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・ ｐ２－３   ２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     平成３０年度後期卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ５－７   平成３０年度後期卒業証書授与式 送辞・答辞 

・ ｐ８－９   平成３０年度後期卒業証書授与式 

・ ｐ１０－１１ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１２－１３ 平成３０年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１４－１５ ３月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ１６    資格取得コースのご案内⑨ 

・ ｐ１７    進路だより ～新生活にスタートすること～ 

・ ｐ１８    職員室内サインボードの紹介⑩ 

・ ｐ１９    「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介 

・ ｐ２０    ４月講演＆勉強会／ 教職員異動のお知らせ 

・ ｐ２１    《健康だより》ストレスコントロール 

・ ｐ２２－２３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ４月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２４    ４月行事予定 

平成３１年３月２９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。 

２２２月月月スススクククーーーリリリンンングググののの中中中ででで、、、卒卒卒業業業証証証書書書授授授与与与式式式ををを挙挙挙行行行しししままましししたたた。。。   

222555７７７名名名ののの卒卒卒業業業生生生ののの皆皆皆さささんんん、、、ごごご卒卒卒業業業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。。。   

在在在校校校生生生ののの皆皆皆さささんんんももも卒卒卒業業業目目目指指指しししててて、、、一一一歩歩歩ずずずつつつ確確確実実実ににに進進進んんんででで行行行きききままましししょょょううう。。。   

新新新年年年度度度ももも皆皆皆さささんんんととと楽楽楽しししいいい時時時間間間ををを過過過ごごごせせせるるるここことととををを今今今かかかららら心心心待待待ちちちにににしししててていいいままますすす！！！   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

入入入校校校式式式ののの TTT シシシャャャツツツ作作作りりり♪♪♪   

フフフッッットトトサササルルル   

～～～表表表彰彰彰式式式～～～   

バババスススケケケ   

球球球技技技ののの応応応援援援★★★   

優優優勝勝勝チチチーーームムムののの集集集合合合写写写真真真   
   

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   
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文部科学省認可通信教育 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 同じ部屋の人が優しくしてくれたので緊張がほぐれました。 

☺ 色々な都道府県から人が参加していてびっくりしました。 

☺ いろんな人と出会って経験も増えてすごく有意義な 6 日間でした。 

☺ 自然と犬に囲まれた環境なのでリラックスして過ごせました。 

☺ 色々な県、学年の人と話すことが出来てすごく楽しかった。楽しく交流できて良かったです！ 

☺ 誰に対してもちゃんとかまってくれる先生達が大好きです(^_-)-☆ 

☺ スクーリングに参加して今まで知りえなかった文化や環境に触れることができました。この活動
を活かせるようにしていきたい。 

休休休みみみ時時時間間間ははは職職職員員員室室室でででリリリラララッッックククススス   

家家家庭庭庭総総総合合合ののの調調調理理理実実実習習習   

サササーーータタターーーアアアンンンダダダギギギーーー作作作りりり   

総総総合合合ααα（（（海海海洋洋洋文文文化化化館館館）））   

総総総合合合γγγ（（（今今今帰帰帰仁仁仁城城城セセセンンンタタターーー前前前ででで）））   

オオオプププシシショョョンンンののの名名名護護護パパパイイイナナナッッップププルルルパパパーーークククででで   

３ 



校長 中村 成希 
 

本日、学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校の卒業証書を授与された、普通科２５７名

のみなさん、ご卒業おめでとうございます。教職員を代表して、心からお慶び申し上げます。卒業

生を今日まで支え、励ましてこられました保護者の皆様、ご家族の皆様にも、心からお祝いを申し

上げますと共に、本校に対してのこれまでのご支援、ご協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

今回の学校長式辞の内容のテーマは「環境」にさせて

頂きます。「自分自身をとりまく環境が変われば、自分自

身も変わることが出来る」と私は思っています。八洲学

園大学国際高等学校の校舎からはエメラルドグリーンの

海が見える恵まれた自然環境にあり、また、全国各地の

生徒さん達と出会うことが出来る環境にあります。この

環境で学習することによって、自分自身が変わることが

出来るはずです。今回、こういった「環境」について、

２つ紹介しながら学校長式辞をすすめさせて頂きます。 

 

