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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。 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、2000年に「日本初の合宿によ

る集中スクーリング方式」を採用する通信制高校として開校致

しました。校舎からは、エメラルドグリーンの海が見え、とて

も教育環境が良い「沖縄」にあります。本学の教育システムで

日々の時間を有効に活用すると、海外留学（語学・スポーツ・

芸術）や芸能活動等、様々なジャンルにチャレンジし、夢を追

いかけながら高等学校の卒業資格を取得する事も出来ます。 

開校後、アメリカ合衆国の私立高校と教育提携した事により、「日本の高校卒業資格」と

同時に「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能になりました。また、保護者の方も学習で

きる資格取得コースを設置するなど、今も進化し続けている高等学校です。今後も、より多

くの生徒、保護者、卒業生、地域の方々などの期待に応えられるように努力してまいります。 

 

文部科学省認可通信教育 

２ 

校長あいさつ 

もももしししももも   願願願いいいががが   

～八洲学園大学国際高等学校 校歌～   作詞・作曲 Kiyomi 

もしも願いが一つだけ叶うなら 
あなたは迷わず答える事ができますか 

もしも願いが二つだけ叶うなら 
あなたは何を誰のために願うでしょう 

理想の自分に近づいていくために 
見えない未来にかけて進んでいく 

青い空の下でデイゴの花が咲いている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きているあなたとここにいる 

もしも１本の道が目の前にあったら 
あなたは勇気を出して歩けますか 
もしも２本の道が目の前にあったら 
あなたはどこへ足を進めるでしょう 

はるかなる大地にしっかりと足をつけて 
空っぽな心は大空へと飛んでいく 

青い空の下デイゴの花も揺れている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きている私がここにいる 

今を生きている私がここにいる 



事務部 板谷 幸恵 
 

八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえる

ように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！ 

     

校長 

中村 成希 

（福岡） 

教頭・横浜分室長 

鈴木 啓之 

（愛知） 

1･2 番ｸﾗｽ担任 

国語・芸術 

比嘉 彩香（沖縄） 

3･4 番ｸﾗｽ担任 

数学 

當山 全（沖縄） 

5･6 番ｸﾗｽ担任 

情報・商業 

島袋 友美（沖縄） 

     

7･8 番ｸﾗｽ担任 

保健体育 

平安山 智子(神奈川) 

9･0 番ｸﾗｽ担任 

保健体育 

横田 裕美（福島） 

芸能ｽﾎﾟー ﾂ/海外ｸﾗｽ担任 

保健体育 

島袋 瑠美(埼玉) 

3･4 番ｸﾗｽ副担任 

国語・芸術 

玉城 健一（沖縄） 

5･6 番ｸﾗｽ副担任 

外国語 

高江洲 萌(沖縄) 

      

7･8番ｸﾗｽ副担任 

家庭 
中島 菜々子 

(沖縄) 

芸能ｽﾎﾟー ﾂ/海外ｸﾗｽ

副担任 外国語（英語） 

仲田 由紀 

(沖縄) 

国語・芸術 

原田 みき子 

（秋田） 

国語 

玉城 郁江 

(沖縄) 

理科・数学 

島袋 正良 

（沖縄） 

理科 

長﨑 佑 
(長野) 

      

家庭 

与古田 初子 
(沖縄) 

地理歴史・公民 
玉城 優香 

(沖縄) 

英語・家庭 
天野 葉月 

(沖縄) 

外国語 
エンブリー 章子

（沖縄） 

外国語 
伊禮 愛里 

(沖縄） 

《学校のアイドル犬》 

スズ ＆ モモ 

 

 

     

事務長 
平良 亮 
(沖縄) 

事務/不登校 
訪問専門員 

松本 美代子(東京) 

事務 
親川 瞳 
（沖縄） 

事務 
宮坂 あき 
（東京） 

横浜分室 事務 
板谷 幸恵 
（千葉） 

横浜分室 事務 
番場 晴美 
(神奈川) 

      

校務 

具志堅 慎一(沖縄) 

校務補助 

谷 和樹（沖縄） 

校務補助 

具志堅 将（沖縄） 

校務補助 

兼城 昌一(沖縄) 

学校食堂長 

儀間 雪深（沖縄） 

学校食堂スタッフ 

儀間 伸彦（沖縄） 

 

文部科学省認可通信教育 

３ 

教職員紹介 
 



事務部 番場 晴美 

 

 爽やかな日差しと共に新年度がスタートしました。今年度担任をさせて頂

く事になりました横田裕美（よこた ゆみ）です。担任をさせて頂く１年間、

皆さんとお逢い出来る事を楽しみにしています。 

 本校での学校生活を送るにあたり、学習など不明な点は一緒に解決してい

きましょう。自分のペースを見つけながら、幸せな１年間を過ごす事が出来

る様に願っています。沖縄の空から、いつも応援していますよ(*^_^*)  

どうぞよろしくお願い致します。 

４ 

クラス担任あいさつ 
 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！担任の島袋友美（しまぶくろ ともみ）です。 
２０１９年、元号も変わるタイミングで新しい出会いがあり、嬉しく思いま
す。「高校卒業」という目標はみんな同じです。歩幅は１人１人違うのは当た
り前です。自分のペースでコツコツと目標達成できるように、一緒に前進し
ていきましょう。 
全力でサポートさせていただきますので困ったことや 
質問等、何でもいいので気軽に連絡くださいね((^∀^*)) 
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています( ﾟ▽ﾟ)/ 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは!! 今年度より赴任して皆さんの担任にな
りました當山全（とうやま あきら）です。現在、引き継ぎ中のため当面は副
担任の玉城（たましろ）先生(前３・４番クラス担任)が 
中心になって皆さんをサポートしていきます。 
引き継ぎ完了次第、全員が高校卒業を実現出来るように 
私もサポートさせて頂きますので宜しくお願いします!! 
取り急ぎ、現時点で学習がストップしている生徒さんは、 
気軽に学校へ連絡してきて下さい!! 

