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・ ｐ２－３   １月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   １月②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ージ 

・ ｐ７     「八洲学園大学の新学長就任」のお知らせ 

・ ｐ８－９   平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    吹奏楽「第６０回 定期演奏会」のご案内 

・ ｐ１１    「オンライン英会話レッスン」のお知らせ 

・ ｐ１２    資格取得コースのご紹介⑧ 

・ ｐ１３    進路だより ～職業体験講座～ 

・ ｐ１４    職員室内サインボードの紹介⑨ 

・ ｐ１５    やしまへのバスアクセスがますます便利になります 

 ／ J.POSH(日本乳がんピンクリボン運動)まなび奨学金募集について 

・ ｐ１６    ３月講演＆勉強会 

・ ｐ１７    《健康だより》慢性の痛み 

・ ｐ１８－１９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ３月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２０    ３月行事予定 

平成３１年２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 

学学学校校校のののカカカンンンヒヒヒザザザクククラララががが満満満開開開ででですすす！！！   

「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 

２ 

ウウウミミミガガガメメメ館館館ののの散散散策策策   

オオオキキキちちちゃゃゃんんん劇劇劇場場場観観観賞賞賞   

おおおきききなななわわわ郷郷郷土土土村村村ででで集集集合合合写写写真真真   

おおおきききなななわわわ郷郷郷土土土村村村ののの家家家ののの中中中ででで   

ハハハイイイサササイイイプププラララザザザでででおおお土土土産産産購購購入入入   

海海海洋洋洋博博博公公公園園園ののの噴噴噴水水水広広広場場場前前前ででで   

海海海洋洋洋文文文化化化館館館ののの自自自由由由散散散策策策   

自自自由由由参参参加加加ののの美美美ららら海海海水水水族族族館館館、、、水水水槽槽槽ののの前前前ででで   

美美美ららら海海海水水水族族族館館館ののの   
おおお土土土産産産やややさささんんん   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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様様様子子子   

BBBIIIGGG バババドドドミミミンンントトトンンン大大大会会会   

熱熱熱帯帯帯ドドドリリリーーームムムセセセンンンタタターーーののの中中中ででで   

本本本部部部町町町体体体育育育館館館ででで   

休休休みみみ時時時間間間ののの様様様子子子   



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 

４ 

ウウウミミミガガガメメメ館館館   

マママナナナテテティィィ館館館   

おおおきききちちちゃゃゃんんん劇劇劇場場場   

美美美ららら花花花まままつつつりりり   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ イルカショーがかわいかった。 

☺ 海がとてもきれいで感動しました。イルカショーも素晴らしかったです！ 

☺ 海洋博公園満喫のおきちゃん劇場がすごくて楽しかったです(^^♪ 

☺ オプションの熱帯ドリームセンターもイベントが行われていて見応えありました。 

☺ 熱帯ドリームセンター、ランが美しく、チューリップがかわいかったです！ 

☺ 海洋博公園満喫では色々な場所の見学ができて楽しい思い出になりました。 

５ 

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。 

文部科学省認可通信教育 

おおおきききなななわわわ郷郷郷土土土村村村ででで集集集合合合写写写真真真   

琉琉琉球球球民民民謡謡謡体体体験験験   

ハハハイイイサササイイイプププラララザザザ前前前ででで   

海海海洋洋洋博博博公公公園園園内内内のののビビビーーーチチチ   

海海海洋洋洋文文文化化化館館館ののの自自自由由由散散散策策策
②②②   

海海海洋洋洋博博博公公公園園園   中中中央央央ゲゲゲーーートトトかかからららののの景景景色色色をををバババッッックククににに   



事務部 番場 晴美 

 

みなさんの住んでいる場所に、素敵なスポットはどのくらいあるでしょ

うか。本校は美ら海水族館のすぐ近くにあります。学校からは海も近く、

自然豊かな場所!! 学校で夜空を眺めれば満天の星空★ やしまの生徒さ

んならではの沖縄の楽しみ方があります(*^_^*) 皆さんに、本校がある

沖縄県の素敵なスポットを感じて頂けたら幸いです。皆さんのお越しを

お待ちしています!! 共に前進しながら、高校卒業しましょうね🎶 

副担任の中川先生と沖縄の空より、いつも応援しています(*^_^*) 

