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八洲学園大学国際高等学校 
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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。 

～～～あああけけけままましししててておおおめめめでででとととうううごごござざざいいいままますすす～～～   

新新新しししいいい年年年ががが始始始まままりりりままましししたたた！！！   

   



事務部 板谷 幸恵 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提携校(YAG)12月④スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

体体体育育育のののレレレクククリリリレレレーーー   

自自自由由由参参参加加加ののの卓卓卓球球球大大大会会会   

～～～特特特別別別活活活動動動～～～プププラララネネネタタタリリリウウウムムム前前前ででで   

優優優勝勝勝＆＆＆特特特別別別賞賞賞！！！   

書書書道道道ののの時時時間間間   

オオオプププシシショョョンンンででで   
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へへへ   

首首首里里里城城城集集集合合合写写写真真真   首首首里里里城城城ののの正正正殿殿殿ののの中中中ででで   

特特特別別別活活活動動動ででで沖沖沖縄縄縄ワワワーーールルルドドドへへへ   

ニニニシシシキキキヘヘヘビビビととと！！！   最最最終終終日日日ののの懇懇懇親親親会会会♪♪♪   



事務部 番場 晴美 

 

新年が始まり早１ヶ月が経とうとしています。よりよい１年になります

ようにと願っております。本校がある沖縄県本部町は、日本で一番早く

桜が咲く町として有名です。沖縄で咲く桜は寒緋桜といいまして、濃い

ピンク色の花を咲かせます。１月下旬から２月にかけて咲きますから、

この期間に沖縄に来られた際は、ぜひご覧ください(*^_^*) 新年も、副

担任の中川先生と共に、皆さんの事を沖縄の空から応援しています。学

校に関して分からない事・心配な事などありましたらご連絡下さい🎶 

３ 

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♪ 

２０１９年がスタートしました！ 目標達成に向けて、皆さんそれぞれの

ペースで進めていきましょう(^^)/ スクーリングのこと、進路のこと、

自宅学習の進め方など。困ったことがあれば連絡下さい♪ 

副担任の玉代勢先生と一緒にサポートしていきますよー(*´ω｀) 

寒い季節が続きますが、皆さん体調を崩さないようにお気をつけくださ

い(#^^#) 

３・４番クラスの皆さん、２０１９年スタートしましたが、高校卒業へ

向けての学習は順調に進んでいますか？前進が止まっていましたら、連

絡・相談して下さい!! 宮里先生と一緒にお待ちして 

います!! また、勉強や仕事(アルバイト)等、義務だ 

と思っているものだけがんばるとストレスがたまる 

こともあります。私生活も充実させて息抜きしな 

がら前進してみて下さい！ (0120-917-840) 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●）今年もよろしく
お願いします。 
沖縄も冬らしくどんどん冷え込んできました。。。 
皆さんも体調を崩さないよう日々気をつけて過ごしてくださいね～。 
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！！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！！ 
課題を進めるときは、学校のＨＰ上にある『自宅学習サポートページ』
を参考に進めていきましょう♪ 

みなさん、こんにちは(^^)/沖縄では 1 年で一番寒い時期がやってきまし

た。この時期、沖縄では月桃（ゲットウ）の葉を使ってムーチー（餅）

を作る文化があります。旧暦の 12 月 8 日にこのムーチーを食べると健

康、長寿につながると言われています。その一方で、日本一早い桜がち

らほらと咲き始める頃です。寒いと朝起きにくいし、外に出たくなくな

ったりもしますが体調を崩さないためにも、自分でルールを作って日々

の生活を過ごしてくださいね。 

皆さん、こんにちは！2019 年がスタートしました！ 気持ちを新たに
今年もさまざまなことに挑戦する１年にしたいですね。去年できなかっ
たこと、今年挑戦してみたいこと、書き出すだけで「今年も頑張るぞ！」
という気持ちになれます。去年の失敗を引きずらず、その失敗をどう生
かすかというプラスの考えを持つことができるよう、自分なりに改善策
を考えてみましょう。 
いい年になるよう、また一緒にイノシシのように、 
前進していきましょう♪ 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