１つ目は、現在八洲学園大学国際高等学校は、英語教育に特化させているインターナショナルス

クール「インフィニティ国際学院（学院長：大谷真樹）」の設立に向け、協力しています。「世界で

活躍出来る日本人の育成」を目標にし、拠点はフィリピンになります。１年目はマンツーマン体制

による徹底的な英会話教育、２年目は世界４、５か国ほどを旅しながらの教育活動、３年目は海外

大学進学のための学習や起業準備といったカリキュラムです。こういった学習も「環境」が第一と

考えています。 

 

２つ目ですが、予定では１つ目のインフィニティ国際学院の件をもっと膨らませて話しをさせて

頂こうと思いましたが、２月上旬に嬉しいニュースが入ってきたので「環境」というテーマに沿っ

てご紹介させて頂きます。八洲学園大学国際高等学校は現在１２００名ほどの在校生がいます。そ

のうち５０名ほどの生徒さんは「バレエ」の海外留学をしています。この５０名は日本国内のバレ

エの大会で優秀な成績をおさめた後、バレエ学校への留学の権利をえて、世界中で頑張っています。

その中の住山美桜さんが、若手バレエダンサーの登竜門と言われている「ローザンヌ国際バレエコ

ンクール」において見事入賞を果たしました。バレエ留学をしている生徒さん達は、レベルの高い

海外のバレエ学校でのレッスン環境を求めて頑張っています。やはり「環境」を変えることによっ

て、自分自身がかわります。 

 

４月から大学・短期大学・専門学校に進学予定の方や、就職予定の方が多いかと思います。新し

い「環境」となり、最初は不安や緊張するかと思いますが、「自分から行動を起こさないと環境は変

わらない。」そう心のどこかで強く思いながら前進していって下さい。 

 

終わりになりますが、１０年に１回、同窓会を開催しています。今年、創立７０周年記念式典と

同時に開催しました。次回は２０２８年の予定です。またお会いできる事を楽しみにしておきます。

本日は本当におめでとうございました。 

 

平成３１年２月２４日 

学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校 校長 中村 成希 

平成３０年度後期卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 

４ 



事務部 板谷 幸恵 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度後期 卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 
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卒業証書授与 

卒業生入場 

校長式辞 

送辞 答辞 
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文部科学省認可通信教育 

卒業生退場 

送別の歌（前田秀幸さん） 

２５７名の卒業生の 

皆さん、卒業おめでとう

ございます！！ 

卒業生再入場 アメリカの高校卒業証書も授与 



事務部 番場 晴美 
 

 中村 成希（校長） 祝 おめでとうございます。 

 鈴木 啓之（教頭） 今日の続きとしての明日を漫然と迎えるより、 
自ら創った明日を楽しみませんか。チャレンジしましょう！ 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス） ご卒業誠におめでとうございます。 
どんな困難にも負けることなく あなたらしいとびっきり 
素敵な人生を歩んでください。 

 玉城 健一（3･4 番クラス） 高校卒業おめでとうございます。 
これからも自分のペースで前進して下さい!! 

 伊禮 愛里（5･6 番クラス） Congratulations on your graduation! １人１人の夢が実現すること
を応援しています！ 

 平安山 智子（7･8 番クラス） 高校卒業後の人生をどうするかは自分次第。 
今後の皆様のご活躍をお祈りしています。 

 横田 裕美（9･10 番クラス） 祝 ご卒業おめでとうございます！みなさんに出逢う事が
できて幸せでした。ありがとう((^∀^*))  

 島袋 友美（提携校・海外クラス） ご卒業おめでとうございます。少しずつで大丈夫、
ゆっくりと確実に進むことを何よりも大事にして下さい。人と比べず、自分の道をしっ
かりと歩んでください。 

