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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ３     １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校(YAG)10月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     提携校(YAG)10月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ６     平成３０年度後期 試験出題ポイント 

・ ｐ７     職員室内サインボードの紹介⑥ 

・ ｐ８－９   平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    資格取得コースのご紹介⑤ 

・ ｐ１１    「教職員の資格取得」のご紹介 ／ 年末年始のお知らせ 

・ ｐ１２    進路だより ～奨学金に関して～ 

・ ｐ１３    《健康だより》冬の食中毒は手洗いで予防！ 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ １２月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１６    １２月行事予定 

平成３０年１１月２７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。 

１１１１１１月月月：：：アアアニニニマママルルルセセセラララピピピーーー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 番場 晴美 

 

鍋が美味しい季節となります(*^-^*)みなさんが健康な心身であります

ように🎶 今年度は１月のスクーリングが１回増えます!! 参加のチャン

スが増えますから、是非参加をご検討下さい。スクーリング参加も卒業

に必要な大切な時間。共に進んでいく事が出来たらいいなぁと考えてい

ます。自分で出来る事からコツコツと…副担任の中川先生と共に応援し

ています!! 

さぁ今年も残り 1 ヵ月(*^_^*)素敵な時間を過ごす事が出来ます様に🎶 

２ 

担任からクラスのみなさんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！ 

後期のスクーリングが、いよいよはじまりました(^^)/ 

スクーリングの参加が決まった方は、課題は順調ですか？ 

課題の進め方や、何から手を付けたらいいか分からない場合は、 

いつでもご連絡くださいね(≧▽≦) 

皆さんが、進めやすい方法でスクーリングや課題の進め方を決めて 

いきましょうね♪ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ もうすぐ今年も終わりますが、

年始に思い描いた通りの年となっていますか？ また、新しい年を迎える

前に、高校卒業に向けて出来るリポート＆視聴報告 

書は出来るだけ進めてから、気持ち良く新しい年を 

迎えるようにしましょう!! 不明な点がありましたら、 

気軽に連絡下さい。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＾●） 

自宅学習のほうは順調に進んでいますか？？課題が進まずに悩んでい
る、またはスクーリングに関して不安なことがある・・・など困ったと
きは担任の比嘉、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★ 

わからないことは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 です！！ 

みなさん、こんにちは(^^)/お元気ですか？ 

平成 30 年度後期に卒業予定の生徒さんでまだ進路が決定していない 

生徒さんは、いつでも相談にのるので連絡くださいね。 

また、これからスクーリングに参加しようと思っている生徒さんで、 

リポートや視聴報告書が思うように進まない方は学習のコツを伝授し 

ますので、勇気を出して連絡ください！ 

みなさんが前進するお手伝いを一緒にさせていただきます(^_-)-☆ 

皆さん、こんにちは！今年も残り 1 カ月余りとなりました。この機会に
１年間を振り返ってみませんか。「終わりよければすべて良し」という言
葉がありますが、2018 年を気持ちよく終えるため、また 2019 年い
いスタートが切れるように、2018 年に「できたこと」と「できなかっ
たこと」を振り返り、そして 2019 年に「やってみたいこと」を考えて
みる。もちろんすべてが実現できるわけではありませんが、 
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年を迎えられると思います。 
ぜひ実践してみてくださいね♪ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 馬に餌をあげたり、ブラッシングしたり、犬を抱っこするのも初めての経験だったので 
貴重な体験ができて良かったです。 

☺ 今回のアニマルセラピースクーリングを通してもっともっと動物が好きになりました。 

☺ ジャーマンシェパード、格好良かったです！ 

☺ 馬に初めて触ったのですが、意外と強い力でブラッシングしても大丈夫なんだなと思い 
ました。 

☺ セラピーは 1日だけと思っていたけど、イルカも馬も犬も見れて 
本当に楽しかった！ 

☺ ドッグセラピーでフリスビーをしたり、全部の犬が「おすわり」や 
「ふせ」をしてくれて嬉しかった。 

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 

３ ３ 

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。 

体体体育育育ののの授授授業業業ででで   
グググラララウウウンンンドドドゴゴゴルルルフフフににに挑挑挑戦戦戦♪♪♪   

修修修了了了式式式でででははは   
セセセラララピピピーーー犬犬犬ののの紹紹紹介介介   

生生生物物物ののの長長長﨑﨑﨑先先先生生生ががが   
イイイルルルカカカののの裏裏裏話話話ををを解解解説説説   
しししままましししたたた!!!   