生徒番号末尾が１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆☆ 
担任の比嘉彩香（ひが あやか）です。 
皆さんが目指している『高校卒業』という目標をクリアできるよう精一杯サ
ポートしていきますので、不明な点は必ずご連絡ください！ 
また、学校から大事な手紙などもお送りしますので、郵便物の確認も宜しく
お願いします。 
最後に、単位修得するためには、もちろん自宅学習をこつこつ進めないとい
けません。自宅学習サポートページを参考にしながらリポート＆視聴報告書
の作成も進めていきましょう!(^^)! 

みなさん、こんにちは(^^♪ 7・8 番クラス担任の平安山智子（へんざん と

もこ）です。2019 年度がスタートしました！新しい行事予定（スクーリン

グテーマや、スクーリング日程等）が確定しているので計画的に学習を進め

ていきましょう！困ったことや分からないことがあればお気軽に相談してく

ださいね。 

今年度、芸能スポーツ/海外クラスの担任をさせて頂くことになりました島

袋瑠美（しまぶくろ るみ）です。よろしくお願いします。さまざまな事に

取り組み、目まぐるしい日々を送っていることと思います。全力で皆さんの

高校卒業の手助けをしていきたいと思いますので、わからないことや困った

ことがあればいつでもご連絡ください。 

副担任 玉城 健一 



事務部 平良 亮 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

 

２０１９年度集中スクーリング「テーマ」案内 

 

 

６６６月月月   
沖縄料理というよりは・・・ 
“沖縄の食材”を使った料理にチャレンジ🎶 
『おいしい』を感じる空間を広げていきます(*^_^*) 
食事をする事が楽しくなるようなひと時になりますように!! 

 
「夏だ！沖縄だ！マリンスポーツだ！」ということで、真夏の太陽の下で沖縄
の海を満喫したい方を大募集です(^^)/シーカヤック、スノーケル、体験ダイビ
ングなど、沖縄の海を満喫  できるプログラムを企画します。 
有料オプションも検討中です(^_-)-☆ 

※泳げなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、 
海水につかることができない方、体力に自信が 
ない方はご遠慮ください。 

 
 

   

５５月月  

 

７７７月月月   

８８８月月月   

ももものののづづづくくくりりりスススクククーーーリリリンンングググ   

料料料理理理スススクククーーーリリリンンングググ   

５ 

 

９月はチーム対抗で「球技大会」を行う予定です。チーム一丸

となり、優勝を目指します。でも一番大切なのは楽しむ心♪ 

たくさんの思い出ができるように、みんなで盛り上がっちゃい

ましょう((^∀^*)) 

みんなでいい汗かこうぜ～～((⊂(^ω^)⊃)) 

 

 

 

 

この世に１つだけのかわいく・素敵なものを作って、持ち帰ろう！ 

（手芸、クラフトワーク、ナチュラル素材アート） 

※少人数限定です。申込多数の場合は、他月をご案内する場合があります。 

心身の健康を見つめ直すきっかけとなるような活動を取り入れる 

予定です(^o^) 

どなたでも参加できるスクーリングとなるよう計画していきます♪ 

～詳細は現段階で未定のため、決まり次第皆さんにご案内します～ 

健健健康康康スススクククーーーリリリンンングググ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 
 

３３３月月月   観観観光光光スススクククーーーリリリンンングググ   

 
 
 

※自分のペースでゆっくり進めることができる内容を検討中です♪ 

【予定】シーサー作りや三線教室、ジェルキャンドル作りなど 

111111 月月月   芸芸術術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   

   

 

文部科学省認可通信教育 

※2019年度後期卒業となる生徒さんは参加できません 

 

2 月はオリンピックならぬ、八洲ンピックで盛り上がっちゃいます♪チーム対抗で

競技を行い、みんなで一丸となり優勝を目指します！！楽しむ心が一番です。みん

なで楽しめる、誰でもできるような競技を用意していますので、みなさんの参加お

待ちしています★また、後期卒業式も執り行います。卒業予定の皆さん、卒業でき

るよう前進しましょう。 

 

沖縄県は様々な県や国の方が観光に訪れる土地!! 

その土地を満喫するために観光をテーマに企画中(*^_^*) 

沖縄の魅力を知り、沖縄の新たな発見がありますように…🎶 

 

シーサー？ 

沖縄の植物や自然を満喫しよう♪ 

 



教務部 比嘉 彩香 

 

新入生、在校生の皆さん手元に教材は届きましたか。さっそくリポート、視聴報告書の課題に取

り組もうと思っている皆さん！下記のアドレスにアクセスし、自宅学習サポートページを確認しま

しょう。 

科目ごとにリポートのヒントや視聴報告書の枚数が表示されていますので、自宅学習を始める際

にぜひご活用ください。ご不明な点がありましたら、各担任までお問合せください。 

 

