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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ３     平成３０年度後期集中スクーリング「テーマ」案内 

・ ｐ４－５   平成３０年度「功労賞」のご紹介 

／ 「南条幸子バレエ研究所 第３５回発表会」のご報告 

・ ｐ６     進路だより ～求人票の見方について～ 

・ ｐ７     指定校推薦枠追加のお知らせ ／ リポート問題訂正のご案内 

・ ｐ８     卒業生シンガーのメジャーデビューのご紹介 

・ ｐ９     「アジア大会（スカッシュ）銅メダル獲得」のお知らせ 

・ ｐ１０    デポジット払い込み方法の変更について 

・ ｐ１１    「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ１２    職員室内サインボードの紹介④ 

・ ｐ１３    吹奏楽「第５９回 定期演奏会」のご案内 

・ ｐ１４    《連載 健康だより》インフルエンザを予防する 

・ ｐ１５    平成３１年度大学・専修学校専門課程奨学金予約のお知らせ 

・ ｐ１６    資格取得コースのご紹介③ 

・ ｐ１７    １０月講演＆勉強会 

・ ｐ１８－１９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ １０月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２０    １０月行事予定 

平成３０年９月２８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。 



事務部 番場 晴美 

 

前期卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。みなさんの歩
んできた道は高校卒業の大きな糧となっていました。これからが人生の
本番!!自分らしく、自分を大切に、自分の大切な道を一歩一歩進んでい
く事が出来たらいいですね。沖縄の空より、応援しています。 
 在校生のみなさん、後期が始まります。今できる事、今しかできない
事、今だからできる事…ひとつひとつの事に心を込めて過ごす事が出来
たらいいですね。副担任の中川先生と共に、みなさんの事を想っていま
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 
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みなさんこんにちは！ 

先日の 9 月スクーリングでは、前期の卒業式が行われました。卒業生の

皆さんご卒業おめでとうございます♪後期に卒業を控えている方、これ

からスクーリングへ参加する方は、自宅学習を計画的に進めていきまし

ょう！１０月から後期がスタートになります(#^^#)スクーリングの参

加時期や自宅学習の進め方で質問があればいつでもご連絡下さい！ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 暑かった夏が終わり、少しず

つ涼しい日が増えてきましたが元気に過ごしていますか？ 高校卒業を

控えている生徒さんは進路で悩むことも増えてきた 

と思います。「悩まない人より悩む人の方が良い 

結果が出る」、プラスに考えて前進していきま 

しょう！ 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) 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●） 

課題を進めていて、分からないことスクーリングに関して不明なことが

あれば、担任の比嘉、副担任の後藤まで気軽に連絡下さい！！ 

どうしても電話が苦手という方は、メールでの問い合わせもどしどしお

待ちしていますので、わからないことをそのままにせず解決していきま

しょう！！ 

担任のアドレス ahiga@yashima.jp 

みなさん、こんにちは。前期卒業式が終わり、後期がスタートしようと

しています。まだ今年度スクーリングに参加していない生徒さんはそろ

そろ何月のスクーリングに参加するか決め、行動していきましょう！ 

科目登録必要な方は忘れずに手続きお願いします。また、今年度卒業予

定の方は卒業後の進路について具体的に考えていく時期に入ります。 

どう考えて良いかわからない方、いつでも相談のりますのでお気軽にご

連絡くださいね。 

皆さん、こんにちは！２０１８年度がスタートし、早いもので無事前期

が修了しました。今年度まだスクーリングに参加していない生徒さん、

ぜひ後期のスクーリングに参加し、単位修得して前進してほしいなと思

います。スクーリングには参加したいけど、自宅学習がなかなか進まな

い…( ﾉД`)っていう人もいるかと思います。また卒業後の進路どうしよ

うか…って悩んでいる人もいるかと思います。そんな時は遠慮せず、連

絡下さい☆電話でもメールでも、お話しを聞くことができますので、ぜ

ひぜひ相談して下さいね♪一緒に前進していきましょう( ﾟ▽ﾟ)/ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    
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文部科学省認可通信教育 

平成３０年度後期集中スクーリング「テーマ」案内 

 

５ 

 
 

 

海外の様々な文化を体験できる活動を予定しています(#^^#) 