 島袋 瑠美 卒業おめでとう!!夢に向かって頑張って((^∀^*)) 

 後藤 美帆 ご卒業おめでとうございます。自分らしく、自分のペースでこれからもがんばって
ください。 

 宮里 恵利香 卒業生の皆さん ご卒業おめでとうございます！様々な思いで八洲学園
での高校生活をすごされたと思います。これからまた新たな目標に向かって頑張って 
下さい((^∀^*)) 

 玉代勢 彩子 ご卒業おめでとうございます。皆さんの歩むこれからの人生が素晴らしい
ものでありますよう応援しています。 

 中川 卓也 卒業おめでとうございます。これから先も、色々とあるかと思いますが、笑顔を
忘れずがんばってください。皆さんのこれからの活躍を祈っています。 

 原田 みき子 いよいよスタートラインに立ちましたね。人生は好きな色に染められます。
さて、どんな色に染めるかな？  

 与古田 初子 祝 ご卒業おめでとうございます。一息ついたら次なる目標をみつけてチ
ャレンジして下さい。若いってすばらしい!! 

 島袋 正良 卒業おめでとう！次の目標に向かって前進してください。 

教職員から卒業生へのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



  

 長﨑 佑 祝 卒業 「諦めない」「相談する」「安らげる場・時間を持つ」 
この 3 つを大切にして大きく羽ばたいてください。 

 玉城 優香 卒業おめでとうございます。一度きりの人生、毎日を大切に生きてください。 

 天野 葉月 祝 卒業おめでとうございます！みなさんの進む先が明るく輝いている未
来であることを願っています。  

 玉城 郁江 祝 卒業、おめでとうございます。高校卒業という一つの目標を達成できた
ことを誇りにこれからも頑張って下さい！ 

 エンブリー 章子 Congratulations and good luck in your future endeavors. 卒業おめでとう!! 
夢に向かって頑張って下さいね。 

 平良 亮 祝 ご卒業おめでとうございます。数ある学校の中から八洲学園を選んでくれ
たこと、そして、卒業していくこと、とてもうれしくおもいます。またいつか笑顔で再
会しましょう！ 

 松本 美代子 おめでとうございます。平成最後の卒業 新しい年号のこの年に卒業され
ていくみなさん 道を切り開き進んで下さい。 

 親川 瞳 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。これからもずっと応援して
います。 

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます。これからも色々なことがあると思いますが、
前を向いて進んでいって欲しいと思います。 

 具志堅 慎一 NEVER GIVE UP. 人生の大地に根を張り大きくなれ！アバヨ！ 

 兼城 昌一 夢と希望を胸に新しい道を楽しくゆっくりと歩んで下さい。 

 谷 和樹 卒業おめでとうございます。 

 具志堅 将 卒業おめでとう！人生、1 秒、１分を大切に生きて下さい。Big になる事を願
っています。 

 儀間 伸彦 おめでとう。卒業は新たなスタート がんばれ!! 

 儀間 雪深 ご卒業おめでとうございます。旅立ちの春ですね。夢へ向かって大きく羽ば
たいてください！ 

 板谷 幸恵 自分らしく一歩一歩進んでいって下さい。 
応援しています！ 

 番場 晴美 未来は、あなたの頑張り次第でいくらでも変える
ことができます。努力を惜しまず自分の生きる道を見つけて
ください。 

１１ 

文部科学省認可通信教育 



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

（通称：ＲＩＳＡ）（※画像中央） 

 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●ローザンヌ国際バレエコンクール２０１９ 第８位入賞 住山美桜 

（※八洲学園大学国際高等学校の生徒の決勝戦での入賞は、アクリ瑠嘉くん、伊藤充くん、

山元耕陽くん等いますが、女子生徒さんでの入賞は初めてになります。おめでとうござい

ます。） 

 

 

 

 

 
 

１３ 

文部科学省認可通信教育 

◎『ローザンヌ国際バレエコ

ンクール２０１９』で表彰さ

れている様子。 

 