災災災害害害救救救助助助犬犬犬   
特特特別別別活活活動動動でででホホホーーースススセセセラララピピピーーー   

（（（馬馬馬のののおおお世世世話話話）））   

乗乗乗馬馬馬体体体験験験ににに挑挑挑戦戦戦♪♪♪   

体体体育育育のののウウウォォォーーー
キキキンンングググででで夕夕夕陽陽陽   

←←←アアアニニニマママルルル折折折りりり紙紙紙   

ワワワンンンちちちゃゃゃんんんとととのののふふふれれれあああいいい体体体験験験♪♪♪   

オオオプププシシショョョンンンののの美美美ららら海海海水水水族族族館館館   



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校(YAG)10月①スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

特特特別別別活活活動動動ででで蝶蝶蝶々々々園園園へへへ   

古古古宇宇宇利利利オオオーーーシシシャャャンンンタタタワワワーーー   

横横横田田田クククラララススス集集集合合合写写写真真真   

伊伊伊禮禮禮クククラララススス集集集合合合写写写真真真   

卓卓卓球球球大大大会会会   

沖沖沖縄縄縄ワワワーーールルルドドドででで   
DDDrrr フフフィィィッッッシシシュュュセセセラララピピピーーー   

首首首里里里城城城   

～～～懇懇懇親親親会会会～～～   

宿宿宿舎舎舎ででで   

比比比嘉嘉嘉クククラララススス集集集合合合写写写真真真   



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校(YAG)10月②スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

５ 

初初初日日日ののの那那那覇覇覇空空空港港港ででで   

家家家庭庭庭総総総合合合でででコココーーースススタタターーー作作作りりり   

休休休みみみ時時時間間間ははは癒癒癒ししし犬犬犬ととと   

談談談話話話室室室ででで   

宿宿宿舎舎舎ののの様様様子子子   

特特特別別別活活活動動動ででで海海海洋洋洋博博博公公公園園園ににに行行行きききままましししたたた♪♪♪   

バババスススののの前前前ででで☆☆☆   

蝶蝶蝶々々々園園園でででオオオオオオゴゴゴマママダダダラララととと   

体体体育育育αααののの選選選択択択授授授業業業ででで海海海水水水浴浴浴ににに   

   

