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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。 

 



事務部 番場 晴美 

 

 間もなく夏本番(*^_^*)かき氷が美味しく感じられる季節がやってきます
ね。夏といえばお祭り🎶みなさんの住んでいる地域の夏祭りはどのようなも
のでしょうか。祭りは、みなさんに『病気や災害』がやってこないように祈
願する意味が込められているようです。夏祭りを楽しむ中で、様々な願いが
込められている事も感じながら過ごす事が出来たらいいですね。 
 沖縄の海は夏が一番きれいだなと感じています。スクーリングに参加した
際は、学校から眺める海の景色・水平線の景色をぜひご堪能ください🎶 
みなさんと共に同じ景色をみる事が出来る日を、副担任の新垣希先生と楽し
みに待っています(*^_^*) 

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！沖縄は梅雨ですよ～ じめじめした日が続いております

( ﾉД`) 不安定な天候が続くと気分もすっきりせず、体調を崩しがちです。 

体調管理が大変な時期になりますが、規則正しい生活を 

心がけていきましょう。梅雨の時期になると、外に出る 

のが億劫になりがちです。自分なりの室内でもリフレッ 

シュできる方法を見つけ、梅雨時期も有意義に過ごしま 

しょう♪♪ 

まだまだ梅雨の時期で、ジメジメ天気が多い沖縄ですが、３・４番クラスの皆

さん元気にすごしていますか？  

担任になって、約 3 か月。まだまだ、私自身、学ぶ事が沢 

山ありますが、一つひとつ目の前の事を必死にこなしてい 

る毎日です。みなさんも、自分のペースで自宅学習を進め 

ている事と思いますが、何かわからない事があれば連絡く 

ださい。目標達成できるように、一緒に頑張りましょう!! 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●） 

課題を進めていて分からないことや、スクーリングに関して不明なことがあ

れば、担任の比嘉まで必ずご連絡ください。 

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(^^)/沖縄は梅雨に突入し、洗濯物をコインランドリー

の乾燥機で乾かす日々が続いています。洗濯物は太陽の下で干したい平安山

は少し残念な気持ちです・・・。さて、皆様のお手元には教材が届き、ぼち

ぼち自宅学習を始めている頃かと思います。暑いときにエアコンのきいてい

る部屋で勉強をするとはかどりますので試してみて下さいね！また、困った

事やわからない事があればいつでも相談してください♪電話、メールで皆様

からのご連絡お待ちしています(^_-)-☆ 

 

芸能スポーツ/海外クラスの皆さん、全国的に暑い日が続いていますがいか

がお過ごしでしょうか。オリンピックの観戦チケットが発売になり、私も行

きたいー！！と思っていたら、あっという間に販売期間が過ぎてしまいまし

た・・・(‘◇’)ゞ 実はこう見えて保健体育科の教員なので、スポーツが大

好きなんです♪日本で開催される 2020 年の東京オリンピックが今から待

ち遠しくてワクワクしています。おそらくテレビ観戦になるだろうと思いま

すが、精一杯楽しみたいなと思います。 

副担任 玉城 健一 

 



事務部 番場 晴美 
 

 

５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 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 物をつくることが好きなのでとても楽しくつくらせていただきました。 

☺ 人数が少なく、宿舎に泊まっている子達と仲良くなれて良かったです！ 

☺ 最後のスクーリングが今までのスクーリングの中で 1番楽しかった。 

☺ 「ものづくり」は難しかったけどやりがいがあって面白かった。 

☺ 身近なもので様々な作品を作ることができると知れたので良かったです。 

☺ 学校にいるワンちゃんが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。 

自自自由由由参参参加加加ののの   
オオオプププシシショョョンンン   
海海海洋洋洋博博博公公公園園園   

立立立体体体絵絵絵カカカーーードドド   

休休休みみみ時時時間間間♪♪♪   

ウウウミミミガガガメメメ館館館   

くくくるるるくくくるるるレレレイイインンンボボボーーーととと   
シシシャャャドドドウウウボボボッッックククススス   

ススストトトロロローーーととと輪輪輪ゴゴゴムムムででで   
テテテンンンセセセグググリリリテテティィィづづづくくくりりり   



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校を卒業後、沖縄県立芸術大学（音楽学部琉球芸能専攻舞踊組踊