海外の文化に触れるチャンス！一緒に、楽しみましょう！ 

３３３月月月   海海海外外外文文文化化化体体体験験験スススクククーーーリリリンンングググ   

 
 

様々な面から健康に関して感じる事が出来るスクーリングを 

実施予定です。全ての生徒さん大歓迎(*^_^*) 

健康と共に素敵な卒業式を迎えましょう♪ 

 
 

動物とのふれあいや、動物に関する学びを通して、みなさんが

癒しの時間を過ごせるように計画中です★ 

※申込〆切間近※ 

111111 月月月   アアニニママルルセセララピピーーススククーーリリンンググ  
（（少少人人数数制制））  

 
 

音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 

今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル） 

に分かれて音楽活動 

111222 月月月   

   
学校から徒歩 15 分圏内の海洋博公園には沖縄を満喫できるスポットがたくさん

あります(^^♪ 1 月はその海洋博公園を満喫できるプログラムを実施しま

す！沖縄郷土村で三線＆かちゃーしー体験、植物園でクラフト作り、イルカ＆

ウミガメ＆マナティ満喫、海洋文化館でプラネタリウム等、選択制で実施予定

です。その他、オプションで美ら海水族館に行く予定です(^^)/ 

１１１月月月   

 

球球球技技技＆＆＆卒卒卒業業業式式式スススクククーーーリリリンンングググ   ２２２月月月   
全国から集まる仲間とおもいっきり球技を楽しみましょう‼ 

※体育館シューズ持参必要※ 

平成３０年度後期卒業証書授与式を 

スクーリング最終日に行います。 

※平成 30年度後期卒業となる生徒さんは参加できません 

３ 

http://01.gatag.net/tag/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%ef%bc%88%e5%8b%95%e7%89%a9%ef%bc%89/
http://01.gatag.net/tag/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%ef%bc%88%e5%8b%95%e7%89%a9%ef%bc%89/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


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、８月スクーリングに参加しました生徒さん達８名を表彰しましたのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画像：１列目左からの順番】 

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

称：ＲＩＳＡ） 

 

●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 

 

●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（福岡

理容美容専門学校（高等課程）所属） 

 

●第９回 全国理容美容学生技術大会（九州地区大会）クラシカルバックバリエー

ションセット部門 優秀賞（全国大会出場） 日景夢来（福岡理容美容専門学校（高

等課程）所属） 

 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

４ 



 

●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）

（代々木アニメーション学院専科卒業） 

 

【画像：２列目左からの順番】 

●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 

 

●第１２回 バレエコンペティション in奈良 第２位、審査員特別賞 名田暢 

 

●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 

 

 

校長 中村 成希 

 

在校生の安村秀煕君が出演の「南条幸子バレエ研究所 第３５回発表会」に招待して頂い

たので、島袋友美先生（担任）と浅香遥平先生（副担任）の３名で出席してきました。南条

バレエ研究所は、沖縄県最古のバレエ教室で今回は８０周年記念でした。創作バレエ「宇宙」

は、とても深い内容で演出も素晴らしかったです。ご招待、ありがとうございました。 

 

 

５ 

「南条幸子バレエ研究所 第３５回発表会」のご報告 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 浅香 遥平 

 

皆さん、こんにちは。今回紹介させていただくのは求人票の見方です。就職を希望している方がどん

な就職先があるのか探すのに必ず利用するものです。求人票からは様々な情報を得ることができ、就職

活動を満足させるものにするために正しい求人票の見方を身に付けましょう。 

● 求人票の主な項目 

・事業所名：事業所の名前です。 

・職種：事業所内での仕事の種類を表します。（営業・事務など） 

・雇用形態：正社員・契約社員・派遣・アルバイトなどです。 

・所在地：事業所の所在地もしくは本社所在地です。 

・就業場所：実際に就職後に働く場所です。研修期間は別のこともあります。 

・雇用期間：想定している雇用期間です。（年数や何カ月など） 

・事業内容：会社の事業内容の概要です。 

・仕事の内容：今回募集している求人の中で期待される仕事の内容です。 

・就業時間：一日の就業時間と就業時間数です。 

・保険：社会保険などの有無についてです。 

・時間外労働：時間外労働の有無や平均的な時間労働の時間についてです。 

・賃金：支給考えている賃金や、社内のデータからの期待される賃金水準です。 

・休日：実績からの休日の設定です。 

・賞与：賞与の有無や条件などです。 

・連絡先：人事担当者の連絡先もしくは代表窓口への連絡先です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まとめ 