教務部 比嘉 彩香 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２４日（日）】に、平成３０度後期卒業証書授与式を挙行いたします。 

１月①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１月２１日（月）に

発送しておりますのでご確認お願い致します。 

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、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年度後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の皆さんにとっては、高校生活の良き思い出となるはずです。 

少しでも、「挑戦してみようかな」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 鈴木 啓之 
 

日本学生支援機構の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校奨学金（取り扱いが出来ないとこ

ろもあります）は、高校在学中に在籍高校で予約手続きを行い奨学金採用予定者となると、大学等

に進学後、速やかに奨学金支給を受けることができます。 

日本学生支援機構奨学金には、 

給付型奨学金（給付月額２万円～４万円） 

無利子貸与奨学金（第一種奨学金 貸与月額２万円～６万４千円） 

有利子貸与奨学金（第二種奨学金 貸与月額２万円～１２万円）（※表記金額は平成３１年度実績） 

の種類があり、給付型奨学金予約は年１回の７月上旬までの申込、貸与奨学金予約は年２回（７月・

１１月）受付申込があります。 

募集は2019年５月下旬からとなりますが、募集開始から締め切りまで期間が短くなっております。

2020年度４月に大学等へ進学希望で、進学先での日本学生支援機構奨学金を希望する方は、事務部 

宮坂（0120-917-840）までお早めにお知らせください。学校に機構から案内があり次第、書類一式

をご自宅までお送りさせていただきます。 
 

日本学生支援機構Ｗｅｂサイトの奨学金案内ページ 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/index.html 
（平成３２年度進学者向けの案内は４月に掲載予定ではありますが、 

前年度の募集要項等を閲覧することができます。） 

 

４ 

平成３０年度後期卒業証書授与式について 

 

文部科学省認可通信教育 

日本学生支援機構奨学金予約のお知らせ 

 



事務部 平良 亮 
 

大学や専門学校の平成３１年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで出願を受け付け

ている場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、沖縄本校事務宛てに申し込みくだ

さい。申込用紙が学校に到着後、発行までに１週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日

などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

なお、調査書発行手数料は、平成３１年２月２４日までの受理については無料ですが、２月２５日以

降は、一通につき２００円の手数料がかかります。 

 

 

事務部 平良 亮 
 

 進学や就職の際は、「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「単位修得成績証明書」「調査書」等の提出

が必要となります。また、証明書の有効期間は一般的には発行から３か月以内となっています。進学や

仕事の出願／求職あるいは入学手続／就職手続にあたっては、証明書の提出が必要になります。事前に

どのような証明書が必要か調べて早めに準備しましょう。当校での証明書の発行には１週間＋郵送日数

をお見込みください。 

 なお、平成３０年度後期卒業確定者・見込者からの平成３１年２月２４日 卒業証書授与式の翌日以降

に学校受理の証明書発行願申請については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、

証明書の必要な方はお早めにお申込下さい。卒業式当日（２月２４日）までは「在校生料金」で事前申

込もできます。 

■ 「卒業証明書」  ･･･平成３０年度後期卒業の方は、平成３１年３月１日以降に発行 

※平成３１年２月２８日までは、「卒業見込証明書」の発行。 

 

■ 「成績証明書」「単位修得成績証明書」･･･平成３０年度前期までに修得した科目を記載 

※平成３０年度後期に単位修得した科目は、平成３１年４月１日以降の発行で反映されます。 

ただし、平成３０年度後期卒業生に限り平成３１年３月１日以降に反映されます。 

 

▼注意事項▲ 

➢ 証明書発行申請は書面でのみ受理いたします。ＦＡＸやメールでは受理できません。 

➢ 証明書発行申請に不備がある場合は受理できません。このところ、手数料不足／返信用切手の入れ

忘れ／返信用封筒の入れ忘れ等のミスが増えていますのでお気をつけください。 

➢ 証明書発行の手続きの詳細・申請用紙は「学習の手帳」p52～54 に掲載しております。また、当校

Webサイト「在校生はこちら」でも掲載しておりますのでご利用ください。 

提出先の用意した様式・書式への証明や英文での証明は、作成に日数がかかりますので、余裕をもって発行

申請をしてください。 

５ 

平成３０年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

文部科学省認可通信教育 

証明書の発行時期について 

 