コース）に進学しました「猪野屋 楓（いのや かえで）」君の舞台がありますので御案内し

ます。（彼は、高校在学中、沖縄タイムス伝統芸能選考会「舞踊の部」新人賞・琉球古典音

楽器楽「太鼓の部」優秀賞等の活躍をしており、功労賞の授与生徒さんでした。） 

 

卒業生の活躍「琉球舞踊」 

文部科学省認可通信教育 

４ 



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校と美容専門学校（高等課程）のダブルスクールで美容師国家資

格を取得し、人気口コミランキング全国 1 位の美容院 MINX の原宿店に就職した「鈴木 杏

奈（すずき あんな）」さんから嬉しい連絡がきました。なんと MINX 史上最速、最年少で

スタイリストデビューを果たし、トップデザイナーとして頑張

っているそうです。これからも美容業界で活躍して下さい。（本

人掲載了承済み） 

 

八洲学園大学国際高等学校は、３校の美容専門学校（福岡理容

美容専門学校（福岡県）・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））

と学務提携をしており、高校とのダブルスクールが可能です。

また、高校卒業後も進学の為の指定校推薦枠を頂いています。

興味のある方は担任までご連絡下さい。 

 

事務長 平良 亮 

生徒さん・保護者様の住所や氏名が変更になった場合や変更予定のある場合は、「住所・氏名変更

手続き」をしてください。手続きを怠ると、学校から発送する成績や教材の文書が届きません。 

（特に教材配送は、宅配業者の配荷となるため郵便局の転居届手続きをしていても到着しません。） 

 

変更の手続きについては、担任の先生に相談いただくか、「学習の手帳」54～55ページをご覧くだ

さい。また、生徒さんの住所・氏名を変更する際は、あわせて生徒証の再発行手続きをおすすめし

ます。 

「美容師として頑張っている卒業生」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 

住所・氏名変更手続きについて 



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は、年間受講者数が約２７，６００人の介護資格専門スクール

日本 No.1「未来ケアカレッジ」と提携しており、『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー

２級）』の講座を関東、東海、関西、九州エリアの在校生・卒業生・保護者の方も八洲学園

価格（３万円～５万円程度）での受講が可能です。また、未来ケアカレッジで介護職員初任

者研修を取得すると、本学の科目「校外技能取得」に読み替える事ができます。 

 

※１）詳しくは「学習の手帳（３１ページ）」をご参照下さい。 

※２）介護関係での八洲学園提携資格は「身上監護士」もあります。 

※３）興味のある方は、資料を送りますので各担任までご連絡ください。 

 

『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』のご案内 

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「＋α コース」内の『農業体験・研修コース』で「日本農業

実践学園」と提携しています。このコースは、農業に関心がある、農業を仕事にしたいけど

経験がない。そういう方にお勧めしています。農業実施場所の日本農業実践学園は、茨城県

水戸市にあり、プロの農業者を育てる学校として９０年以上の歴史を誇ります。 

 

短期農業体験コース（５泊６日）は、６種類

の作目（稲作・野菜・有機野菜・水耕栽培・畜

産・農産加工）から選択できます。参加費用（内

訳：食費（３食）、宿泊費、研修費、事務経費、

傷害保険料）は、八洲学園大学国際高等学校の

在校生は「１１，０００円」に減免されます。

（卒業生、保護者の方も参加可能ですが、参加

費は本来の２５，０００円になります。） 

 

また、在校生が５泊６日を修了すると、八洲

学園大学国際高等学校の科目「校外技能取得」

に読み替えることができます。 

【※学習の手帳（３１ページ）で読み替え詳細

をご確認下さい。】 

 

 農業体験への参加時期は随時可能ですので、

興味のある方は各担任まで問い合わせて下さ

い。資料を発送させて頂きます。 

 