就職を考えている場合や、求人票を確認したい場合は、まずは担任の先生に相談しましょう！ 

求人票は、求人企業について重要な情報源です。複数の企業を見比べ、仕事の内容や採用条件、企業の

特色について十分に考えましょう。また、求人票でわからない点は、先生に相談したり、会社案内を見

たり、会社見学に行くなどして自分の目で見て詳しい情報を収集することが大切です。 

今後、就職した企業で、1日のほとんどの時間を職場で過ごし、生涯で長くかかわることになるもので

す。しっかりと情報を集め、自分に合った就職先を見つけましょう 

進路だより ～求人票の見方について～ 

 

文部科学省認可通信教育 

６ 

求人票の見方 



進路指導部 横田 裕美 

 

ゆんたく７月号と８月号及びＷＥＢサイトに指定校推薦一覧（３００校以上）を掲載いたしましたが、

追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務部 比嘉 彩香 

 

『政治・経済（２０１８）』、『現代文Ｂ（２０１８）』のリポート問題に下記の通り訂正箇所があ

りますので、ご確認ください。 

 

【政治・経済（２０１８）】  

〇リポート No.2  ３ （３）の④ 

⇒解答枠が無いため、空欄に解答枠を作成して解答してください。 

 

【現代文Ｂ（２０１８）】 

〇リポート No.4  

〔三〕⇒解答欄が多く設定されていますが、問題文の指示通り１２文字で答えてください。 

 

〔四〕⇒解答欄が不足しているため、解答する際は自分で枠を追加して答えてください。 

 

 

★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 

７ 

指定校推薦枠追加のお知らせ 

 

【大学】 

【専門学校等】 

 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

経営学科(2年次に学科選択：出願時の志望学科は問わない)

スポーツ経営学科(2年次に学科選択：出願時の志望学科は問わない)

心理経営学科(2年次に学科選択：出願時の志望学科は問わない)

静岡県 静岡産業大学 経営学部

『特待生ＳＳＵ定額パック９』は、入学検
定料一律3万円で、指定校推薦入試(前
期・中期)と組み合わせて、特待生選考
入試を受験する事が出来ます。「特待生
ＳＳＵ定額パック９」を利用する事で、特
待生になるチャンスが広がります。

都道府県 学校名 学科 特典

児童福祉学科

介護福祉学科

大阪府 関西社会福祉専門学校 介護福祉科 入学金15万円+受験料3万円免除

大阪府 南海福祉専門学校 入学金の半額を免除



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中から活躍していたシンガー・ソングライターの「大城 

美友（おおしろ みゆ）」さんが、１０月１０日に、日本クラウンからメジャーデビュー

することが確定しました。歌唱力があり、聴き手の心に響く歌声ですので、応援よろしくお

願いします。 

 

卒業生シンガーのメジャーデビューのご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



校長 中村 成希 

 

インドネシア共和国ジャカルタ・パレンバンで開催されました「アジア競技大会２０１８」

のスカッシュ競技に、日本代表選手として選出された「渡邉 聡美（わたなべ さとみ）」さ

んが、女子団体戦で、銅メダルを獲得しました。おめでとうございます。 

（画像許可済：本人左側） 

 

 

 

 

 

「アジア大会（スカッシュ）銅メダル獲得」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

９ 



事務部 平良 亮 

 
 

 

 

 

 

 

 

スクーリング申込者／後期追加科目登録申込者には３連の郵便振替用紙（赤色）をお送り

しますので、郵便局にて手続きをお願いします。 

 

八洲学園大学国際高等学校では長らく、八洲学園大学ｅラーニングシステム「ely」によ

るデポジット／コンビニ決済を利用していました。しかしながら、大学からの連絡によると、

後期から大学での ely運用が終了となり、デポジット／コンビニ決済も終了するとのことで

す。 

当校では、elyに代わるコンビニ決済への移行を予定しています。それまでの間、ご不便

をおかけいたしますが、郵便振替にてご案内させていただきます。（大学では、代りに銀行

振込を利用しているとのことですが、それでは利用者に振込手数料負担がかかるので、当校

では当面、手数料無料の郵便振替にてご案内させていただきます。） 

 