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

おります。新たに６名の生徒さんが功労賞対象になりましたのでご紹介します。 

 

●第１４回 環境フォト・コンテスト「テーマ：わたしのまちの〇と×」（高校・

高等専門学校部門）銀賞 田口はな（マイン高等学院:沖縄キャンパス所属） 

 

●第１２回 九州国際バッハ音楽コンクール 

（弦・管楽器・アンサンブル部門 ヴァイオリン） 

第２位 原田琳音 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

６ 



  
●ボクシング活動 ミニマム級（プロボクサー）通算成績：１０戦８勝（６ＫＯ）

１敗１分 仲島辰郎（平仲ボクシングスクールジム所属）画像左側 

●ボクシング活動 ライト級・スーパーフェザー級（プロボクサー）通算成績：

２戦２勝（２ＫＯ）０敗０分 仲里健太（平仲ボクシングスクールジム所属）

画像右側   ※２人の通算成績は、平成３１年１月４日現在です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ヴィクトワール バレエ コンペティション名古屋 2018（高校生の部）第４位 

狩俣瑠風（画像左側） 

●The Australian Ballet School Level7 award for excellent受賞 五十嵐脩

（画像右側） 

 

 

 

７ 

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には、スポーツ・芸術活動、芸能・ダンス活動、海外語学留学

等に専念する為に入学している生徒さん達が多く在籍しています。今回、「ダンス業界」で

頑張っている卒業生「ＳＡＭＥ（ダンサーネーム）」君をご紹介したいと思います。 

 

 在学中からダンス活動に専念しながら高校卒業を目指し、「ＪＤＡＣダンス教育指導師」

の資格を当時最年少で取得しました。現在は、フラッシュモブやメディアなど多数のステー

ジでパフォーマンスを発揮しながら、『ＣＬＥＶＥＲ ＤＡＮＣＥ ＡＣＡＤＥＭＹ』で取

締役（兼ダンス講師）をしています。隣のページでＳＡＭＥ君のダンススクールの紹介を載

せますので、ご興味のある方は、アクセスしてみてください。 

 

「ダンス業界」で活躍中の卒業生のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 

 

９ 

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⑧ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

【●ＩＫＵＭＡ（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の卒業生で、佐賀出身の「古川 五久磨」君。 

平安山智子先生が担任でした。 

 

  ・八洲学園大学国際高等学校を卒業後、看護専門学校に進学しながらモデル 

として活躍している。 

 

  ≪最近の活躍≫ 

  ・「ＴＯＫＹＯ ＴＯＰ ＣＯＬＬＥＣＴＴＩＯＮ ２０１７」 

  （第１回 東京トップコレクション） ファイナリスト 

 

 

 



+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」が実施している心理カウンセラー＆アートセラピスト

の通信課程では、心理学やカウンセリングの知識を様々な症状や

具体的な方法を通して学ぶことができます。また、潜在的な心の

状態を知ることができるアートセラピーやハンドリフレクソロジ

ー（ハンドマッサージ）についても詳しく学ぶことができます。  

 

 

 

 

 

 ●こんな方におススメ！！ 
・心理状況が把握できる 

アートセラピーを学びたい方 

・心理学やカウンセリングの知識を 

仕事に役立てたい方 

・カウンセリングで自分や人の悩みを 

和らげたい方 

 

 

 

 

 

 
 
 

代々木アニメーション学院が開校以来蓄積してきたアニメ作画の

ノウハウをもとに作成された、キャラクターイラスト技術習得方

法を公開！自宅に居ながら「人体・キャラクター描画」「イラスト

の構図学」など作画における技術や制作知識を習得できます。 

 