卓卓卓球球球大大大会会会   
   

花花花火火火大大大会会会   
   

書書書道道道ののの授授授業業業風風風景景景   
   

体体体育育育ののの授授授業業業   運運運動動動っっっててて最最最高高高！！！   
   



教務部 伊禮 愛里 

科目 出題ポイント 

国語表現 
1.教科書Ｐ102～105をよく読んでおく。2.スクーリングの感想文（200字） 

3.よく使われることば 簡単な擬態語や外来語や慣用表現、授業内容・配布資料 

国語総合 リポート№2,№3,№5の漢字№4,№7,№9,№10,№11,№12 授業内容 

現代文 B 

（2018 年度以前） 

１．小説『こころ』の内容をよく読んでおく。上段「新しい関係」の意味。 

下段「おれは策略で勝っても～負けたのだ」の意味。 

２．教科書 p170の「漢字の読み」と「類義語」 

３．教科書 p266～p268から 5句出ます（俳句の種類、季節） 

４．上の 5句から 1句選んで感想を書く。（200字） 

現代文Ｂ 

（2018 年度以降） 

１．小説『こころ』の内容をよく読んでおく。上段「新しい関係」の意味。 

下段「おれは策略で勝っても～負けたのだ」の意味。 

２．教科書 p168の「漢字の読み」と「類義語」 

３．教科書 p266～p268から 5句出ます（俳句の種類、季節） 

４．上の 5句から 1句選んで感想を書く。（200字） 

古典 B リポート№4、№9、№11、№12、授業内容、配布資料 

日本語基礎 リポート№1【問１】、№2【問３】、№3【問１】【問３】、№5【問４】 

世界史 A リポート№2、授業内容、配布資料 

日本史 B リポート№5、授業内容、配布資料 

地理 B リポート№6、№7、授業内容、配布資料 

現代社会 リポート№2、№3、授業内容、配布資料 

倫理 リポート№6、授業内容、配布資料 

政治・経済 リポート№2、授業内容、配布資料 

数学Ⅰ 
リポート№1【4】、№2【3】【4】、№3【3】【4】【5】、№4【3】【4】、№6【5】【6】、 

№7【1】【2】【3】【4】【5】、№8【2】【3】、№9ポイントチェック【1】【2】 

数学 A 
リポート№1【2】【3】【5】【6】、№2【3】【4】、№3【1】【2】【6】、№4【2】【5】、 

№5【1】 

数学 B 
リポート№1【1】【2】【3】【5】【6】、№2【1】【3】、№3【1】【2】【3】【5】【7】、 

№5【1】 

科学と人間生活 リポート№1【1】【3】【4】【5】教科書 P17、23～25,P30,31 リポート№6【1】～【5】 

教科書 P169,170,175,P171,173,177,179,190 授業内容 

生物基礎 
リポート№1【1】【3】教科書 P16～17、P26、№6【3】【4】教科書 P174～177、 

授業内容 

化学基礎 リポート：№2【1】～【5】、№3【1】【2】【3】、№4【1】【3】【4】【6】 

地学基礎 リポート№2【5】、№3 全部 

理科課題研究 リポート№1 全部、№3【2】 

保健 リポート：№1【3】、№2【1】【2】【3】【5】、№3【4】、№4【1】【4】、授業内容 

コミュニケーション英語基礎 

Lesson 3 Sanshin days “be 動詞”本文の内容から出題、ワーク P18～21 

Lesson 4 Our life“助動詞,進行形”本文の内容から出題,ワーク P22～25 

Lesson 6 The power of Bonds “不定詞”本文の内容から出題、ワーク P30～33 

コミュニケーション英語Ⅰ 
リポート№1,2,4 ①be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②動詞の過去形 

③助動詞（can, cannot, will…）、Lesson9の内容、授業で配布するプリント 

コミュニケーション英語Ⅱ 

①Lesson1 My Friend in Hawaii から比較級、最上級を用いた表現と、本文の内容

から出題。（ワークブック p8～p11）②Lesson3 Crossing Language Barriers から

現在完了進行形を用いた表現と、本文の内容から出題。（ワークブック p18～p21）

③Lsson7 A Microcosm in the Sea から動詞の目的語になる if節、動詞の目的語に

なる that節の表現と、本文の内容から出題。（ワークブック p50～p55） 

社会と情報 リポート№1【1】、№2【4】【5】、№3【2】【6】、授業内容 

※体育α ・β ・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α ・β ・γ、キャリアガイダンスに関して試験は実施せず、 

授業中の提出物やリポートなどを基に総合的に評価します。 

平成３０年度後期 試験出題ポイント 

文部科学省認可通信教育 

６ 



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⑥ 

文部科学省認可通信教育 

７ 

【●待山貴俊バレエダンサー●】 
 ≪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。大阪府堺市出身。８歳からバレエを