 

・お急ぎの場合は、郵便局備え付けの２連の郵便振替用紙（青色）もご利用できます。こ

の場合、振替手数料（５万円以下の場合、ＡＴＭ利用で８０円）は自己負担となります。 

口座番号：００９３０－５－１５３６４１ 

加入者名：八洲学園大学国際高等学校 

 

・国際送金の都合で郵便局がご利用できない場合は、銀行振込もご利用できます。ご希望

の際はご連絡ください。 

 

デポジット払い込み方法の変更について 

 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

後期スクーリング参加費用のデポジット入金ならびに 

後期追加科目登録校納金について、当面の間 

郵便振替にてご案内させていただきます。 

 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中のバレエダンサーで、ドイツのハンブルク・バレエ学

校に留学していました「安村 秀煕（やすむら ひでき）」君の活躍が、琉球新報（８月１０

日朝刊）に載っておりましたのでご紹介します。【琉球新報社提供・掲載許可済み】 

 

 

 

 

 

 

「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



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④ 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

【●神部建斗(総合格闘技)●】 
 ≪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。島袋瑠美先生が担任でした。 

出身は静岡県ですが、中学校を卒業後、千葉県にあるジムで特訓しながら、 

八洲学園大学国際高等学校を卒業。 

・高校在学中に、見事「MVP史上最年少優勝」を果たした。 

 

  ≪最近の活躍≫ 

  ・PANCRASE「第 20回ネオブラッドトーナメント」フライ級優勝 

  ・第２代ライトフライ級キング・オブ・パンクラシスト 

   

      



校長 中村 成希 

 

大阪市にあります「学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校」の定期演奏会が１０月

２６日（金）に城東区民センター ホールにて開催されます。日本で「唯一の吹奏楽学科」

がある専門学校です。ご興味のある方はどうぞお越し下さい。また、学校法人八洲学園の姉

妹校ですので、進学を希望の方は各担任までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

吹奏楽「第５９回 定期演奏会」のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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環境保健委員会 平安山 智子 

 

秋から冬にかけては、全国的に流行性胃腸炎やインフルエンザなどの感染症が流行ります。日ご

ろより手洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。 

沖縄短期集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共機

関での移動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。公

共機関を利用する時や、人ごみの中を通る時にはマスク装用をするなど、事前の十分な予防対策を

お願いします。 
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《連載 健康だより》インフルエンザを予防する 

 
 

インフルエンザにかかった人がせ

きやくしゃみをすることでウイルスが

空気中に広がり、それを吸い込むこと

によって感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れたと

ころを触ることによる接触感染でも広

がります。よく見られる症状は、突然

の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など

で、のどの痛み、鼻水などがありま

す。 

 

 

① 予防接種がもっとも有効です。 

 

② 日頃から充分な栄養・休養が大切

です。 

③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗いと

うがいを心がけましょう。 

④ マスク装用、うがい薬や食塩水で

のうがいなどを心がけ、喉を乾かさ

ないようにしましょう。 

 

 

予防接種用のワクチンは、流行予

測に基づいて毎年調整されており、

Ａ型、Ｂ型のいずれにかかっても効

果があります。なお、接種してから予

防効果を発揮するまでに約２週間程

度かかるため、スクーリング参加の２

週間以上前に接種することをお奨め

します。また効果は半年持続すると

言われています。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定

める第二種感染症です。生徒さんが発症

すると、法令により解熱した後２日を経過す

るまで/または発熱後７日間、出席を停止さ

せることと定められています。 

生徒さんのインフルエンザ感染がスクーリ

ング参加中に判明・発症した場合、授業・

体育実技・単位修得試験などに出席するこ

とはできません。食事についても別室でとっ

ていただきます。 

インフルエンザ予防接種の受け方 

・地域の医師会や保健所が、予防接種を実施して

いる医療機関のリストを公開しています。かかりつ

け医があればそこでご利用ください。 

・料金は医療機関により異なり、2500～3500円ぐら

いが相場です。予約の必要な医療機関もあれば

その場で受付けてくれるところもあります。事前に

電話で確かめてご利用ください。 

・接種当日は保険証をお持ちください。 

・発熱している方は治ってからご利用ください。 

・病院待合室などは患者さんも利用しますので、マ

スク装用など感染対策を心がけてください。 

※今年度は、ワクチン供給不足が懸念されていま

す（厚生労働省発表）。予防接種はできるだけ早

く受けてください。 

咳エチケット３か条 

・マスクをする 

・咳をする際にはティッシュなど

で口を覆い、使ったら棄てる 

・上着の内側やそでで口をおおう 

※手で口を押えると、手についた 

ウイルスが接触感染で広がります 



事務部 宮坂 あき 

 