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♪ 

先日、卒業式が行われました！ 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうご

ざいます(#^^#) 

それぞれの夢や目標をこれからも応援しています！ 

在校生の皆さん、自宅学習の進め方・スクーリングの参加方法や時期、 

そして進路のことなど。何か困ったことがあれば、いつでも相談して下

さいね(≧▽≦) 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは!! 寒い日が続いていると思います

が、元気に過ごしていますか？ 平成３０年度後期卒業証書授与式も終わ

りました。今回卒業を迎えた生徒さん・保護者様 

おめでとうございます!! 在校生の皆さんもちょうど 

春を迎えるこの時期に自分の目標を再確認して、必 

ず高校卒業出来るように前進しましょう!! 引き続き、 

宮里先生と応援しています!!(0120-917-840) 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●）今年も宜しくお
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(^^)/学校のある本部町では日本一早い桜の開花も

終わり、すっかり葉桜となりました。学校では、今年度の卒業式も無事

に終わり、卒業された皆さんは新しい生活への一歩を踏み出す時期にな

りましたね。何か相談にのれることがあれば卒業した後でも相談にのり

ますので連絡してきてください。在校生も皆さんは年度末に向けてやり

残していることがないか再度確認をお願いします！何かあればいつでも

連絡してくださいね。いつも、どこにいても、応援しています(^_-)-☆ 

皆さん、こんにちは！このゆんたくが皆さんの手元に到着するころには、
八洲学園大学国際高等学校も無事卒業式が無事執り行われた頃です。今
年度 3 月卒業の方も、これから卒業を迎える方も卒業後の進路は決定し
ているでしょうか。まだ決まっていないという方もいるかもしれません。
自分のやりたいこと、普段の生活から何気ないヒントが 
隠されています。次につながる道がきっと見つかるはず 
です。1 日 1 日を大切にし、何かの気付きで未来を切り 
開いて欲しいなと思います。 

副副副担担担任任任    宮宮宮里里里    



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、八洲学園大学の附属高等学校です。平成３０年１２月１日

付で、八洲学園大学の学長に新しく「水戸部 優子（みとべ ゆうこ）」先生が就任されまし

たのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「八洲学園大学」は、人間力を支える生涯学習支援者を育てています。国家資格（「図書館

司書」「博物館学芸員」「社会教育主事」「社会福祉主事」等）を要件を満たすと取得が可能

です。 

（神奈川県横浜市西区桜木町 7丁目 42番地） 

 

 
 

 

「八洲学園大学の新学長就任」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

７ 

【水戸部優子新学長プロフィール】 

●宝塚歌劇団退団後、慶應義塾大学経済学部卒業。 

●2007 年 縄文アソシエイツ株式会社・・・エグゼクテ

ィブサーチ（ヘッドハンティング）のコンサルタント・

トップ人材育成のための勉強会・研修運営等。 

●2014 年 株式会社Ｋａｉｅｎ・・・発達障害者を対象

とした就労移行支援事業。職業訓練の運営・就職支援・

定着支援事業等。 

●2018 年 12 月 学校法人八洲学園 八洲学園大学学長

就任 

 

（八洲学園大学ＨＰより引用） 



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、１月①スクーリングに参加しました生徒さん達４名を表彰しましたのでご紹介します。

また、３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。 

 

●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（後列左

から１番目） 

●ジェネ インターナショナル バレエ コンペティション 2018（香港）ブロンズ

メダル 佐藤慧乃花（後列右から１番目） 

●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（前列右から１番目） 

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

（後列左から２番目） 

 

 

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）】 

 

●蝶の研究活動 「異才発掘プロジェクト ROCKET」

（東京大学先端科学技術センター＆日本財団 共

同企画）SIG（special Interest Group）メンバー

（全国で１１名）に選抜。德永喜大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第２３回 小学館 マンガワン月例賞

「努力賞」 作品名「生徒会の裏事情」

殿畠悠斗（Ｐ．Ｎ．神谷宮野）  

（代々木アニメーション学院広島校所

属） 

 

９ 

文部科学省認可通信教育 



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３月 

１日（金）に東成区民センターにて開催されます。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６０回 定期演奏会」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の生徒の多くが海外留学（語学・スポーツ・芸術）にチャレン