はじめる。2008年ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミーに留学、 

ロシア人民芸術家バリス・ブリグワーゼに師事。2011年アカデミー卒業、

ベラルーシ国立ボリショイ劇場にソリストとして入団。 

≪最近の活躍≫ 

●2013年 モスクワ国際バレエコンクール：ディプロマ 

●2014年 イスタンブール国際バレエコンクール：ゴールドメダル 

●2015年 ベラルーシ国立ボリショイ劇場：外国人として 

「初のプリンシパル」に昇格。 

●2016年 ヘルシンキ国際バレエコンクール（シニア部門）：第 3位 

●2016年 大阪府堺市より、『堺市栄誉賞』を受賞。 

 



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、代々木アニメーション学院専用スクーリングに参加しました３名を表彰しました。 

●警察署ポスター採用 宮城県大和警察署「警察官募集オリジナルポスター」 

採用（感謝状授与）石川夕貴（代々木アニメーション学院仙台校所属） 

●ｃｏｍｉｃｏベスチャレ月間賞「新作賞」 作品名「Ｇｏｒｉｌｏｖｅ」  

木下満遥（Ｐ．Ｎ．満遥：ミチハル）（代々木アニメーション学院名古屋校所属） 

●声優活動 （WITH LINE所属）ゲーム「天穹の境界線」神代シエル役、アニメ 

「はるかなレシーブ」、街灯ナレーション color-code「if～この声が届くなら」

等、出演 杉山風花（芸名）（代々木アニメーション学院東京校所属） 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



【功労賞授与確定者（新規）】 

●第４５回 国際理美容選手権大会（美容レイヤースタイル部門）敢闘賞 

鶴岡紗来・伊藤志帆（福岡理容美容専門学校（高等課程）所属） 

 

●第４５回 国際理美容選手権大会（ワインディング美容国家試験巻）敢闘賞 

納冨琴音（福岡理容美容専門学校（高等課程）所属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

●八洲学園大学国際高等学校は、「学校法

人福岡理美容学園 福岡理容美容専門学

校」と学務提携をしております。高校在

学中にＷスクールも可能ですし、指定校

推薦枠を頂いていますので、高校卒業後

に進学も可能です。ご興味のある方は、

各担任までお問合せ下さい。 

………………………………………… 

※その他の提携美容専門学校：「明星国際

ビューティカレッジ（大分県）」「琉美イ

ンターナショナルビューティカレッジ

（沖縄県）」 

文部科学省認可通信教育 



+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。 
 
 
 
 

「ロミ」とはハワイ語で「もむ」という意味です。ロミロミの

特徴は、前腕と指を使った独特な手技にあります。筋肉やリン

パを、痛みを感じさせず、身体の深くまでリズミカルにやさし

く刺激していきます。疲れた筋肉をほぐし身体をリラックスさ

せたり、リンパ・血液等の流れを良くし血行を促進させたりす

るなどの効果があります。 

 

 

●こんな方におススメ！！ 

・身体の仕組みについて理解を深めたい方 

・マッサージ治療の技術を身につけたい方 

・サロンを開きたい方 

 

 

 
 
 

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」が実施している心理アロマアドバイザーの通信課程で

は、メンタルに働きかける精油やアロマの知識をはじめとして心

理学やカウンセリングの知識まで身につけることができます。 

アロマを活用した様々なケアやアドバイスなどを家族や友人にで

きると共に、現在の職業に活かしたり就職や開業をするときの手

助けとなったりします。 

 

 

資格取得コースのご紹介⑤ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

ハハハワワワイイイアアアンンンロロロミミミロロロミミミ 

心心心理理理アアアロロロマママアアアドドドバババイイイザザザーーー 

【受講期間】2 ヶ月 

【受講期間】6 ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 

・アロマや心理学を学びたい方 

・自分や人の悩みをやわらげたい方 

・アロマやカウンセリングの知識を 

今の仕事に役立てたい方 

 



校長 中村 成希 

 

学校新聞「ゆんたく（今月号）」の１０ページで紹介しています資格『ハワイアンロミロ

ミ』を本学事務部の松本美代子さんが取得しました。松本美代子さんは、日ごろから趣味で

フラダンス（ハワイの民族舞踊）をやっており、ハワイの伝統的なマッサージの「ロミロミ」

に興味を持ったそうです。 

 