① 学習中の「科目（科目コード）」を調べる！ 

② 「在校生はこちら」を開きましょう♪ 

URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪ 

  ③「自宅学習サポートページ」を開きましょう♪ 

◎パスワードは「yashima12」 

④ 指定枚数のリポート＆視聴報告書を学習する♪ 

◎リポートは「ヒント」を活用しましょう！ 

◎ＮＨＫ高校講座は好きなタイトルを選びましょう♪ 

◎不明な点は気軽に担任＆副担任へ質問♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅学習サポートページを活用しよう！ 

文部科学省認可通信教育 

７ 

『自宅学習サポートページ』の 

ＱＲコードをスマートフォンで 

読み取って早速使ってみよ

う！！ 

 



教務部 比嘉 彩香 

 

２０１９年度 試験出題ポイント 

科目 出題ポイント 

国語表現 
教科書 P130の「面接の受け方」をよく読んでおくこと。P131の「面接の流れ」が出題されます。P143の 

「対義語」「類義語」P144の「故事成語・ことわざ・慣用句」からも出題されます。作文 200字は「夢を

実現させるために」というテーマです。200字で足りない場合余白に書いてください。 

国語総合 リポート No2,No3,No5の漢字、No4,No7,No9,No10,No11,No12 授業内容 

現代文 B 

（2018 年度以前） 

教科書の作品「みどりのゆび」を読んでおくこと。最後の「学習の手引き」と漢字（1）（2）からも出題

します。教科書 P266～P268 の俳句の作品から 5 句が出ます。定型俳句と自由律俳句の違い、季語の有無

など問われます。 

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 

日本語基礎 リポート№1【問１】、No2【問３】、No3【問１】【問３】、No5【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 No.6、No.7、授業内容、配布資料 

現代社会 リポート№2、No3,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【1】、【2】、【3】、№2、№3【1】【3】【4】、№4【1】、№6【2】、【3】【4】、【5】 

№7【1】【2】【4】【5】、№8【1】【2】、№9【1】【2】、授業内容 

数学 A リポート№1、№2【3】【4】、№3【1】【2】【3】、№4【1】【2】【3】 No5【1】【2】、№6【1】【2】、授業内容 

数学 B リポート№1、№2【1】【3】、№3【4】【6】【7】、№5【1】【3】、授業内容 

科学と人間生活 リポート No1【1】【3】【4】【5】教科書 P17、23～25,P30,31リポート No6【1】～【5】 

教科書 P169,170,171,P173,175,177,179,190 授業内容 

生物基礎 リポート№1【1】【3】教科書 P16～17、P26、№6【4】教科書 P174～177、P182、授業内容 

化学基礎 リポート：No2【1】～【5】、No3【1】【2】【3】、No４【1】【3】【4】【6】 

地学基礎 リポート No2【5】,No3全部 

理科課題研究 リポート No1全部,No3【2】   

保健 リポート：№2、No3、№5（４）授業内容 

コミュニケーション英語基礎 
リポート№1～№6の英単語、№2（Lesson2［5］）、№3、Lesson3［4］be動詞（am、is、are）、№4 Lesson

［4］Lessom5［3］動詞の過去形進行形、№5 Lesson7［1］、№6 Lesson8［3］ 

★主に授業内容 

コミュニケーション英語Ⅰ 
リポート No1～4 の中から be動詞や一般動詞の問題を出します。また、№8の Lesson9は本文（教科書）

をじっくり読んでおくといいでしょう。 

コミュニケーション英語Ⅱ 

リポート№1 Lesson1 My Friend in Hawaii（本文の理解、比較級、最上級）、 

リポート№2 Lesson2（関係代名詞 whatの使い方） 

リポート№7 Lesson7 A Microcosm in the sea（wonder if～、本文の理解） 

リポート№11 Lesson11 Bitter Truth about chocolate（本文の理解、使役動詞） 

リポート№12 Reading2 Olivia（seanの手紙） 

社会と情報 リポート No1【1】、No2【4】【5】、No3【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、総合探求α・β・γ、キャリアガイダンスは 

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。 

文部科学省認可通信教育 
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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 

文部科学省認可通信教育 
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【●樋田 稜（ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ）●】 
 ≪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。北海道出身。小学１年生からクロスカント

リースキーをはじめる。 

 

・八洲学園大学国際高等学校に在学中は Ski College Veneto Falcade に所属、そ

の後は Ski-team BodyEvidence-RCS に所属しながら、イタリア共和国『ヴェ

ネト州シーズン総合２位（２０１５／２０１６）』という優秀な成績をおさめて 

いる。 

 

 

 



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、３月スクーリングに参加しました生徒さん２名を表彰しましたのでご紹介します。 

 
 

●ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ活動  

（Crazy Raccoon プロゲーミングチーム

「Fortnite部門」所属）元世界記録保持者 

とっぴー（プレイヤーネーム） 

（※画像左側は、担任の平安山智子先生。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●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 

（※画像右側は、担任の伊禮愛里先生。） 
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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。平成