●こんな方におススメ！！ 

・キャラクターイラストを描きたいけど学ぶ時間がとれない方 

・イラスト制作に関する知識を身につけたい方 

 

 

資格取得コースのご紹介⑦ 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

心心心理理理カカカウウウンンンセセセラララーーー＆＆＆アアアーーートトトセセセラララピピピススストトト 

イイイラララススストトト基基基礎礎礎 

【受講期間】6 ヶ月 

※在校生のみ特別受講料対象 

※資格ではありません 

 

【受講期間】6 ヶ月 



進路指導部 横田 裕美 
 

職業体験講座 
皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。３月北部学習会において職業体験講座を開催します。

詳しい内容に関しましては、２月号ゆんたく(学校通信)でお知らせします。皆さんの参加を心よりお待

ち申し上げます。 

 

● 開催場所 ⇒八洲学園大学国際高等学校(本校) 

● 開催日 ⇒３月２７日(水) 

● 開催時間 ⇒１４：１０～１５：３０ 

(注)時間厳守でご参加下さい。 

 

※一人２分野の職業を体験する方向です。今回の講座では、専門学校の先生が講師として来校されます。 

 

面接に関して 
 受験や就職試験の際、必ずといっていいほど面接は必須となっています。面接は練習した分だけ、良

くなっていくものです。面接に関しては、主に下記のような内容が質問されます。この他にも、各学校・

企業の質問内容などを調べ練習するようにしましょう。 

 

●志望動機 

●長所・短所 

●趣味・特技 

●将来の目標 

●高校時代努力した事 

●最近気になるニュース 

●最近読んだ本に関する内容 

●入学・入社後の通い方・住居に関して 

 

※転学・編入学された方はその理由も言えるようにしましょう！！ 

 

 

 

 

 

進路だより  

文部科学省認可通信教育 
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● 進学先・就職先で目標を達成することで、社会へどのように貢献していくことができるか 

明確に答えられるようにしましょう!! 

● 各学校・企業の情報収集を行いましょう!! 

 

 



事務部 鈴木 啓之 
 

海外では、災害・犯罪・入国トラブル・航空便やホテルの遅延や手配違いなど、さまざまな困難

に遭うリスクがあります。外務省領事局／領事館は日本人渡航者の利益を守り、安全を確保する活

動をしています。海外に渡航予定／渡航中の方、子どもを渡航させる方は、ぜひ外務省領事局／領

事館に登録をして、安全の確保を図ってください。また、渡航先や中継国の領事館の電話番号は確

認しておきましょう。渡航中に財布や旅券の盗難に遭ったり、乗継の接続がなくて中継国で宿を探

す場合も、最寄りの領事館に連絡がつけば助けてくれます。 

 

 

 

たびレジ登録 短期語学研修、スポーツなどの海外遠征、旅行や観光で外国に行く

際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」の登録をおすすめします。渡航先の在外公館等から登録

された連絡先に、渡航先で役に立つ情報が無料で送られてきます。 

「たびレジ」に登録すると、まず旅行先国の最新防犯情報や注意事項が電子メールで提供されま

す。また、旅行先国に所在する日本国大使館などが在留邦人に出す緊急一斉通報や、最新の渡航情

報もリアルタイムで受け取ることができます。更に、現地で大きな事件や事故、災害が起こった場

合には、登録された連絡先を基に日本国大使館などから緊急連絡を行いますので、必要な方は支援

がスムーズに受けられます。たびレジの登録が完了した方は滞在先の在外公館の連絡先などのお役

立ち情報を記載した「旅のしおり」を印刷することができます。 

「たびレジ」はインターネットサイトから登録します。入力する情報は、旅券に記されている氏

名や旅券番号などのご自身の情報と、 旅行日程、滞在先、連絡先などです。 

メールアドレスを３つまで登録できますので、携帯電話や自宅のパソコンだけでなく、家族のア

ドレスの分も含めることができます。また、フリーメールアドレスも登録できますので、携帯端末

がない方でも、旅行先のインターネットカフェなどで情報を受け取ることができます。 

 