ジしています。海外留学事前・事後の英会話レッスンが重要ですので、『株式会社Ｇｌａｔ

ｓ（学研グループ）』と教育提携を結んでおります。本学の在校生・卒業生は八洲学園提携

価格でオンライン英会話レッスンを受講する事が可能です。「海外留学はしないけど、英語

を話す事が出来るようになりたい」という方も受講できますし、中学レベルからも対応して

ます。興味のある方には資料を送りますのでご連絡ください。（※１０回プラン：１０，８

００円～） 

 

 

「オンライン英会話レッスン」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



+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。 
 
 
 
 

 

遺品整理士認定協会は、遺品整理業の社会的役割と事業者数の

増大に伴う、モラルの低下を是正することを理念とし、業界の

健全育成をはかるため、遺品整理士養成講座を運営するととも

に、認定試験を実施することを目的として設立されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

遺品査定士は、業界において、『遺品の買取・査定』という、

新たな市場を創設いたします。「環境に優しい社会」やリユ

ース・リサイクルを中心とした『循環型社会』が言われる

中、故人が大切にされていた遺品について、新たな価値を

見出し、次世代へとその想いをつなぐ存在として、新たな

市場の形成の一躍を担っていけることでしょう。 

 

 

資格取得コースのご紹介⑧ 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

遺遺遺品品品整整整理理理士士士 

遺遺遺品品品査査査定定定士士士 

【受講期間】２ヶ月 

特別受講料 

●遺品整理士： 

25,000 円 → 15,000 円 

 

 

 

●こんな方におススメ！！ 

・遺品整理業に興味のある方 

 

【受講期間】２ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 

・遺品の価値を見出し、アンティーク品や高価な

品物を見つけ出したい方 

 

特別受講料 

●遺品査定士： 25,000 円 → 15,000 円 

 

 

 



進路指導部 横田 裕美 
 

職業体験講座 
 

３月北部学習会において職業体験講座を開催します。皆さんのお越し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。 

（注）今年度卒業の方は対象外です。 

 

※一人２分野の職業体験をして頂きます。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。 

※持ち物等は特にありません。服装も自由です。 

※予約不要。参加費無料。 

 

 

●実施内容 

（１）医療事務体験（診療代の計算体験）  

（２）保育士体験（読み聞かせ、おむつ替え、季節の制作物など） 

（３）ゲームプログラミング体験（パソコンを利用して行います） 

（４）コピックマーカー体験(漫画体験) 

 

※上記４部門を前後半ごとに実施予定です。 

※北部学習会当日に希望調査アンケートを実施します。各部門の人数を調整させて頂く可能性がありま

す。ご了承下さい。 

 

進路だより  

文部科学省認可通信教育 

１３ 

 

「将来の夢」や「進路を選択するための候補」が多様になりま

す。自分に合った夢を見つけ、将来自分の好きなことを仕事に

できる可能性も高くなるでしょう。今回は、一部の職業体験と

なります。 



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⑨ 

文部科学省認可通信教育 

１４ 

【●大城 美友（シンガー）●】 
 ≪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。沖縄県出身。高校在学中は、本部町に 

あった「あじさい音楽村」で音楽活動を頑張っていた。歌唱力があり、聴き手 

の心に響く歌声。 

 

・2018年 10月 10日、日本クラウンから「メジャーデビュー」 

・2014年、世界的なオーディション番組の日本大会「X FACTOR」で、 

エントリー総数約 2000組の中から TOP６まで勝ち残った。 

 

 



 

事務長 平良 亮 

 

那覇市内から八洲学園大学国際高等学校をつなぐ高速路線バスは、「やんばる急行バス」（沖縄中央観

光）が一日８往復、「１１７番 高速バス」（４社共同運航）が８往復あり、平成３０年から「エアポー

トシャトル」（沖縄エアポートシャトル有限責任事業組合）が就便し、この２月１日のダイヤ改正で、普

通便の停留所増設と特急便が追加され計１１往復となります。 

それぞれ運行経路が異なりますので、沖縄県内南部・中部の方は、北部学習会参加の際などには、最

寄りのバス停からご利用ください。飛行機で沖縄に来る方も、海沿いを走るバスの車窓を楽しんだり、

沖縄県立博物館などへの立寄りにご利用ください。 

 