３０年度中の対象一覧をご紹介します。（平成３１年４月以降、受賞等ありましたら、各担任にご連絡下さい。） 

●ローザンヌ国際バレエコンクール２０１９ 第８位 住山美桜 

●ボクシング活動 ミニマム級（プロボクサー） 仲島辰郎 

●モデル・舞台活動（ハートフル所属）テレビＣＭ、各種雑誌「ゼクシィ」等  

出演 曲尺ルビーナあゆみ 

●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 

●１３th Youth International Ballet Competition （シニアクラシック部門）  

第２位・（シニアコンテンポラリー部門） 第４位 戸田昂希 

●ユースアメリカグランプリ YAGP2018NYファイナル（アンサンブル部門：グル

ープ）第３位 戸田昂希 

●ヴィクトワール バレエ コンペティション 札幌2018（高校生の部）第１位  戸田昂希 

●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 

●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 

●Japan Ballet Competition福岡 2018（クラシックバレエ 高 1・高 2 女性部門） 

第３位 河口和香 

●ジャパン・エストニア国際バレエコンクール2018 グループＢ 第２位 パティントン キャサリン 

●ユースアメリカグランプリ YAGP2018NY（シニア部門男性）第１位 松浦祐磨 

●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 

●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） 仲里健太 

●第１４回 環境フォト・コンテスト（高校・高等専門学校部門）銀賞 田口はな 

●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 

●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 

●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 

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

●舞台活動 劇団パレイド、劇団水色革命、インヘリット東京主催等舞台出演  

森下凜央（芸名） 

●Japan Ballet Competition 東京２０１８（モダンダンス中 1～高 3男女）  

第２位 武岡昂之介 

●第９回 ＮＡＧＡＮＯ全国バレエコンクール 第１位・長野県知事賞・信濃毎日

新聞社賞 堀内璃子 

平成３０年度「功労賞」のまとめ 

文部科学省認可通信教育 
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●第１８回 オールジャパンバレエユニオン全国バレエコンクール（シニア部門） 

優秀賞・第９位 堀内璃子 

●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 Ｐ．Ｎ．江久井（エグイ） 

●タンツオリンプ国際ダンスフェスティバル（クラシックバレエ16～18歳部門）金賞 北井僚太 

●ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ活動 （Crazy Raccoon プロゲーミングチーム「Fortnite 部

門」所属）元世界記録保持者 とっぴー（プレイヤーネーム） 

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

●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 

●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） 

●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） 

●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） 

●書籍表紙イラスト採用 ビジネス書「偏差値 40の売れない営業マンが営業だけ

で起業した話」 （Amazonランキング ビジネス書部門最高 3位）主催：ユマ

ニテク専門学校キャラクターデザイン 村田このみ 

●Japan Ballet Competition 東京 2018（クラシックバレエ高１・高２女性） 

第１位・審査員特別賞 倉沢ルチア 

●Japan Ballet Competition 愛知 2018（クラシックバレエ高１・高２女性） 

第１位 倉沢ルチア 

●ユースアメリカグランプリ YAGP2019日本予選（シニア部門）第３位 倉沢ルチア 

●第１１回スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール （高校生部門）

第５位 倉沢ルチア 

●スカッシュ活動 ２０１８年度 日本代表強化指定選手 渡邉安佑未 

●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） 德永喜大 

●第２８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  

●第１１回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール（高校生部門） 

第８位 的矢晃穂 
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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を３月に卒業した男子生徒さんが、家庭科室の二面黒板に、卒

業記念として「黒板アート」を描いてくれました。力作だったのでご紹介します。３年間の

高校生活お疲れ様でした。４月からの新生活も頑張ってください。 

 

事務長 平良 亮 
 

4月付けで着任されました教職員をお知らせします。これからよろしくお願いいたします。 

當山
とうやま

 全
あきら

 ： 数学 ／ 3・4番クラス担任 

高江
た か え

洲
す

 萌
もえ

 ： 外国語（英語） ／ 5・6番クラス副担任 

中島
なかしま

 菜々子
な な こ

 ： 家庭 ／ 7・8番クラス副担任 

仲田
な か だ

 由紀
ゆ き

 ： 外国語（英語） ／ 芸能スポーツ/海外クラス副担任 

「黒板アート作品の贈り物」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教職員異動のお知らせ 



校長 中村 成希 
 

平成３１年度より、参加型ファッションイベント『JAPANMODELS（ジャパンモデルズ）』

様と八洲学園大学国際高等学校は提携をすることになりました。今まで開催のイベントへの

参加者総数が１万人を超えており、ファッションに興味がある方なら、誰もが参加しやすい

ファッションイベントです。大阪と東京で開催しています。詳しくは公式サイトをご覧下さ

い。出演者としてステージに立ちたい希望がありましたら、八洲学園大学国際高等学校の各

担任にご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ゲスト：Popteenモデル、今日好き、恋ステメンバーが集結。 

●日時：2019年 5月 5日（日）12時〜18時 45分予定。 

●場所：大阪梅田 TRAD ●料金：チケット 2500円（前売り） 別途 1drink 600円 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JAPANMODELS（ジャパンモデルズ）」との提携について 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 
 

「建築業技術訓練コース」で提携をしている沖縄産業開発青年協会では、建設技能者不足

に対処するため、国・業界・訓練期間一体となった「厚生労働省所管 建設労働者緊急育成

支援事業」を実施しています。この事業では、技能訓練、建設機械等の資格取得及びマナー

講習の費用、並びに宿泊費等が「無料」となっています。年齢が１６歳以上であれば、男女、

沖縄県内県外を問わず参加が可能です。興味のある方は、第１回の締切期日が迫っておりま

すので至急担任までご連絡下さい。（第１回締切日：２０１９年５月６日） 

 

 

「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校と学務提携をしています『学校法人福岡理美容学園 福岡理容

美容専門学校』の入学式が、４月１０日に挙行され、出席してきましたのでご紹介します。 

 

 

 

 

福岡理容美容専門学校は、３年間で、高校卒業を目指しながら「理容師＆美容師」の二つ

の国家資格の取得が可能な「高校併学コース」が設置されており、日本初の試みの専門学校

です。 

 

 

 

 

 

 