※ローザンヌ国際バレエコ

ンクールとは・・・スイスの

ローザンヌで毎年行われる

バレエコンクールで、若手ダ

ンサーの登竜門として有名。 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 
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オプション「海洋文化館」 

ハワイアン雑貨「リボンレイ」作り 

フラダンスサークルの方と一緒にハイポーズ♪ 

オプション「ハイサイプラザ」 
イースターエッグづくり 

インドネシア料理 

「ミーゴレン」 

完成！ 

インドネシア料理に挑戦 



 

 

 

 

 

 

  

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 同じ悩みや考えを持った友達に出会えたことで視野が広がって良かった。 

☺ みんなでやった体育がきっかけで新しい友達が出来て嬉しかったです。 

☺ このスクーリングを通して海外についても人間関係についても学べたので良かったです。 

☺ スクーリング初日はすごく緊張したけど同じ部屋の人と友達になれて良い思い出作りがで

きました。 

☺ 最後のスクーリングでしたが八洲でいろんな体験や授業活動などいっぱいあって本当に楽

しかった。 

☺ モモとスズがなついてくれて、可愛くて癒されました。 

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。 

１５ 

文部科学省認可通信教育 

宿舎の様子 

食事風景 

「ラテンアメリカの祝祭の仮面」 



+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。 
 
 
 
 

日本、及び世界各地に伝わる民間療法から家庭に伝わる「お婆ちゃん

の知恵袋」レシピ、マクロビオティックや日本古来の食養学、現代栄

養学まで全ての「食の知恵」を指し示すのが食学です。国際食学協会

の親子で食学通信講座ではお子さまの成長に合わせた「親子で食学

Baby」と「親子で食学」Kids の 2 コースを用意しています。 

Baby コースは０～３歳の乳幼児、Kids コースでは４～６歳の幼児に

向けた栄養の基礎や倫理をはじめ現代の食環境、食事やおやつの考え

方までを幅広く学ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

国際食学協会の食学調味料アドバイザー講座では、

さしすせそ（砂糖・塩・酢・醤油・味噌）の日本

の調味料の製造方法や働きなどを学ぶことができ

ます。また砂糖、塩、酢、醤油、味噌の基本の調

味料からドレッシング・めんつゆ・タレなどの調

合調味料を手作り出来るようになります。 

 

 

資格取得コースのご紹介⑨ 

文部科学省認可通信教育 

１６ 

親親親子子子ででで食食食学学学アアアドドドバババイイイザザザーーー 

食食食学学学調調調味味味料料料アアアドドドバババイイイザザザーーー 

【受講期間】6 ヶ月 

●こんな方におススメ！！ 

【親子で食学 Baby】 

・はじめての離乳食・幼児食が不安という方 

・「食」から子育てを考えたい方 

【親子で食学 Kids】 

・幼児に適した食事を作りたいという方 

・幼児食のレパートリーを増やしたい方 

・好き嫌いの多いお子さまに悩む方 

●こんな方におススメ！！ 

・日本特有の調味料について知りたい方 

・調味料に含まれる添加物に関する知識が欲しい方 

【受講期間】6 ヶ月 



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⑩ 

文部科学省認可通信教育 
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【●きょんくま（YouTuber）●】 
 ≪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の「きょん」くん。平安山智子先生が 

担任でした。高校在学中からダンサーとして活躍。 

その後、ユーチューバーとしても注目され、HIKAKINさんやはじめしゃちょー 

さんが所属する日本最大手企業「UUUM」に所属する事になる。UUUM注目 

クリエイターの月間MVPに選ばれるなど人気上昇中。（画像：右側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