 

「農業体験・研修コース」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

７ 



進路指導部 横田 裕美 

職業体験講座 
 

８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⇒８月２８日(水) 

●開催時間⇒１４：１０～１５：３０ 

（注）時間厳守でご参加下さい。 

（注）在校生のみ対象です。 

 

※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。 

 

 

●実施予定内容 

（１）理学療法体験（車椅子等の移動体験・テーピングの巻き方など） 

（２）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） 

（３）美容分野体験（メイク体験を行います） 

（４）写真分野体験（ミニスタジオ(教室)にてフォトグラファー体験） 

 

※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 
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 就職・進学に関して、今から少しずつ出来る事を始めてい

きましょう(*^_^*)職業体験講座が、将来につながる大切な時

間となりますように🎶教職員一同応援しています。 



事務長 平良 亮 

 

９月下旬から、大学・短期大学・専門学校・就職等で「面接試験」が始まります。スーツ着用で

の受験も可能ですが、制服を着て受験を希望する方は、至急、本学事務部（0120-917-840）へご連

絡ください。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまでに１か月以上かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 

 ５月着任の新任教員を紹介します。 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

新任教員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

新垣
しんがき

 希
のぞみ

（９・０番クラス副担任） 

担当教科：保健体育 

趣味：カフェ巡り(食べ歩き) 

出身地：沖縄県本部町 

初めまして！新垣希です。八洲学園大学国際高等学校がある、沖縄県本部町の

出身です。本部町には、最高の景色と美味しい食べ物がたくさんあります。 

一押しは、本部町の真っ赤な夕日です♪私は、何度もパワーをもらいました。

スクーリングや学校説明会で、生徒のみなさんも、本部町から色んなパワーを

もらって下さいね(^^)/ お会い出来ることを楽しみにしています。 

 
 

９ 



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。 
 

 今年度からの給付型奨学金は、学校ごとの推薦枠（推薦人数の上限）が撤廃され、一定の要件を満た

せば給付奨学金の対象予定となりますのでぜひご検討ください。 

 なお今年度の予約採用募集は１回限り（８月末学校〆）となりますが、今回予約手続きができなかっ

た場合も進学後に給付・貸与ともに在学採用の募集があります。その際は進学先での手続きとなります。 

 募集要項及び申込書類一式の請求は事務部宮坂（0120-917-840）までご連絡ください。ご自宅へお送

り致します。 

 

■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した。 

詳細は、機構のホームページにおいても最新情報が掲載されております。 

アドレスは https://www.jasso.go.jp/index.htmlとなっております。 

○家計基準 

１．家計支持者が住民税(所得割)非課税であること 

２．家計支持者が住民税（所得割）非課税世帯に準ずること 

  （１．２．ともに世帯人数において年収の目安が異なります。詳細は申込書類をご覧下さい。） 

機構のホームページに掲載されております「進学シュミレーター」で対象であるかどうか、また対象

の場合の給付額の確認もできます。（給付額は世帯状況の他、自宅外・自宅通学により異なります。） 

○学力・資質基準 

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） 

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 

○貸与額（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 

１０ 

https://www.jasso.go.jp/index.html


事務部 宮坂 あき 

高校生やその保護者を支援するための奨学金（給付型、貸付型）・教育ローンは、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。また、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。 

 

http:// 奨学金.Net/ 

 

 

 

 

 

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。なお令和元年度の募集要項は７月上旬に正式決定されますので、 

以下の概要は昨年度の内容を掲載しております。ご希望の方には７月以降、県から資料が到着しだいの 

送付とさせていただきます。 

 

●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 

 

沖縄県県外進学大学生奨学金制度について 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

奨学金・教育ローンの紹介 Webサイトのご案内 



環境保健部 平安山 智子 

 

