キャリナリー製菓調理専門学

校

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉科 入学選考料免除

沖縄県 スターウッドBeB美容専門学校

沖縄県 琉球リハビリテーション学院



 進路指導部 横田 裕美 
 

平成３１年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームペー

ジ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることは致しません

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      (注意)今年９月に卒業する生徒さんと、来年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

      ●今年(平成３０年)９月卒業の生徒さん⇒個人出願 

      ●来年(平成３１年)３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

      学校一括出願の方は、１０月４日(木)１７時が本校必着〆切となります。 

      ※願書確認等を行うため、本校提出締切を早めています。ご了承下さい。 

(大学入試センターの定める申込締切は１０月１２日消印有効) 
 

願書提出方法 ～来年(平成３１年)３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～
 

出願の流れ 注意事項 

① 願書を入手 願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 全員現住所を記入してください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです 

④出願  ２０１９年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願です 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。 

(注意)２０１８年９月卒業の方は個人出願です。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

１０月４日（木）17時必着 

です。期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

※ 試験内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。 

センター試験の申込方法 

文部科学省認可通信教育 

大学入試センターホームページ ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 

【受験案内入手方法】 

①大学入試センター試験を利用する全国の各大学の窓口で入手する。(無料) 

（配付期間：平成 30 年 9 月 3 日（月）～平成 30 年 10 月 12 日（金）） 

②電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタロ

グで申し込み入手する。(有料) 

（受付期間：平成 30 年 8 月 1 日（水）～平成 30 年 10 月 5 日（金）） 
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進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

【進学編】 

オオーーププンンキキャャンンパパススととはは  

“その学校が自分に合っているか”見極める場所。 

●『学校説明会』：授業内容だけでなく卒業後の就職先や資格の解説をきく事が出来る。 

●『個別相談会』：説明会より詳しい内容を、個別で質問出来る。 

●『キャンパスツアー』：学校内を見て回ることで、リアルな大学生活がイメージで出来る。 

●『模擬授業/実習体験』：実際の授業や実習に近い内容を体験して、本当に興味がある分野か確認出来る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就職編】 

企企業業説説明明会会ととはは  

企業が就活生に向けて会社の理念や事業内容などをＰＲし、本選考に進んでもらえるように興味を持たせる場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより ～オープンキャンパス・企業説明会に関して～ 

 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

≪参加のメリット≫ 

・自分にとって”通学しやすいか”がわかる。 

・一緒に学ぶ先輩や同級生の雰囲気を知ることが出来る。 

・入試情報を知る事が出来る。 

≪オープンキャンパスで大切な事≫ 

・自分に合っている学校か判断する。 

・自分が学校選びで重視したい基準をいくつか挙げた上で参加する。 

●『合同説明会』● 

説明は一回につき 20分ほどのローテーションであることが多い。最初からその企業に興味がある学

生ばかりではないことを考慮して、事業内容などについては比較的簡単な説明である。 

●『単独説明会』● 

全体で 2 時間ほどの枠が設けられていることが多い。興味を持ってその企業に足を運んだ学生向け

に、より会社や事業の深い説明がされる。Webページなどを使って予習をしておくことで、セミナー

中の説明が理解しやすい。会場には複数の社員がいるので、社内の人の雰囲気も感じることができ

る。説明会に付随して座談会や、なんらかの選考が行われる場合もある。 

今年度、卒業予定のみなさん!!進路はお考えでしょうか。まだ迷っ

ている方は、各学校・企業の見学会等に参加してみてはいかがでしょ

うか。９月も実施している学校や企業があります。ぜひご参加下さい。 



校長 中村 成希 

 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯学部歯学科）に進学し、現在５

回生として「歯科医師」を目指して日々頑張っている男子生徒さん（鹿児島県出身：下画像）

がいます。高等学校在学中から、『将来、医療関係に携わる仕事に就きたい』と話しており、

その夢を実現させるべく進学しています。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒業後、

医療・看護系の学校に進学を希望する生徒さ

ん達が増えているように思えます。 

 

●歯科医師  ●看護師  ●理学療法士    

●薬剤師 ●柔道整復師 等 

 