入学式では、１００名を超える新入生・保護者の方々の前で、在学生たちがワインディン

グやアップスタイルなどの技術を披露してくれました。新入生の皆さん、卒業まで頑張って

ください。 

 

「福岡理容美容専門学校」の入学式のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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地域活動・貢献委員会委員長 平安山 智子 
 

八洲学園大学国際高等学校はこんな活動もしています 

 

平成 31年 3月 16日（土）、本校のある、沖縄県国頭郡本部町の運動公園グラウンド、町立体育館で沖

縄県内の小学生を対象として「第 9 回本部町×八洲学園 U-11 スポーツ大会」（後援：本部町教育委員

会/本部町商工会/本部町観光協会）を開催いたしました。 

この大会は、本校が本部町の活性化に寄与することを目的とし、少年少女にスポーツの楽しさと喜び

を知ってもらうと同時に、サッカー及びミニバスケットボールを通して保護者間の地域交流による連携

意識を育成するものとして行っています。本校教職員も子どもたちの無邪気で一生懸命な姿勢に感動を

もらい、交流を楽しむ事が出来ました。総勢約 700名が参加し、大変有意義な一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部町の円錐カルストについて 

学校のある本部町は、国内唯一の円錐カルスト地形の地域として知られています。円錐カルストとは、

石灰岩が侵食されてできるカルスト地形の一種で、亜熱帯から熱帯の高温多湿な気候条件の地域でみら

れる円錐状の丘陵や岩山のことを言います。特に、山里地区から大堂地区にかけては、今から約 2 億年

前の古い石灰岩質の地質で、雨により、石灰岩が溶けた結果、円錐状になったと言われています。毎年

12 月には一つの山でイルミネーションが飾られ、大きなクリスマスツリーのように本部の街を照らして

います。最近は遊歩道も整備され、自然が大好きな方のウォーキングコースとしても活用されているそ

うです。本部町に来た際にぜひお立ち寄りください(^^♪ 

 

 

文部科学省認可通信教育 

学校所在地「本部(もとぶ)町」のご紹介 
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↑優勝した大里南小学校（女子）

ミニバスケットボールクラブ 

↑優勝した 

志真志サッカー少年団 

↑優勝した知念小学校（男子）

ミニバスケットボールクラブ 



QR コードよりパンフレットやサイトを閲覧できます。 

高大連携推進委員会 鈴木 啓之 

「自分のペースで、なりたい自分を見つけたい」 

自分のペースで大学卒業を目指したい方はぜひ「八洲学園大学」を入学先として検討ください。八洲

学園大学は、学年制を敷いていません。そのため「4年間で卒業しなければいけない」ということもな

く、自分のペースで学習できます。また、一度も通学せず在宅学習のみで卒業できます。 

 

【八洲学園大学の特長】 

●通学不要（学習はすべてネット上で行う） 

●資格取得（「司書」「学芸員」など4つの国家資格を取れる） 

●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

 

【学びの特徴】 

●約200科目の中から好きな科目を学べる 

●半年ごとに学習計画を立てるので無理なく学べる 

●授業も課題提出もインターネット上で行う 

  ※パソコンを持参すれば、来校して授業を受けられます。 

 

【在学生の特徴】 

10代～80代まで幅広い層が学んでいます 

  ●司書など国家資格を取得し、それ活かして働きたい方 

   ●働きながら卒業を目指す方 

  ●家事や育児をしながら学ぶ方 

  ●大学まで来校することが難しい方 

  ●対面でのコミュニケーションが少しだけ苦手な方 など 

 

【学費・特典】 

八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！ 

4年間で卒業を目指す場合、学費総額は約110万円～ 

※お支払いは半年ごと。半年間で約13万円～ 

※奨学金制度や各種学費サポートプランを用意 

 

興味がある方はクラス担任にご相談ください。 

 

 

八洲学園大学のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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■大学サイトはこちら           ■大学パンフレットはこちら     ■説明会申込はこちら 

 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

進路だより ～職業体験講座 in八洲(北部学習会)～ 

文部科学省認可通信教育 

  去る３月２７日に本校では『職業体験講座』を開催!!４分野中、ひとり２分野を 

体験(*^_^*) 参加者は、将来の選択肢や思考の幅を広げる体験活動をしました。 

本校ホームページの進路ブログでも、職業体験講座の内容を紹介しています🎶♫ 
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～ゲームプログラム体験～ 

～保育士体験～ 

～医療事務体験～ 

～コピックマーカー体験～ 



校長 中村 成希 
 

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(P32

～P43)」をご参照下さい。 
 
 
 
 

身上監護士とは、病気（認知症）や障害で判断能力が低下した方や

身体が不自由なために日常生活が自立困難な方に対し、生活の見

守りや、日常の事務サポートをするために必要な知識が身に付く

資格です。身上監護士と身上監護士補の二つの講座があります。 

●こんな方におススメ！！ 

・ご家族に高齢者や身体に障害のある方の介助や 

代理人になる方 

・成年後見人としての活動を考えている方 

●受講資格 

【身上監護士】 

以下のいずれかに該当する者 

①医療・福祉・介護に関する国家資格者・認定者 

②法律系または税務に関する国家資格者 

③身上監護補の資格取得者（実務経験 1 年以上） 

【身上監護士補】 

どなたでも受講可能 

 

 

 
 

不登校訪問専門員の活動目的は、不登校当事者（本人・家族）に
第三者の立場で接し、学校・社会復帰を目指し、支援することで
す。また、資格認定により子ども達と多く接する機会を有してい
る教育関連機関と連携し、活動を行っていきます。 