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2018年7月に成立しました。この改正法により、

学校・病院等には2019年7月1日から原則敷地内禁煙が義務づけられるなど、非喫煙者や青少年をタバコの

害から守る取り組みが本格化しています。そこで、喫煙・受動喫煙の体への影響やニコチン依存症について

特集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》喫煙・受動喫煙の健康被害 

文部科学省認可通信教育 

【生徒さんへ】 

・高等学校は健康増進法に定める受動喫煙防止施設

です。当校では、成人であっても学校構内および

スクーリング活動中の喫煙を禁じています。また、

高等学校は健康増進法に定める「健康増進事業実

施者」として、受動喫煙防止などの教育・啓蒙活

動を行う責務を負っています。 

・当校の５泊６日または７泊８日の短期集中スクー

リングは、自宅での喫煙者が禁煙に踏み切る良い

機会です。当校も、実費で市販の「禁断症状緩和

薬（ニコチンパッチ）」を融通するなど、生徒さん

の禁煙行動を支援いたします。 

青年期は、禁断症状が強く現われるので喫煙しだすとニコチン依存症 

（タバコ中毒）になりやすく、いっそうニコチン依存症が深刻になる傾向があります。 

 健健康康だだけけじじゃゃなないい  

喫喫煙煙ののデデメメリリッットト！！  
⚫ 歯が黄色くなる 

⚫ 口臭が強くなる 

⚫ 化粧のノリが悪い 

⚫ ご飯がマズい 

⚫ 声が枯れやすくなる 

⚫ 髪の毛や衣服がヤニ臭い 

⚫ 息切れやドキドキ 

⚫ 出費がかさむ 

 
加加加熱熱熱式式式タタタバババコココももも危危危ななないいい！！！   

 「iQOS（アイコス）」や「プルーム」といった加熱

式タバコは若者を中心に流行っていますが、

「紙巻たばこ」と同等の健康リスクがあることが

指摘されており、煙中のニコチンは紙巻タバコ

と同等の含有量です。受動喫煙の健康リスク

も紙巻タバコと同等とのことです。 

喫喫煙煙開開始始年年齢齢がが若若いいとと、、  
そそのの後後のの人人生生ににおおいいてて  

・・喫喫煙煙本本数数がが多多くくななりり  

・・ニニココチチンン依依存存度度ががよよりり重重篤篤でで  

・・禁禁煙煙がが成成功功ししづづららくく  

・・喫喫煙煙年年数数やや生生涯涯喫喫煙煙量量がが多多くくななりり、、  

・・そそのの結結果果、、死死亡亡やや疾疾病病発発生生リリススククがが

増増加加ししまますす。。  

人生によいことのない喫煙です。 

その場の雰囲気に流されず、 

よく考えて生き方を選びましょう！ 

女女性性ののリリススクク！！  
・・乳乳ががんん・・子子宮宮頚頚ががんん  

・・早早産産やや流流産産  

・・難難産産、、異異常常出出血血  

・・冷冷ええ性性  

・・肌肌荒荒れれ  

・・不不妊妊  

１２ 



 

 

 