平成３１年度４月に高等教育機関（大学別科・短期大学別科・専修学校専門課程）に進学する生

徒さんが入学後ただちに奨学金の給付が受けられる日本学生支援機構の貸与型奨学金予約の募集が

始まります。 

 

平成３１年度４月より進学し、貸与型の奨学金予約を希望・検討する方は、事務部 宮坂

（0120-917-840）までお問い合わせください。募集要項・申込書類一式をお送りいたします。 

なお予約申請の学校締め切りは１１月１０日必着となっております。また候補者決定時期は２月下

旬となります。申請期日を過ぎてしまうと、次の募集機会は高等教育機関入学後となり、支給開始

が大きく遅れることになります。 

 

 

【貸与額】（貸与金額範囲内の中で 10,000円単位で選択） 

 

 第一種（無利子型） 第二種（有利子型） 

入学時特別増額 

（次の全高等教育機関） 

（１回の貸与）100,000円～500,000円 

※100,000円単位で選択 

大学 

月額 20,000円～最大 64,000円 

※国公立／私立および自宅／通学

で上限額が異なる 
月額20,000円～120,000円 

短期大学 
月額 20,000円～最大 60,000円 

※国公立／私立および自宅／通学

で上限額が異なる 

専修学校（専門課程） 

高等専門学校 月額20,000円～120,000円 

※本科 4,5年生・専攻科のみ 

平成３１年度大学・専修学校専門課程奨学金予約のお知らせ 
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+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。 
 
 
 
 

リフレクソロジーは、「Reflex（反射）」＋「-logy（学問）」→「反

射学」という意味を持っています。足裏の特定部位を指で刺激する

ことにより血液やリンパの流れをスムーズにし疲労の改善などを

はかる療法のことです。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」が実施しているリフレクソロ

ジー＆アロマライフアドバイザーの通信課程では、リフレクソロ

ジーの効果や特徴をはじめ、足の構造やトラブルに対する対処法

など幅広く学ぶことができます。また、アロマセラピーやハンド

リフレクソロジー（ハンドマッサージ）に関する内容も合わせて学

ぶことができます。 

●こんな方におススメ！！ 

・人を癒すことのできるリフレクソロジーを学びたい方 

・リフレクソロジーと合わせてアロマセラピーも学びたい方 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

エンディングノートプランナーは、葬儀のトータルコーディネーター

です。大切な人を亡くして、悲しみと不安をかかえる遺族の心に寄り

添いながら、葬儀全般を滞りなく進行するエンディングプランナー。

その業務は、葬儀形式や規模、費用見積もりといった葬儀の企画・

提案をはじめ、故人や遺族の要望する葬儀の演出、斎場・葬儀場、

火葬場の手配、祭壇の設え、役所への対応、各種手配に至るまで多

岐にわたります。 

 

 

 

資格取得コースのご紹介③ 
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リリリフフフレレレクククソソソロロロジジジーーー＆＆＆アアアロロロマママララライイイフフフアアアドドドバババイイイザザザーーー 

エエエンンンデデディィィンンングググノノノーーートトトプププララランンンナナナーーー 

【受講期間】6 ヶ月 

【受講期間】3 ヶ月 

 
●こんな方におススメ！！ 

・エンディングノートの作り方、 

教え方、活用法の基礎知識と実践 

方法を学びたい方。 

 



 

 

  

 

 

 

 

思春期の子どもとのコミュニケーションが上手くいかず、コツがあるのなら

是非知りたい！という方へ。 

 上手なコミュニケーションのコツをお伝えします。コツを学ぶ事で、きっと

素直な話し合いが出来ます。 

   

校長 中村 成希 

 

 

 

 