発達障害をはじめとする障害性の問題など、不登校問題特有の事

項に対して、正しい知識を持ち、それに伴った正しい対応を行う

ことが出来ます。 

●こんな方におススメ！！ 

・様々な教育現場で活かせるスキルを身につけたい方 

・不登校について正しい理解を深めたい方 

 

 

 

資格取得コースのご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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身身身上上上監監監護護護士士士（（（介介介護護護関関関係係係））） 

不不不登登登校校校訪訪訪問問問専専専門門門員員員 

【受講期間】3 ヶ月 

【受講期間】6 ヶ月 



事務部 宮坂 あき 
 

日本学生支援機構は、国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念するこ

とのないよう、「貸与」または「給付」する奨学金により進学を後押ししています。 

次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいと認められた人が当校より推薦さ

れ、採用候補者として機構が決定します。 
 

 

 

 

 

■給付型奨学金 

 

2020年度より給付型奨学金の所得要件、学力基準が大幅に変更されます。 

詳細は、現時点では機構のホームページにおいて情報の掲載はされておりません。（順次掲載予定） 

今後夏にかけて正式な決定がありますので、検討している方はご連絡ください。募集要項が到着し 

だい一式をご自宅へお送りいたします。発送は 6月以降になります。 

○家計基準（予定） 

１．家計支持者が住民税(所得割)非課税であること 

２．児童養護施設退所者等社会的養護が必要な人は 18歳時点で施設等に入所等していた（いる）こと 

○学力・資質基準（予定） 

１．申込時までの評定平均値が 3.5以上で、大学等への進学後、特に優れた学習成績を修める見込み

があること。 

２．資産が基準額以下であること。 

 

 

 ■貸与型奨学金 

○家計基準（予定） 

 第一種（無利子） 第二種（有利子 3％） 

世帯人数 給与所得者 給与所得以外 給与所得者 給与所得以外 

3人 729 万円 336 万円 1059万円 651 万円 

4人 800 万円 392 万円 1143万円 735 万円 

○学力基準（予定） 

第一種（無利子）：高等学校 1年から申込時までの成績の平均値が 3.5以上 

第二種（有利子）：学業成績が平均水準以上 

共通基準：特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者 

○家計基準（予定） 

 第一種（無利子） 第二種（有利子 3％） 

月次貸与額 3 万～6万 4千円／月 
（自宅通学/自宅外通学、 

私学/国公立大学で異なる） 

2 万～12 万円／月 

入学時特別増額 10万～50万円 

2020年度進学者 大学等奨学金予約について 

文部科学省認可通信教育 
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2020 年度大学進学予定者で、給付型／貸与型奨学金予約を希望する方は、事務部 宮坂

（0120-917-840）まで連絡をください。 要項が到着次第 （6月以降の予定）、郵送いたします。 

国の大学等無償化施策により

利用しやすくなります。 



事務部 宮坂 あき 
 

沖縄県は、返済義務のない給付型奨学金「沖縄県県外進学大学生奨学金制度」を募集します。関心・

ご希望のある方は、事務部 宮坂（0120-917-840）までお知らせください。募集要項・申請様式が学校

に到着しだい次第、郵送いたします。 

 

●応募資格 

・保護者、生徒が沖縄県在住であること 

・高校入学から出願時までの評定平均が 4.0 以上 

・経済的な理由で県外大学支援が困難な世帯の生徒 

・2020 年度に文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望す

る生徒 

●採用予定人数・給付額（予定） 

・県全体で２５人程度を予定 

・入学支度金３０万円以内、奨学金を月額７万円以内 

●選考方法（予定） 

・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う 

・第２次選考として面接審査を行う 

・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格

し、入学することによって給付型奨学金を受給する 

●スケジュール（予定） 

・平成 31 年度初めに沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定 

 

事務部 宮坂 あき 
 

かつて日本育英会が行っていた高校奨学金事業は、各都道府県に移管されました。現在では、都道府

県やその所管する公益法人が高校奨学金事業を継承実施しており、お住いの自治体により支給要件や支

給額が異なっております。 

また、都道府県以外にも政府機関・自治体・公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。

かつ、その内容も一般型・留学支援・新聞少年など就労支援・特定の地域限定など多岐にわたっていま

す。それら多様な奨学金等を紹介する Webサイトをご案内いたします。興味のある方は、次の URLにア

クセスして各奨学団体の募集案内をご照覧ください。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・

成績証明・推薦状が必要となった場合は、クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。 

 

奨学金.NET > 全国の高校生がもらえる奨学金の一覧 

https://xn--kus49bd41h.net/high.html 

沖縄県県外進学大学生奨学金制度について 

高校奨学金について 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 平良 亮 
 

 

国および都道府県は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高

等学校教育にかかる家庭の経済的負担の軽減を図っています。昨今、修学支援の制度が新設・拡充

されてきましたので、各種修学支援制度の概要と生徒さん・保護者様から見たスケジュールをご案

内します。 

 

 

 