たびレジ簡易登録  まだ旅券を取っていない／渡航を検討中の方や渡航する子ど

ものために周辺国を含めて情報を収集したいというご家族向けに、メールアドレス（複数アドレス登録可能）と、 

国・地域（複数指定可能）を登録するだけで、最新の海外安全情報メールや、在外公館が発出する緊急一

斉通報を提供するサービスです。 

 

在留届電子提出 ３か月以上の長期滞在の際は、外務省「在留届電子提出」をご利

用ください。現地に行かれた後に届け出ることが義務づけられています、住所等が決まりましたら、「在留届

電子届出システム（ORRnet）」サイトから登録してください。いざというときに、ご家族からの安否確認にも迅

速に対応できます。 

 

海外渡航の安全確保 「たびレジ」を活用する！ 

文部科学省認可通信教育 
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【外務省領事局】「渡航登録サービス」 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 



環境保健部 平安山 智子 

 

青年期は、脳の成熟や身体の発達の完成期であり、体調や情動の不安定な時期でもあります。体が危

険ドラッグやアルコールにさらされると、身体や脳に急性・慢性の不可逆的なダメージを与えるば

かりではなく、依存症や禁断症状に苦しむことになります。そこで、危険ドラッグなどの薬物やア

ルコールの身心症状を紹介し、結果の重大さからその誘惑を断ちきるべく啓発します。 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》飲酒・喫煙・薬物の誘惑を断ち切る！ 
 