「やんばる急行バス」停留所 

「那覇空港国内線ターミナル」「那覇空港国際線ターミナル」「県庁北口」「泊高橋」「合同庁舎前」「おもろまち

一丁目」「古島駅前」「大平」「嘉数」「琉大入口」「中城」「喜舎場（高速）」「山里（高速）」「池武当（高速）」「世冨

慶」「名護市役所前」「本部港」「本部博物館前」「本部高校入口」「ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ」

「記念公園前」「センチュリオンホテル沖縄美ら海」「ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ」 ※運天港が終着 

 

「１１７番 高速バス」停留所 

「国内線旅客ターミナル」「国際線旅客ターミナル」「フリーゾーン前」「那覇バスターミナル」「国場」「県立医療

センター前」「那覇ＩＣ前」「幸地」「琉大入口」「中城」「喜舎場」「山里」「沖縄南ＩＣ」「池武当」「沖縄北ＩＣ」「石川

ＩＣ」「世富慶」「名護市役所前」「名護バスターミナル」「本部港」「記念公園前」「ホテルオリオンモトブ＆スパ」 

 

「エアポートシャトル」停留所（往路便愛称「リゾートライナー」、復路便愛称「エアポートライナー」） 

「那覇空港国内線」「那覇空港国際線」「県庁北口」（特急通過「おんなの駅なかゆくい市場前」「タイガービー

チ前」「サンマリーナビーチ前」「ナビービーチ前」「かりゆしビーチ前」）「名護市役所前」（「本部港」「ハナサキ

マルシェ前」）「沖縄美ら海水族館（記念公園前）」 ※「エメラルドビーチ前（降車のみ）」 

※ 帰りの やしま 最寄り停留所は「ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ（乗車のみ）」 

 

 

事務長 平良 亮 
 

認定NPO法人 J.POSH事務局より奨学生募集のお知らせがありましたのでお知らせいたします。 

対象者は、保護者が乳がんにかかり就学が困難になっている方です。給付（返還不要）の奨学金と

なっております。詳細は以下までお願い致します。（学校経由の申請ではありません） 

 

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南 2丁目 6番 3号 

認定 NPO法人 J.POSH事務局 奨学金まなび係  

TEL：06-6962-5071  FAX：06-6962-0065 

ホームページ http://www.j-posh.com 
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J.POSH(日本乳がんピンクリボン運動)まなび奨学金募集について 

やしまへのバスアクセスがますます便利になります 

文部科学省認可通信教育 



沖縄本島北部地域のあらゆる『心の悩み』に対し、精神科医療を行っている「医療

法人博寿会 もとぶ記念病院」より、高石利博氏（理事長 兼 院長）を御招きします。

また、施設見学を予定しています。 

≪ 当日の流れ（予定） ≫ 

●14：00～14：30 →「超百寿者の生きざま」についての講話。 

●14：30～14：45 → 隣接する「もとぶ記念病院」に移動。 

●14：45～15：30 →「もとぶ記念病院」の施設を見学。 

●15：30～15：45 → 会場に戻って来て、アンケート記入後、解散。 

校長 中村 成希 

 

 

 

～講演内容「超百寿者の生きざま」～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

３月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：３月１６日（土）１４～１６時（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ） 

◆講 師：高石 利博 （ 医療法人博寿会 理事長 ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療法人博寿会 理事長 ○もとぶ記念病院 院長 ○沖縄県精神科病院協会顧問 

○日本精神神経学会認定医 ○医学博士 

１６ 



環境保健部 平安山 智子 

 