学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で指

定校推薦学校一覧を紹介していますが、上記

職業に就くための学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を八洲学園大学国

際高等学校に頂いています。期日がありますので、興味のある方は、急いで確認し各担任に

連絡をして下さい。また、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路について考

えるきっかけにしてはどうでしょうか？ 

 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 
 

「建築業技術訓練コース」で提携をしている沖縄産業開発青年協会では、建設技能者不足

に対処するため、国・業界・訓練期間一体となった「厚生労働省所管 建設労働者緊急育成

支援事業」を実施しています。この事業では、技能訓練、建設機械等の資格取得及びマナー

講習の費用、並びに宿泊費等が「無料」となっています。年齢が１６歳以上であれば、男女、

沖縄県内県外を問わず参加が可能です。興味のある方は、書類を送りますので、各担任まで

ご連絡下さい。 

（校内締切日：第二回は平成３０年９月１５日、第三回は平成３１年１月１５日。仮申込可能） 

 

「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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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、７月スクーリングに参加しました生徒さん達２名を表彰しましたのでご紹介します。

また、４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。 

 

●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  

（画像：左から２番目） 

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 

 

●The Australian Ballet School Level Six Encouragement Award 受賞  

五十嵐脩（画像：中央） 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●ユースアメリカグランプリ YAGP2018NY（シニア部門男性）第１位 松浦祐磨 

●第６回 座間全国舞踊コンクール（一般高校生部門）第１位 中西衿奈 

●ヴィクトワール バレエ コンペティション 札幌 2018（高校生の部）第１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 
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●タンツオリンプ国際ダンスフェスティバル（クラシック部門） 金賞 北井僚太

（左下画像） 

●週刊ヤングジャンプ月例新人漫画賞「シンマン賞」ショート部門（佳作＋月間

ベスト＋審査委員特別賞＋初投稿賞） 最年少受賞 ペンネーム：江久井（エグイ）

（右下画像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アイドル活動 「Ｈｉｇｈ５」（L’Asie Entertainment所属）賀数梨左 

（通称：ＲＩＳＡ） 下の画像（中央） 
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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③ 

文部科学省認可通信教育 

１７ 

【●伊藤 友奈（モデル）●】 
 ≪八洲学園大学国際高等学校≫ 

・八洲学園大学国際高等学校で大阪出身の「伊藤友奈」。横田裕美先生が担任でした。 

在学中からトータルビューティに関心を持っていた。 

・現在は、モデル事務所「Vithmic Model Agency」所属。 

 

  ≪最近の活躍≫ 

  ・「ミス・ユニバース・ジャパン大阪 2017」準グランプリ 

  ・「大阪マラソン公式アンバサダー2017」等。 

 

  ≪出演 Show≫ 一部紹介 

  ・「Asia Fashion Collection Tokyo」・「神戸コレクション 阪急ウェディング」 

  ・「北野クラブ Sola」・「Midousuji Beauty Collection」・「MURUA」 

  ・「Namba Fashion Festa」・「クラウディア」等。 

 

 



【受講期間】3～18 ヶ月 

+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。 
 

 

 

受講生 4000 人を超える国内最大級のネイル専門校であり、日本ネ

イリスト協会認定校のクラスタイル・ネイルカレッジの「通信制コ

ース」と提携をしました。直営のサロンは、ＶｉＶｉやＳｗｅｅｔ、

ＪＪなどの有名雑誌、映画やアーティストのジャケットなどの分野

でネイルを担当しており、最新のネイルアートが学べます。 

 
【ネイリストとは…】爪の美容と健

康の手入れ、つけ爪の施術や爪に装

飾をするネイルアートなどを施す職

業です。ネイリストの主な資格には

JNECネイリスト技能検定試験（3級、

2 級、１級）と JNA ジェルネイル技能

検定（初級、中級、上級）があります。

ネイリストとしてネイルサロンなど

で働く際にこの資格を取得している

と有利です。 

 
●こんな方におススメ！！ 

・ネイリストになりたい方 

・サロンに通わずネイルがしたい方 

・サロンを開業したい方 

 
 

 