保護者の方へ 

・飲酒・喫煙・危険ドラッグの恐ろしさは健康面にと

どまりません。切れた時の禁断症状の辛さから常

習性となる依存症に陥りやすく、悪い大人とかか

わりを持ったり、購入するためのお金を手に入れ

ようと安易に虞犯行為に走ってしまいやすくなりま

す。 

・各都道府県庁相談窓口、都道府県精神保健福祉

センターまたは保健福祉センターでは、無料・秘

密厳守の相談窓口を開設しています。お子様や

その友人が、危険ドラック・覚せい剤・大麻などの

問題を抱えていたなら、少しでも早く相談してくだ

さい。 

【 アルコール 】 

・飲酒すると、吐き気やふらつきなどの身体症状だ

けでなく、アルコールの副作用で脳の一部がマヒ

し、判断力や思考力の低下・感情をコントロール

できないなどの精神症状が出て、人間関係をしく

じったり、器物を壊したり思わぬケガや事故を招

きかねません。大量に飲酒をすると急性アルコー

ル中毒による死のリスクがあります。また、翌日

の二日酔いによる頭痛・胃痛・むかつき・食欲不

振も辛い症状です。 

・慢性症状としては、徐々に肝臓を傷めることで、肝

硬変リスクが上昇してゆきます。中毒症状が進む

と、慢性頭痛やイライラ感を覚えるようになり手足

の震えやけいれんもでるようになります。また、こ

れらの不快な症状から逃れようとアルコールにま

すます依存するようになってしまいます。 

・妊娠初期に飲酒をすると、胎児奇形や流産のリス

クが高くなります。 

【 危険ドラッグ・大麻・覚せい剤 】 

・売る方も、警察を逃れ興味ある若者をだますために

名称を偽装して売りつけようとします。 

「合法ハーブ」「脱法ハーブ」など違法ではないか

のようなネーミングや、「清涼剤」「お香」「アロマオ

イル」「パスソルト」など既存の嗜好品の名をかた

るネーミング、・「マジックマッシュルーム」「スピ

ード」「アイス」「エクスタシー」「モリー」など、何

やらカッコよさげなネーミング 

・薬物依存症が進むと、禁断症状が苦しくて抜け出せ

なくなります。また頻度や１回の量がだんだん多くな

り、健康被害が急速に進んでゆきます。 

・まっとうな商品は、パッケージに製造元や成分が表

示されています。ばら売りや手製の包装は疑ってか

かった方がよいです。 

【 カフェイン中毒もタイヘン！ 】 

・一部のエナジードリンクや栄養剤には50mgを超え

る高濃度のカフェインが入っています。これら高カ

フェイン飲料の常用での若者の救急搬送が急増

しています。摂りすぎると動悸・不整脈・嘔吐の

他、落ち着きがなくなり精神錯乱・妄想・幻覚・幻

聴・パニック発作などの急性症状が出ます。 

・禁断症状として集中力低下・不安感・抑うつ・吐き

気・胃痛・頭痛が起こり、カフェインを渇望するよう

になります。片頭痛や生理痛への鎮痛剤が効き

にくくなります。 
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教頭 鈴木 啓之 
 

海外留学は、見分を広めたり将来の職業選択に役立つばかりでなく、内外に友人・知人をたくさん得たり、自分

の殻を破りチャレンジしがいのある夢を育むチャンスです。通わないタイプの高校：八洲学園大学国際高等学校

の在学中を活かして、あるいは高校卒業後の留学を計画・夢見ている方は、海外留学に積極的にチャレンジ・情

報収集してください。 

そこで、「ゆんたく」紙上にて代表的な海外留学お役立ちサイトを紹介します 

 

●「海外留学支援サイト」（運営：独立行政法人 日本学生支援機構） 

海外留学に関すること（「留学の基本情報」「渡航・安全情報」「留学奨学金・ローン情報」

「語学・試験情報」）はこのサイトとリンク集でほぼすべての情報を得ることができます。世界

各国に関して最新かつオーソライズされた情報を掲載しています。特に、留学奨学金情報

が充実しています。 

http://ryugaku.jasso.go.jp/ 

 

●「トビタテ！留学 JAPAN」（運営：文部科学省官民協働型：給付型奨学金） 

自分で留学先と活動をアレンジ（留学斡旋会社利用可）して申請します。語学力は問われ

ません。２０１８年度（第５期）募集は終了しました。次回第６期（２０２０年中の留学 ８００名

採用）の奨学生募集は２０１９年１０月～２０２０年１月が見込まれます。書類審査＋２回の面

接で選抜されます。次回募集にぜひチャレンジしてください！ 

https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/index.html 

 

●「留学の窓口」（個人サイト） 

アメリカ・カナダへの大学留学に特化した情報サイトです。運営者が自身の留学経験を活

かして、初心者・初学者向けに国内での準備から海外生活まで懇切丁寧に紹介していま

す。（公営サイトでは紹介できないような）様々な留学手段や体験談を紹介しています 

https://madoguchi.jp/  

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 
 

教員の浅香遥平先生（体育）は、一身上の都合により１２月付で退職いたしました。 

今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

便利な海外留学情報サイトの紹介 

文部科学省認可通信教育 

教職員異動のお知らせ 
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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 

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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※印：無施設型（家庭教師派遣等） 

 

 

 

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 

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） 

１７ 

・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！ 
 

２月沖縄北部学習会（本校） ２月１９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 国語表現

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

8限 14：30～15：10

9限 15：20～16：00 体育α

10限 16：00～16：40

休憩 16：40～17：00

11限 17：00～17：40 数学Ⅰ コミュ英語Ⅰ

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
学習会 学習会 コミュ英語Ⅱ

地理B

生物基礎

体育α 日本史B

美術Ⅰ 化学基礎

コミュ英語基礎 学習会 コミュ英語Ⅱ

国語総合 家庭総合

美術Ⅰ 化学基礎

コミュ英語Ⅰ 家庭総合

2/19(火) 3年次（γ）

書道Ⅰ 古典Ｂ

科学と人間生活 現代文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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月 ●２月スクーリング：７泊● 

4 月 ３月スクーリング申込〆切（消印） 19 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

5 火  20 水 ●５泊コース● 

6 水  21 木  

7 木 ２月スクーリング：ＲＨ提出〆切 22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日 平成３０年度後期卒業証書授与式 

10 日  25 月  

11 月 建国記念の日 26 火  

12 火 

３月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付） 

２月スクーリング返送書類必着 

２月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

27 水  

13 水  28 木 ゆんたく発送 

14 木 ３月スクーリング詳細発送    

15 金     

      

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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