青少年の１５％は慢性の頭痛に悩まされているとされてます。特に１０代女子は二次性徴への適応過程に

あり、生理痛と連動した頭痛に苛まれる方もいます。また、午前中を中心とした慢性の腹痛は１０代で１０％

前後の方が抱えていると言われています。そこで、慢性痛の対処についてご案内します。 

文部科学省認可通信教育 

１７ 

《健康だより》慢性の痛み 
 

保護者の方へ 

子どもの慢性の頭痛や腹痛でも、自宅にいる日か

否か、あるいはストレスのかかるイベントの前に症状

の重さが変わる場合、体の疾患に心身症が重畳して

いる可能性があります。また、連日の痛みでも、起き

てから午前中いっぱい続くが、午後にはケロリとした

様子の場合も心身症が重畳していることがあります。

医療機関にかかる場合は、痛みのでる状況を詳しく

説明したり、痛み日記を記録して見せるなどすると、

適切な対応をしていただけます。 

慢性の腹痛や頭痛には、命に関わる疾患が隠れ

ている場合もあります。市販の痛み止めで抑える一

時しのぎだけでなく、医療機関にかかって必要な検

査を受けることをお奨めします。 

【どの診療科にかかればいいの？ 】 

・かかりつけの小児科や内科があれば、まずそちらを

受診してください。場合によっては専門医への紹介

状を発行してもらえます。 

・頭痛は、脳神経内科／心療内科／神経科／耳鼻咽

喉科など多様な診療科が診てくれますが、「頭痛外

来」を標ぼうしている診療所・診療科にかかるのが

ベストです。 

・腹痛は、専門病院や総合病院の標ぼう科としては、

胃腸科や消化器内科があります。生理と関連する

痛みは、婦人科も診てくれます。 

【 診療の内容 】 

・（発熱や風邪など）一過性の痛みや、他に病変のあ

る二次性の痛み（三叉神経痛、心臓疾患、脳疾患、

血液疾患、閉塞性腸疾患など）の可能性を探るため

に、血液検査や臨床検査をする場合があります。治

療は、お薬と生活指導が中心になります。 

【 医者にかかる前に 】 

・毎日、「痛み日記」をつけてください（「痛みの始まる

時刻／おさまる時刻／痛みの場所と程度／痛みの

具合」）、いろいろな検査から逃れることができます

し、正確な診断・治療につながります。 

【 お薬 】 

・対処薬として痛みが生じた際の「痛み止め薬」が処

方されます。痛み止め薬は症状に応じて種類があり

ます。眠くなったり胃が荒れたりする副作用が出た

場合は、医師に相談して、薬を切り替えてもらいまし

ょう。また、「予防薬」が効く痛みもあります。その

他、重畳する疾患があったり、睡眠障害があれば対

応する薬が処方されます。 

● 腹痛を悪化させる代表的食材・食品： 

ナッツ類、落花生、アーモンド 

（大腸壁を強く刺激する） 

● 頭痛を悪化させうる代表的食材・食品： 

チーズ、チョコレート、ココア、ハム、 

アーモンド・ナッツ類 

（発痛物質チラミンの含有量が多い） 

 

頭痛を予防しようと、市販の頭痛薬を連日服用

していると、「薬物乱用頭痛」に移行してきま

す。連日かつ一日中にわたり頭痛が続いたり、

お薬が効きにくくなります。 

慢性の頭痛は、必ず医療機関にかかって治療を

うけてください。 

【 薬物依存性頭痛 】 

中学３年の学期末試験を控えたストレスの多

い時期に発病し、高校にかけて腹痛と下痢が続

いたが、大学生になって改善したので新聞記者

を目指した。 

2006 年に総理大臣になったプレッシャーでぶ

り返して連日下痢が続き、任期の最後はおかゆ

と点滴の生活で体力を失い、総理大臣を辞した。 

「消化器ひろば」2012秋創刊号インタビュー記事より 

【 安倍総理も慢性腹痛だった 】 



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 

青森県 ●ALグローバル高等学院（青森） 青森県八戸市 

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 

●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 

１８ 



※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） 

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！ 
 

３月沖縄北部学習会（本校） ３月２７日[水] 
・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 

３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）

書道Ⅰ 現代文B 地理B

3時間目
（14：10～15：30）

☆職業体験講座☆

学校バスでコンビ二まで送迎致します

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 金 ３月スクーリング：ＲＨ提出〆切 16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火 前期科目追加登録開始日 

5 火 
３月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

３月スクーリング返送書類必着 
20 水  

6 水  21 木 春分の日 

7 木  22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 ●３月スクーリング● 26 火 成績発送 

12 火  27 水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

13 水  28 木  

14 木  29 金 ゆんたく発送 

15 金  30 土  

   31 日  

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 

文部科学省認可通信教育 

２０ 

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