 
ペットシッターとは、飼い主が所要で家を空けるときに、飼い主

に代わってペットの世話をすることを主な仕事にしています。人

でいうベビーシッターのペットバージョンで、ペットを預かるの

ではなく、自ら飼い主さんのお宅へお世話をしに伺います。日本

ペットシッター協会(環境省の認定団体の一つでプロのペットシッ

ターを育成する日本初の団体)が認定する「ペットシッター士」資

格は、環境省の定める動物取扱業「保管」「訓練」の登録申請要件

を満たしているので、動物取扱業の登録を行えば独立開業も可能

になります。 

 

 
●こんな方におススメ！！ 

・動物と触れあう仕事がしたい方 

・認定のペットシッター士になりたい方 

・開業したい方 

資格取得コースのご紹介② 

文部科学省認可通信教育 
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ネネネイイイリリリススストトト＆＆＆ジジジェェェルルルネネネイイイリリリススストトト 

ペペペッッットトトシシシッッッタタターーー士士士 

【受講期間】6 ヶ月 



環境保健委員会 平安山 智子 

 

子どもから大人まで、食べ物によるアレルギー症状を呈する方が増えています。そこで、代表的

な食物アレルギーについて紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《連載 健康だより》食物アレルギー 

文部科学省認可通信教育 

【保護者の方へ】 

・短期集中スクーリング参加時の学校食堂利用の際の

注意事項として、食物アレルギーのある方は、必ず

医師の指示書(診断書)を年度初めまたはスクーリン

グ参加申込と共に学校に提出して下さい。 

なお、アナフィラキシーショック既往歴のある方は、学

校食堂での食事の用意ができません。また、アレル

ギーの種類によっては、アレルギー対応食を提供で

きない場合があります。 

・アナフィラキシーショック既往歴のある方で、アドレナ

リン自己注射製剤等を処方されている方は、必ず学

校に処方を告げたうえで、携行してください。 

【事後対応と心得】 

・食事をして体に違和感を覚えたら、医療機関を受

診してください。急性症状だけでなく、食後に運動

したりすると症状が出るタイプや、食後数時間で症

状が出る遅発型の食物アレルギーもあります。自

己判断しないで、できるだけ早く受診しましょう。 

特に、めまいやふらつき・胸のしめつけ感を感じた

ら、アナフィラキシーショックの恐れがあります。た

めらわず救急医療にかかるか、周りに助けを求め

てください。 

・空腹や場の状況に負けて、がまんしてアレルゲン

を食べ続けたり、一度に多量に取ると、食物ルギ

ーの体質が悪化したり、いままでにない重篤な症

状や全身症状が出る場合があります。また、自己

判断で医師のコントロールなく減感作療法などを

勝手に行うのも危険です。 

【「食物アレルギー」とは】 

・食物アレルギーは、本来無害なはずの食べ物

に対して免疫が「アレルゲン」と認識して過敏に

反応し、体に有害な症状が起きる状態のことを

いいます。食べ物を食べると、腸から吸収され

たアレルゲンが血液にのって全身に運ばれる

ため、眼（充血やかゆみ）・鼻・のど・肺・皮膚

（かゆみ、じんましん、腫れ）・腸（下痢、吐き

気）・循環器（頻脈や徐脈）などさまざまな部位

で症状が現われます。 

・花粉アレルギーのある方は食物にも交差反応

が出やすく、フルーツを食べると唇や口腔がか

ゆくなったり腫れたりする場合があります。 

 

【家族・家庭での事前の備え】 

・アレルギー体質の方は必ずアレルギー科／内

科／小児科などの医療機関にかかり、指示書

（診断書）に沿った食生活を守ってください。 

・食物アレルギーの症例数が多く症状が生命に

関わるほど重いなど、特に留意が必要な７品目

を「特定原材料」として「たまご、小麦、そば、らっ

かせい、乳製品、えび、かに」が指定されてお

り、特定原材料に準ずるものとして２０品目 

「あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルー

ツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナ

ナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼ

ラチン、ごま、カシューナッツ」が指定されていま

す。 

・これらの素材が含まれる食品は、包装容器に

記載義務がありますので、よく確認をしてくださ

い。ただし、飲食店のメニューや店頭調理販売

品では表示されないので、アレルギー体質の方

は、（ソースや調味料を含め）材料について、確

認をとってから口にしてください。 

１９ 



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： 

本講座は、人の前で話すときの怖さをなくし、プレゼンやスピーチや面接がうまくなるための対策講座

です。日本人は中学生ですでに、人の前で話すのが嫌いな方が 7 割。しかし、就職には面接が必須で、

営業にはプレゼンがあり、冠婚葬祭にはスピーチがあります。人前で話すことからは逃げられない、む

しろ増えているのが現状。そこで講義では、なぜ日本人は人前で話すのが苦手なのかを解説した上で、

今からできる対策をお伝えします。また、自分でできるボイストレーニングも行います。 

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 

２０ 

講座名『プレゼン・スピーチ・面接で輝く 

「人前トーク」』 



 
 