～上手なコミュニケーションのコツ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１０月講演＆勉強会 
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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：１０月１４日（日）１４～１６時（１３：３０から受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能（悩んでいる保護者の方も可） 

◆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 

◆講 師：田中 茂徳（たなか しげのり）沖縄県スクールカウンセラー 

 

 

 

 

 

 

【講師「田中茂徳」氏のプロフィール】 

・１９７３年生まれ 沖縄県出身 

・２００２年より、糸満市・浦添市・恩納村・那

覇市など様々な地域の教育現場で、子ども若者

支援に携わる。現在、沖縄県のスクールカウン

セラーとして小・中・高と合わせて８校で勤務。 

・２０１８年に立ち上げた『三愛ネクスト』では

「夢をみつける５週間プログラム」、「保護者セ

ミナー」などを行っている。 

 

〇子どもと話し合いが出来ない。 

〇話そうとしても喧嘩になってしまう。 

〇子どもにどう声をかけていいのか分からない。 

 



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 
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事務部 板谷 幸恵 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【学習提携校名】 【住 所】 

九州ブロック 

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 

１９ 

・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！ 
 

１０月沖縄北部学習会（本校） １０月２９日[月] 
・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 

１０月

北部学習会（本校）

ホームルーム
（9：50～10：00）

1時間目
（10：10～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）

学校バスでコンビ二まで送迎致します

体育α 現代文Ｂ コミュ英語Ⅱ

数学Ⅰ コミュ英語Ⅰ 地理Ｂ

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)

各クラスの集合場所（教室）は

校内放送でお知らせします。

合同体育α・β・γ



 

八洲学園大学国際高校通信 

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 

☎   0120-917-840（携帯電話からもかかります） 

0980-51-7711 

Fax   0980-48-4115 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

☆ 〆切日にリポートなどの提出物を直接学校に持参する場合は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 月  16 火  

2 火  17 水 １１月スクーリング詳細発送 

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月 体育の日 23 火  

9 火 １１月スクーリング申込〆切（消印） 24 水  

10 水  25 木 ゆんたく発送 

11 木  26 金 １１月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

15 月 １１月スクーリング申込〆切（必着・17:00迄受信受付） 30 火 
１１月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

１１月スクーリング返送書類必着 

   31 水  

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 

２０ 

文部科学省認可通信教育 

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


～学習会のご案内～ 
昨年度に引き続き、沖縄本島南部・中部・北部で学習会を開催します。 

「一人でリポート作成が進まない」「視聴報告書のやり方がわからない」という方はぜひご参加ください。

参加費用は無料です。詳しくは担任までお問い合わせください。 

 

【南部地区学習会】 

会場：沖縄県男女共同参画センターてぃるる（那覇市西 3-11-1三重合同庁舎内） 

日程：１０月４日（木）、１２月２５日（火）、２月５日（火） 

時間：１１時～１５時 

持ち物：リポート、教科書、筆記用具、視聴報告書用紙、昼食（必要な方） 
スマートフォン用充電器 （※視聴報告書を作成する方） 

 

【中部地区学習会】 

会場：沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター（うるま市州崎 12-75） 

日程：１１月１日（木） ※次回以降は、日程調整中です。 

時間：１１時～１５時 

持ち物： リポート、教科書、筆記用具、視聴報告書用紙、昼食（必要な方）   
スマートフォン用充電器 （※視聴報告書を作成する方） 

 

【北部地区学習会】 

※詳細はゆんたくに掲載している北部学習会の案内をご確認下さい※ 

会場：八洲学園大学国際高等学校（本校：本部町備瀬 1249） 

日程：１０月２９日（月）、１１月２６日（月）、１２月４日（火）、１月７日（月） 
 
持ち物： リポート、教科書、筆記用具、視聴報告書用紙、昼食（必要な方）   

スマートフォン用充電器 （※視聴報告書を作成する方） 
 

※気象警報発令等により学習会が中止になる場合があります。中止の場合は学校ホームページ「最新情報」でご

案内しますのでご確認ください。詳しくは学校か各担任の学校携帯（学習の手帳 P.5 参照）までお問い合わせく

ださい。 
問い合わせ：八洲学園大学国際高等学校 ＴＥＬ：0120-917-840 

 

文 部 科 学 省 認 可 通 信 教 育 
八 洲 学 園 大 学 国 際 高 等 学 校 