今現在、同じく事務部の平良亮さんも自己研鑚のため、資格「不登校訪問専門員」にチャ

レンジ中です。無事に取得出来ましたら、またご紹介します。 

 

事務部 板谷 幸恵 
 

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 １２／２６（水）１７：３０ まで 

■ 休業  １２／２７（木） ～ １／３（木） 

■ 仕事始め １／４（金）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   比嘉クラス  090-6869-8550 ahiga@yashima.jp 

３・４番クラス   玉城クラス  090-6869-8551 ktamashiro@yashima.jp 

５・６番クラス   伊禮クラス  090-6869-8552 airei@yashima.jp 

７・８番クラス   平安山クラス 090-6869-8553 thenzan@yashima.jp 

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

提携校・海外クラス 島袋（友）クラス 090-6856-3434 shimabukuro@yashima.jp 

「教職員の資格取得」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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年末年始のお知らせ 
事務部 鈴木 啓之 

 

2017年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせいたしま

す。 

ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せくださ

い。 

 

証明書発行の種類 発行開始日 

単位修得証明書 2017 年度前期で修得した科目は、10 月 1 日以降の発行 

卒業証明書 
2017年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式 (9月 17日)の
翌日から発行 

 



進路指導部 横田 裕美 
 

 

 

 

 

 

【奨学金の仕組み】 

奨学金制度とは、経済的な理由や家庭の事情で「進学が難しい方」に向け、学費の付与や貸与を

行う制度です。国や地方自治体、民間団体のほか、学校単位でも独自の奨学金制度を設けています。

各奨学金の申し込み基準や審査をクリアすれば、誰でも「進学に必要な金銭的サポート」が受けら

れる仕組みです。 

【給付方法の種類】 

 ①貸与（たいよ）：「学費を借りる」奨学金制度 

②給付（きゅうふ）：返済の必要がない奨学金制度 

※「貸与型」奨学金制度にも、貸し付け利息が付くもの（有利息）と、利息の付かない（無利息）

型の二種類があります。 

【主な奨学金制度】 

『①日本学生支援機構(旧：日本育英会)』 

第一種奨学金（無利息）・第二種奨学金（利息付）があり、どちらも返還の必要がある。奨学金制度

の中では最も利用者が多い。 

■「給付型奨学金」制度を創設 

経済的理由により進学が極めて困難な人を対象として、給付型奨学金が創設される。 

『②大学独自の奨学金制度』 

主に私立大が独自に設けており、貸与型・給付型の両方がある。 

『③地方自治体の奨学金制度』 

自治体が設置している奨学金で、保護者がその自治体の住民であることが条件になっているところ

が多い。また貸与型が多い。日本学生支援機構の奨学金との併用が不可の場合もあるため、よく調

べる必要がある。 

『④民間団体・その他の奨学金』 

保護者が病気や事故で亡くなったり障害を負ったりした場合に、その子どもを支援する団体（例「あ

しなが育英会」や「交通遺児育英会」など）の奨学金制度や、新聞配達員として働くことで奨学金

が受けられる新聞奨学生制度などがある。 

進路だより ～奨学金に関して～ 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

 

 

 

 今年も終わりに近づいてきました。今回は『奨学金』に関しての内容

です。今後、進学をお考えの皆さんは、ぜひご確認下さい(*^_^*) 

進学による負担を軽減する事が出来る可能性が高まります!! 