≪きょんくんの主なダンス経歴≫ 

●ダンス世界大会「第 23回 JAPAN DANCE DELIGHT」に日本代表として出場。 

●ヒルクライム「ルーズリーフ」pv出演 

●D .I.CREW 命をかけたダンスバトル 準優勝 

●TV「モヤモヤさまぁ〜ず」 大竹バースデー ダンサー出演 

   ●西野カナ pv〈もしも運命の人がいるなら〉出演 

〈ミュージックステーション〉〈テレビ東京音楽祭〉〈THE MUSIC DAY 音楽は太陽だ。〉 

〈FNS歌謡祭、歌の夏祭り〉出演 

●EXILE LIVE TOUR AMAZING WORLD ゲストダンサー出演 

 



【◆５つの学習ポイント◆】 

①英語による主要５教科の課題提出（必履修：Ｅｎｇｌｉｓｈ・Ｓｃｉｅｎｃｅ・Ａｍｅｒｉｃａｎ  

Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ）マークシート形式 

②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。 

③Ｅラーニングによる英語訓練 

④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月） 

⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。 

⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする。 

●別途、米国私立高校の学費がかかります。 

 

校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ Ａｃａｄｅｍｙ（フロリダ州）』

『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｇｌｏｂａｌ Ａｃａｄｅｍｙ（コロラド州）』と教育提携を結んでおりますので、「日本の高校卒

業資格」と同時に、『アメリカの高校卒業資格』の取得が可能です。 

 

平成３１年２月２４日に挙行いたしました「平成３０年度後期卒業証書授与式」で、２名の生徒

さん達が無事に、米国私立高校も卒業致しましたのでご紹介します。私自身（画像中央）も、平成

２５年度に卒業しましたので、また新しい後輩ができ、嬉しく思います。おめでとうございました。 

 

八洲学園大学国際高等学校の「外国語

ステップアップコース」には、米国私立

高校卒業の他に、「短期語学留学」もあり

ます。興味のある方は、詳しい資料を送

らせて頂きますので、各担任へ連絡を下

さい。 

 

（※米国私立高校は、八洲学園大学国際

高等学校を卒業後でもチャレンジする事

が可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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全国的に「児童虐待」が問題視される中、『児童相談所（じどうそうだんじょ）』と

いう言葉をよく耳にするようになったかと思います。今月の勉強会では、児童相談所

より職員の方をお招きし、「児童相談所の存在意義・役割・通告の義務・相談の仕方」

等を理解することを目的とします。 

 

※ 児童相談所（じどうそうだんじょ）とは・・・児童福祉法第 12条に基づき、各都道府県に

設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される。 

 

 

 

 

 

校長 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 平良 亮 

３月末日付で退職される教職員をお知らせします。諸先生方には大変お世話になりました。 

今後の活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

伊禮 愛里（英語）  玉代勢 彩子（地歴・公民） 

宮里 恵利香（英語）  中川 卓也（保健体育） 

 

 

４月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 
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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：４月２０日（土）１４時～１５時３０分（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要） 

◆参加費：無料 

◆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：冨永 政人 （沖縄県中央児童相談所 相談班長） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員異動のお知らせ 