●制度の目的：高等学校等就学支援金の支給により授業料負担を軽減することで、高等学校教育に

かかる経済的負担の軽減をとおして、国民の教育の機会均等を図る。 

●制度の主体：「高等学校等就学支援金に関する法律」に基づく国の制度です。制度利用の審査・支

給決定は国の委託をうけた沖縄県が行います。 

●制度の概要：保護者の所得状況（年収約910万円未満）に応じて授業料負担を軽減します。1単位

当たり4,812円～授業料額を上限に、学校を通じて授業料軽減に充てられます。 

 八洲学園大学国際高等学校では、入学時や追加科目登録時に、授業料を高等学校等就学支援金

支給見込み額で相殺して請求しています。また、低所得世帯への加算支給や年度途中での支給

額の変更決定があり支給が増額される場合は、生徒さん保護者様ご指定の銀行口座に見込み額

との差額を振り込む形で支給しております。 

※ 県の決定により支給が減額または取消しとなった場合は、差額分の授業料を追加徴収いたします。 

●支給額・支給要件： 

 

 

 

 

※授業料との事前相殺は原則 基本支給見込み額（4,812円／単位）で行いますが、非課税世帯については特例とし

て加算支給見込み額とあわせて相殺しております。 

●制度の利用：受給には申請が必要です。入学時に当校を通じて沖縄県に「高等学校等就学支援金

受給資格認定申請書」と保護者の市町村民税課税証明書を提出し、「高等学校等就学支援金受給

資格認定」を受けます。在学中は、毎年６月に「収入状況届出書」と市町村民税課税証明書の

提出が必要です。 

 

 

 

 

修学支援制度の利用について 

文部科学省認可通信教育 

高等学校等就学支援金 

【主な支給要件】 

・支給対象単位数の上限：74単位 

（前籍校での履修単位数を含む） 

・年間の支給対象単位数：30単位 

・支給期間の上限：48月 

（前籍校での在籍期間を含む） 

【支給額】 

・年間所得910万円以上：支給対象外 

・   590万円以上～910万円未満：4,812円／単位 

・   350万円以上～590万円未満：7,218円／単位 

・   250万円以上～350万円未満：8,000円／単位 

・  250万円未満 または 生活保護世帯：8,000円／単位※ 
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ゆんたく５月号（５月２９日発送）に「収入状況届出書」様式を同封い

たします。新入生・在校生ともに、６月中に必ず「収入状況届出書」 

「平成３1 年度市町村民税課税証明書」の郵送提出をお願いします。 

※提出されないか著しく遅れた場合は、７月以降の高等学校等就学支援金支給が

減額または打ち切りとなり、授業料の追加徴収となる場合があります。 



 

 

 

●制度の目的：全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費の負担

を軽減するため、高校生がいる低所得世帯を対象に支援を行う。 

●制度の主体：学校の所在地に関わらず、保護者の住所地にある都道府県が経費の一部に国の補助

を受けて行う各都道府県独自の制度です。 

●制度の概要：非課税世帯を対象に行う返済不要の給付金で、保護者の住所がある都道府県より保

護者の指定する銀行口座に給付金が直接振込まれます。 

 都道府県により支給要件・申請先・申請方法、申請期間が異なります。基本は、保護者が自ら

住所のある都道府県で申請手続きをとる必要があります。ただし、沖縄県など都道府県から当

校宛に一括取りまとめ依頼のあった場合は、当校へ申請を出していただきます。 

●支給額・支給要件 

 

 

 

●制度の利用：受給には申請が必要です。毎年６月から7月に各都道府県の案内・要項が公開されま

したら、受給対象となりうる保護者様宛に個別に郵送いたします。 

 

 

●制度の目的・主体：高等学校等を中途退学した後、再び私立高等学校等で学び直す方に対して、

高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給

することで、教育の機会均等を図ることを目的とし、沖縄県が経費の一部に国の補助を受けて

行う沖縄県独自の制度です。 

●制度の利用：在学中の生徒が新たに制度利用可能となった際は、当校より個別に案内します。当
校を通じて沖縄県に申請手続きをとります。 

※６月中に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」と課税証明に基づいて、対

象の有無を判断します。提出が遅れた場合は、案内できない場合があります。 

 

 

●概要：日本政策金融公庫の「教育一般貸付」事業のことをいいます。年1.76％（平成29年11月10

日現在）程度の固定金利で350万円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでもネットから

利用申し込みをすることができ、手続き完了から２０日ほどで指定口座に送金されます。手続

きは、全国の日本政策金融公庫支店または日本政策金融公庫Webサイトで受け付けています。 

※返済は、15年以内の元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定） 

●詳しい資料は、ハローコール（０５７０－００８６５６）にご請求ください。 

奨学給付金制度 

【支給額】 

年額38,100円の一括支給 

（保護者銀行口座へ振込み） 

【主な支給要件】※都道府県により支給要件は異なります。 

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。 

・高等学校等就学支援金の支給対象である。 

・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。 

国の教育ローン 

学び直し支援制度 

文部科学省認可通信教育 
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環境保健部 平安山 智子 

 

「春眠あかつきを覚えず」（春は、朝になったのに気づかず眠り続けてしまう）は、１３００
年前の中国で詠まれた有名な詩「春暁」の一節です。現代の日本での生活でも、春の朝は、寝坊を

したり寝足りなく感じがちですね。また、春はなんとなくけだるい季節でもあります。そこで、季

節の変わり目でも体調を維持し、一日を有意義に過ごすためのコツや仕組みを紹介します。 

 

 

文部科学省認可通信教育 
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《健康だより》生活リズムを整えて体調維持 
 