１３ 

【保護者の方へ】 

・「未成年者喫煙防止法」３条により、保護者が未成

年の喫煙を制止しない場合は科料に処されます。 

なによりも、未成年はタバコの健康被害が大きい

という観点から、家庭教育・指導をお願いします。 

・健康保険で医療機関の禁煙治療が受けられます。

成人・未成年を問いません。受診中は禁煙を継続

するためのアドバイスや飲み薬、ニコチンパッチ

の処方を受けることができます。 

・当校は「八洲学園大学国際高等学校寄宿舎管理規

定」において、スクーリング中の飲酒喫煙を厳禁

としています。判明した場合は、スクーリングの

参加が無効となり即刻帰宅となります。 

◆記事取材協力◆ 

長谷彰 医師（長谷内科医院院長、神奈川県 

内科医学会・神奈川禁煙・分煙推進委員

会委員長） 

山代寛 教授（医学博士、沖縄大学副学長、 

那覇市医師会禁煙推進委員、第 8回 

日本禁煙学会学術総会会長） 

文部科学省認可通信教育 

 軽いタバコも害は同じ！ 
いいわわゆゆるる「「軽軽いいタタババココ」」はは、、タタババココ葉葉のの成成分分はは

普普通通ののタタババココとと違違いいははあありりまませせんんがが、、フフィィルルタタ

ーー部部分分にに空空気気穴穴をを設設けけてて主主流流煙煙をを薄薄めめてて吸吸っっ

てていいるるののでで軽軽いい口口当当たたりりにに感感じじまますす。。  

たただだしし、、吸吸いいききるるままででにに吸吸いい込込むむ煙煙のの総総量量はは

変変わわりりまませせんんののでで、、体体にに入入るる有有害害成成分分のの量量やや

体体へへのの有有害害ささはは決決ししてて軽軽くくあありりまませせんん。。  

ニコチンの神経作用 
タバコを吸うと、ニコチンの向神経作用

で一時の鎮静が得られますが、１５分後

くらいからは興奮作用が現れはじめ、か

えってイライラ感が増し、喫煙後１時間く

らいは神経興奮が醒めません。 

ニコチン中毒が進むと、鎮静作用の持続

時間が短くなってくるので、チェーンスモ

ークへ走りやすくなります。 

ニコチン依存症は、成人では初回喫煙

から 2年～10年で形成されますが、未

成年者は初回喫煙 2週間から 2 ヶ月で

成立します。 

一酸化炭素の害 
タバコの有害成分は、ニコチン以外にも

発がん物質であるタール、そして一酸化

炭素（CO）があります。 

酸素不足でスタミナが低下するだけでな

く、血管壁や心臓の弁を痛め、動脈硬化

や心臓疾患の原因となるばかりでなく、

脳血管症障害のリスクを高めます。 

禁煙外来では、患者さんの血液中の CO

を測ることで、禁煙治療の効果判定をし

ています。喫煙者が禁煙を始めて CO正

常値に戻るのに１週間から数週間を要

します。 

受動喫煙：副流煙はもっと危険 
タバコを吸っている本人はフィルターを通して煙を吸っていますが、 

タバコの先から出る副流煙は、一酸化炭素、ニコチン、タールの量

が多く有毒性が高いうえに、紫煙粒子も細かいので肺に沈着しや

すいので、まわりの人は大変危険です。 

繁華街や遊興施設には極力近づかない／喫煙者の自宅にうかが

うときは喫煙を「ノー」と断るなど、身を守る努力をしてください。 

吐き出したタバコの白い煙

は、粒径が大きく湿ってい

るので、髪の毛や皮膚・服

に付着・沈着しやすく、タバ

コの臭いや黄ばみが取れに

くいです。 



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 

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 

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 

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！ 
 

７月沖縄北部学習会（本校） ７月４日[木] 

・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。 

※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 国語表現

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

12限 17：40～18：20

夕食 18：20～19：30

13限 19：40～20：20 数学Ⅰ

14限 20：20～21：00

15限 21：10～21：50

16限 21：50～22：30

社会と情報 コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅰ 家庭総合

美術Ⅰ 化学基礎
科学と
人間生活

体育α 体育β 体育γ

科学と
人間生活

コミュ
英語Ⅰ

家庭総合

7/4(木) 3年次（γ）

コミュ英語基礎 古典Ｂ

書道Ⅰ 地学基礎

生物基礎



 

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 ８月①S 申込〆切（必着・17：00迄受信受付） 

2 火  17 水  

3 水 ●７月スクーリング：７泊● 18 木  

4 木 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 19 金 ８月①S 詳細発送 

5 金 ●5泊コース● 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月  23 火  

9 火  24 水 ８月②S 申込〆切（消印） 

10 水 
 

 
25 木  

11 木 ８月①S 申込〆切（消印） 26 金 ８月①S：ＲＨ提出〆切 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ８月②S 申込〆切（必着・17：00迄受信受付） 

15 月 海の日 30 火 
８月①Sキャンセル返金可能〆切 

８月①S 返送書類必着 

   31 水 ゆんたく発送・成績発送 

 

 

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 
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