□対象者：就職試験のある大学生、朝礼のある会社員、プレゼンがあるビジネスパーソン、結婚式での
スピーチを控えている方など。人前で話す機会がなくても、トークスキルの向上に関心があ
る方であれば、どなたでも受講可能です。 

■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：９月９日（日）13:00-14:30 

■講師：眞殿 亜紀子 

□受講料：通常受講料：2,000 円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：1,500 円（税込） 

■支払方法：申込完了後に大学より案内 

□日程と内容： 

配信期間 内容 

【オンデマンド開講】 

平成 30 年 9 月 10 日(月) 

～ 

平成 30 年 10 月 9 日(火) 

【導入・現状把握】 

なぜ、日本人は人前で話すのが苦手なのかを解説します。 

【構成・内容の作り方】 

話の組み立て方と、言葉の選び方についてお伝えします。 

【メンタル・あがり症対策】 

適度な緊張感を保つための準備や、物理的な解決方法を講義します。 

【声・地声を鍛えるボイストレーニング】 

自分の最も出しやすい声を見つけ、磨く方法を伝授します。 

【まとめ】 

トークスキル向上のために、日常生活からできることを提案します。 

 

 

 

 

２１ 

≪講師： 眞殿 亜紀子 氏 の紹介≫ 

フリーアナウンサー。 １９８６年埼玉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学

部日本語日本文学コース卒業。２００９年、（株）ニッポン放送にアナウンサ

ーとして入社。『三宅裕司のサンデーハッピーパラダイス』『古坂大魔王 ツギ

コレ』などを担当。２０１５年以降、フリーアナウンサーとして活動。J-WAVE

『GROOVE LINE』、AbemaTV/RADIO『A こえ』レギュラー、日刊スポーツ

WEB コラム『ごのへのごろく』連載中。トークを教える講師も務め、４００

件以上のイベント司会やラジオアナウンサーの経験から培ったトークスキル

をアイドル、アーティスト、声優などに教えている。テレビ朝日アスク講師。

「ストアカ」にて話し方教室開講。 

企業研修・講演も行う。著書に『人前で輝く話し方』（自由国民社）など。 

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 

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 

２２ 
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    【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 

２３ 

・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！ 
 

９月沖縄北部学習会（本校） ９月１１日[火] 
・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。 

※網掛部分の時限は学校バス利用可能な時間です。コンビニ送迎はありません。 

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）

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

6限 12：10～12：50

昼食 12：50～13：40

7限 13：50～14：30 国語表現

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

9/11(火)

体育α 体育β

科学と人間生活 現代文Ｂ

3年次（γ）

体育γ

家庭総合

書道Ⅰ 生物基礎 化学基礎 美術Ⅰ

化学基礎

科学と人間生活

コミュ英語基礎 学習会

理科課題研究

家庭総合

コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅱ

美術Ⅰ

学習会 学習会

国語総合 コミュ英語Ⅰ

学習会 学習会



 

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 土  16 日 平成 30 年度前期卒業証書授与式 

2 日  17 月 敬老の日 

3 月  18 火  

4 火 
9 月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

9 月スクーリング返送書類必着 
19 水 後期科目追加登録開始日 

5 水  20 木  

6 木  21 金  

7 金  22 土  

8 土  23 日 秋分の日 

9 日  24 月 振替休日 

10 月 ●９月スクーリング：７泊● 25 火  

11 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 26 水  

12 水 ●５泊コース● 27 木  

13 木  28 金 ゆんたく発送・成績発送 

14 金  29 土  

15 土  30 日  

      

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 

２４ 

文部科学省認可通信教育 

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