保護者の方へ 

生活リズムの不調は、家族で家庭生活を見直す

ことで回避・克服できます。 

・毎日同じ時刻に起きしっかり朝食を取る。 

（週末の夜更かしや遅起き、ブランチはしない） 

・土日や休みの日の日程は、家族で話し合って

決め、目標やスケジュールに沿って活動する。 

・ゲーム機などの利用や通話・通信をしてよい

時間帯について合意・ルールを作る。 

・日頃のこどもの生活時間をよく把握する。 

・おはようの挨拶を掛け合い、家族でコミュニ

ケーションを密に取る。 

【 春の朝が眠く、秋は夜更かししやすい理由 】 

・地球の自転軸が傾いた状態で太陽の周りを公転

しているという宇宙の天体現象が、春の眠さの原

因です。日出の時刻の季節変化と日没の時刻の

季節変化が中緯度の日本では約２時間ずれて進

行してゆきます。他方、ヒトの体内時計は２４時間

刻みなので、春と秋にずれが生じます。 

・秋は、日出の時刻がほとんど変わらないのに日没

が急速に早くなるので、（体内リズムと生活リズム

のズレが大きくなり）夜を長く感じたり、眠くならな

いのでついつい夜更かししがちです。 

逆に春は、日没時刻に比べて日出時刻が急速に

早くなるので（逆方向にズレが生じて）、朝が起き

られなかったり、起きても寝足りなく感じます。 

【 春・秋をうまく乗り切るコツ】 

・就床（ベッドに入る）時刻を日々固定する。 

・毎日、朝～昼に運動をして、体内時計を季節の変

化に同調させる。 

・土日やバイトのない日でも、朝は同じ時刻に起床

して朝ごはんを食べ、体内時計の乱れをリセット

する。 

【 体内リズム失調のサイン 】 

次の症状が続くようなら、体内の２４時間リズムが乱

れています。自分の体調や生活スタイルをかえりみて

みましょう！ 

・睡眠障害:寝付きが悪い、寝たい時に寝られない、寝

てもすぐ途中で起きてしまう、寝た気がしない 

・消化器症状:食欲不振、胃の不調、吐き気、唾気 

・精神症状:いらいらする、集中できない、ぼんやり、頭

重感、疲労感、 

【 五月病は恐ろしい！ 】 

・春先は、環境が大きく変わったり年度初めということ

で心身が緊張しています。だから、多少の無理も利

けば、少々の体内リズム失調や寝不足も乗り越えら

れます。 

・ところが、体に緊張を与えている抗ストレスホルモン

分泌は、最大１カ月しか続かないので、５月の連休

あたりで無理が利かなくなり、連休中にゴロゴロして

いることで抗ストレスホルモンが枯渇し、急激に気力

が減退し、疲労感や脱力感が強くなるとともに朝が

弱くなります。 

・回避法は、①日頃よりムリをしない。②ストレスを少

しずつ解消する方法を見つける。③生活に活動／

休息のメリハリをつけることが早道です。 

【 春のけだるさは要注意！ 】 

・春がけだるいのは、四季のある日本では、春の暖

かさで（体熱を作り活力を上げる）甲状腺ホルモン

の分泌が冬に比べて減少してくることによる生理

現象です。花粉症のある方は、副交感神経が強く

刺激されるので、けだるさがいっそう増強されま

す。 

・このけだるい状態が続くと、インスリン様ホルモン

による体内の糖新生作用が強くなって、肥満やむ

くみを起こしやすくなります。 

・克服するには、目標をもって仕事や勉学に取り組

んだり、スポーツや習い事などに真摯に打ち込む

ことが一番よい対処法となります。 

 



          近年は、凄惨な児童虐待事件の報道が相次いでいます。

幼少期の子どもは、親との愛着関係の中で心身や社会性を

発達させてゆきます。 

 

母性剥奪や親による児童虐待は、その期間の子どもの発達

の歪みや停滞だけでなく、その後の思春期・青年期の発達や 

社会適応にも負の強い影響を与えつづけることが分かってきました。 

 

そこで、生理心理学な観点から、中高生の学校不適応の一因としての『愛着

障害により形成される二次障害（独特の性格形成、攻撃性、疎外感など）』に

ついて紹介してゆきます。 

 

 

 

 

 

校長 中村 成希 

 

 

 

～中高生の学校不適応の一因としての発達二次障害～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

２７ 

◆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：６月１日（土）１４～１６時（１３：３０受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要） 

◆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：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学准教授 博士（医学） ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

【職歴】岡崎国立共同研究機構 生理学研究所、ドイツ国ハンブルグ大学

生理学研究所、茨城大学、茨城県教育庁を経て現職。 



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 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【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） 

２９ 

・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！ 
 

５月沖縄北部学習会（本校） ５月１３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。 

※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) 3年次(γ) 

●1時間目 
 

合同体育α・β・γ（食堂） （10：10～11：30） 

●昼休み 

★コンビ二まで学校バスで送迎します。 （11：30～12：30） 

●2時間目 

合同体育α・β・γ（食堂） （12：40～14：00） 

●3時間目 

学習会 （14：10～15：30） 



 

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 水 天皇の即位の日 16 木  

2 木 国民の休日 17 金 ５月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

3 金 憲法記念日 18 土  

4 土 みどりの日 19 日  

5 日 こどもの日 20 月 
５月スクーリング返送書類必着 

６月スクーリング申込〆切（必着・17：00迄受信受付） 

6 月 振替休日 21 火 ５月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

7 火 ５月スクーリング申込〆切（必着・17：00迄受信受付） 22 水  

8 水  23 木 ６月スクーリング詳細発送 

9 木 ５月スクーリング詳細発送 24 金  

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 ●５月スクーリング● 

13 月 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 28 火  

14 火  29 水 ゆんたく発送 

15 水 ６月スクーリング申込〆切（消印） 30 木  

   31 金 成績発送 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