環境保健部 平安山 智子 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》ストレスコントロール 

２１ 

【ストレスとは】 

圧迫や緊張の意の一般英語で

すが、医学では特に体内環境

のバランスに影響を与えること

を指します。 

【ストレスの種類】 

物理（身体的）ストレス： 

暑さ、寒さ、痛み、喉の渇き、風

邪、肉体疲労など 

心理（精神的）ストレス： 

いわゆるキンチョーやプレッシ

ャー、怒りや悲しみなどの激し

い感情、後悔、不安、切迫感、

怒られた／叱られそう、悪い結

果が予期できる、負けた、失っ

た、迷い、対人恐怖・・などなど

多様な要因が複合します。 

ストレスコントロール 
これは、ストレス回避術でも解消術でもガマン術

でもありません。自身にかかるストレスを把握し、

うまく付き合っていく方法のことです。 

 ステップ１：ストレス状態に気づく 
 自分が、ムリをしている／ガマンをしている／ 

イライラするなど、いつもと体調が違うことの自覚が大

事です。部屋の模様替えをしたくなるのもストレスの

サインです。気づきがあれば、解決へ向かって行動

しやすくなります。 

 
 ステップ２：ストレスの原因を特定する 
 誰かの言葉にカチンときても、そのとき自分がイライラしてい

たかもしれません。直接のストレス要因だけでなく、受け止める

力を削いでいる心にのしかかっている背景となるストレス要因

を特定します。 

漠然とした不安やストレスの正体が見えないと、さらに不安が

つのって強いストレスになります。「幽霊の正体見たり枯れ尾

花」の格言のように、ストレス要因の正体がはっきりわかると、 

大方、解決・解消も見通しがつきます。 

【ストレスは必要】 

ストレスがまったく

ないと、ヒトは筋力・

知力・やる気が衰

え、免疫力も低下

して風邪をひきや

すくなります。日々

の適度なストレスは

健康維持のために

必要です。 

【ストレス応答】 

短期的には心拍や呼吸数が上

昇し血圧が高くなります。血糖値

が高く筋肉が緊張ぎみになりま

す。口や喉はカラカラに乾きます

が、手のひらや足裏・わき汗が出

やすくなります。また、オシッコが

近くなる場合とでなくなる場合が

あります。 

慢性ストレスでは、胃痛、食欲不

振や下痢・便秘などの消化器症

状、入眠障害や途中覚醒などの

睡眠障害、疲労感や疲れやす

さ、頭痛や目のかすみ、肩こりや

体のこわばり、やる気の減退、イ

ライラや怒りやすくなる気分症

状、ひとと会ったり家から出るの

が億劫など多様な症状がでてき

て、日に日に状態が悪くなってき

ます。特に強いストレスにさらされ

続けると、青年期は神経性胃炎

や十二指腸潰瘍、成人では胃潰

瘍や心臓血管障害に罹患しやす

くなります。 

 ステップ３：ストレスに向き合う 
策① ストレス要因解消：（喉が渇いたら給水など）物理ストレスへの 

対応は、原因を取り除くのが一番です。心理的ストレスの場合は、原因が 

外部にある場合が多く、根本解決がむずかしい場合があります。 

策②：ストレスを回避する：物理ストレス要因ならば、（夏は直射日光に当たら

ないなど）直撃を回避する方法もあります。しか、心理的な要因や義務的なイ

ベントは、逃げ回っているとより深刻な事態を招きかねません。また、大人が酒

やタバコに一時の清涼を求めるのは、さめれば解決されない状況に戻らねば

ならないので、回避になっていません。 

策③ ストレスを共有する：家族や友人に、自分の苦しさや立ち向かっている

問題のことを話して状況を共有します。アドバイスや協力・支援をもらえる場合

もありますし、寄り添っているだけで勇気も湧いてきます。どんなストレスも一人

で抱え込むと、それ自体がストレスとなって自分を押しつぶそうとします。 

策④ 事前に備え初動をつくす：これから襲いかかってくるストレス要因が予め

分かっていれば、事前に備え、影響を軽減することができます。スケジュール

の通り発生するものや義務的な作業は事前にわかっているので、影響を予測

して準備しておけば、小さな努力で大きな成果が期待されます。特に義務やノ

ルマは締め切りや期限が迫るほど心理的ストレスもきつくなっています。ガマ

ンという対処も続けるほど苦しくなってきますので、初動が効果的です。 



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－ＳＴＵＤＩＯ 船橋キャンパス 千葉県船橋市 

茨城県 ●学びの森Ｊ－ＳＴＵＤＩＯ 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 

●松下村塾（高等部） 山口県岩国市 

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 

「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 

長崎県 ●アカデミア高等学院 長崎県大村市 

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） 

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！ 
 

４月沖縄北部学習会（本校） ４月２３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 

４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）

書道Ⅰ 社会と情報 古典B

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

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  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

9 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木  26 金 
５月スクーリング申込締切（消印） 
ゆんたく発送 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 昭和の日 

15 月  30 火 国民の休日 

      

 

 

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 

２４ 

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