環境保健部 平安山 智子 

 

冬場の食中毒は、ほとんどがノロウイルス感染によります。24～48時間の潜伏期間をおいて発症し、下痢、

突発的な嘔吐、腹痛、発熱を引き起こし、2～３日程度で快方に向かいます。効果的な治療薬はなく、予防

が唯一の対抗手段になります。ノロウイルスは口からしか感染しませんが、冬場はウイルスが空気中でも死滅

せず、食物から直接感染よりも、ウイルスのついた手で口元を触ったり、他人の飛沫を吸ってしまうことでの

感染機会が多くなります。そこで、冬に食中毒にならないための予防法をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 
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《健康だより》冬の食中毒は手洗いで予防！ 
 

【保護者の方へ】 

・ノロウイルスは日本近海の海水中に常在し、

海産貝類（アサリ・ハマグリ・カキ）の内臓に

集積しやすいのですが、熱には弱いので、

十分に加熱調理すれば大丈夫です。野菜な

どひとが触る可能性のある食材は、流水で

よく洗ってからご利用ください。また、調理前

は、石鹸で丁寧に手を洗ってください。 

・ノロウィルスによる食中毒（胃腸炎）が回復し

ても、２週間程度はウイルスが便中に排泄さ

れますし（便 1gあたり 10億匹）、不顕性感染

も多いです。冬場は洗面のタオルを家族で

共用せず、使い捨て紙タオルなどをご用意く

ださい。 

 

【手洗いが最大の防御法！】 

・ノロウイルスは、消毒用アルコールや消毒液が

利きません。手についたウイルスは石鹸で洗い

流すのが有効です。 

・ドアの取手や手すりなど共用部分はノロウイル

ス感染の危険があります。帰宅時・食事前・外

出中は、こまめにかつ丁寧に手を洗ってくださ

い。 

・同じハンカチを利用し続けるのではなく、冬場

はこまめに変えるか、ティッシュペーパー、ハン

ドドライヤーをご利用ください。 

【その他の感染防御】 

・接触感染を防ぐために、手を洗う前には、自

分の口元を手で触らないでください。 

・飛沫によっても感染します。冬場は人混みを

なるべく避け、移動の際はマスクなどで口元

を守ってください。マスクをすると、手で口元

を触る機会も減少する効果もあります。 

・冬期に購入や外食をする際は、なまものや

調理サラダは避け、加熱調理した料理を選

んでください。 



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 

文部科学省認可通信教育 

１４ 



※印：無施設型（家庭教師派遣等） 

 

 

 

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 

海外ブロック フィリピン ●インフィニティ国際学院 （２０１９年４月開校予定） 

１５ 

・北部学習会は事前の予約は必要ありません！どなたでも自由に参加することができます♪ 

・授業に参加した場合は、スクーリング時間数に換算されます。 

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

（※授業に参加する場合は、必ずバーコードシールを持参して下さい！） 

・授業だけではなく、学習会も行っています。 

自宅でリポート＆視聴報告書を作成するのが苦手な方はお気軽にご参加ください！ 
 

１２月沖縄北部学習会（本校） １２月４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 国語表現

6限 12：10～12：50

昼食 12：50～13：40

7限 13：50～14：30 数学Ⅰ コミュ英語Ⅰ

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

科学と人間生活 コミュ英語Ⅰ 美術Ⅰ 化学基礎

12/4(火) 3年次（γ）

書道Ⅰ 日本史Ｂ 古典Ｂ

国語総合 理科課題研究

美術Ⅰ 化学基礎

学習会 学習会 コミュ英語Ⅱ

体育α 生物基礎 学習会

コミュ英語基礎 現代文Ｂ 地学基礎

学習会 学習会 コミュ英語Ⅱ



 

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  

2 日  17 月  

3 月 ●１２月スクーリング：7 泊● 18 火  

4 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 19 水  

5 水 
●５泊コース● 

１月スクーリング申込〆切（消印） 
20 木  

6 木  21 金  

7 金  22 土  

8 土  23 日 天皇誕生日 

9 日  24 月 振替休日 

10 月  25 火  

11 火 １月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付） 26 水 ゆんたく発送 

12 水  27 木 学校休業日 

13 木 １月スクーリング詳細発送 28 金 学校休業日 

14 金  29 土 学校休業日 

15 土  30 日 学校休業日 

   31 月 学校休業日 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 

１６ 

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：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） 
２月１９日（火）、３月２７日（水） 

 
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」

でご案内いたします。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 


