
文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｐ２－３   ６月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   ７月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―ジ 

・ ｐ７     「保護者＆卒業生の資格取得」のご案内 

・ ｐ８－９   令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０－１１ 卒業生シンガーの１ｓｔアルバムリリースのご紹介 

・ ｐ１２    進路だより ～入試方法について～ 

・ ｐ１３    令和元年度前期卒業証明書授与式について  

／ 2020年度進学者 大学等奨学金予約について 

・ ｐ１４－１５ 指定校推薦入試・校内選考申込について 

・ ｐ１６－３１ 指定校推薦一覧 

・ ｐ３２    ８月講演＆勉強会 

・ ｐ３３    《連載 健康だより》薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 

・ ｐ３４－３５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ８月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ３６    ８月行事予定 

令和元年７月３１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。 

 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

沖沖沖縄縄縄のののおおお菓菓菓子子子作作作りりりににに挑挑挑戦戦戦！！！   

入入入校校校式式式のののコココーーースススタタターーーづづづくくくりりり   

沖沖沖縄縄縄ののの郷郷郷土土土料料料理理理「「「ヒヒヒラララヤヤヤーーーチチチーーー」」」作作作りりり♪♪♪   
『『『ヒヒヒラララヤヤヤーーーチチチーーー』』』ははは“““平平平くくく焼焼焼くくく”””ととといいいううう
意意意味味味ででですすす。。。   

沖沖沖縄縄縄ののの代代代表表表的的的ななな家家家庭庭庭のののおおおやややつつつ
『『『ちちちんんんびびびんんん』』』作作作りりり♪♪♪   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 簡単なお菓子から始まり、しっかりとした餃子まで作れて非常に楽しく勉強になりました。 

☺ 沖縄の食材が使われているところも沖縄の子と仲良くなるきっかけになりました。 

☺ 初めて作るものばかりでとても勉強になりました。家でも作ります(^^)/ 

☺ 今までの特別活動で一番楽しかった。作るだけじゃなくて食べれるから 

満足感があった。 

☺ 海苔巻きをあんな大人数で巻いたのが楽しかったです！ 

☺ ちんびんが美味しくてお土産にちんびんミックスを買っちゃいました(^_-)-☆ 

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。 

３ 

文部科学省認可通信教育 

テテテーーーマママののの看看看板板板前前前ででで、、、はははいいいポポポーーーズズズ✌✌✌   

オオオプププシシショョョンンン   
JJJAAA フフファァァーーーマママーーーズズズででで   
“““とととうううがががんんん”””ととと   

オオオプププシシショョョンンン   
御御御菓菓菓子子子御御御殿殿殿前前前にににててて   

教教教室室室棟棟棟前前前にににててて   体体体育育育ででで海海海水水水浴浴浴   

巨巨巨大大大海海海苔苔苔巻巻巻きききににに挑挑挑戦戦戦！！！   
全全全長長長１１１０００ｍｍｍ以以以上上上あああっっったたたよよようううななな………？？？   

バババススス前前前ででで、、、はははいいいポポポーーーズズズ✌✌✌   



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

体体体育育育ののの授授授業業業ででで海海海水水水浴浴浴   

体体体験験験ダダダイイイビビビンンングググ   

ダダダイイイビビビンンングググ最最最高高高   

シシシーーーカカカヤヤヤッッックククののの乗乗乗りりり方方方ははは陸陸陸ででで確確確認認認   

シシシーーーカカカヤヤヤッッッククク体体体験験験   

男男男女女女ペペペアアアでででシシシーーーカカカヤヤヤッッッククク   シシシーーーカカカヤヤヤッッックククののの集集集合合合写写写真真真   

海海海中中中でででポポポーーーズズズ   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ シーカヤックは初対面の人とも仲良くなれたし日頃できない活動だったから楽しかった。 

☺ 自分の住んでいる県には海がないので海での体験ができて良かった。 

☺ 久しぶりにダイビングできて楽しかった。 

☺ シーカヤックは団結力があって良かったと思います。 

☺ はじめてシーカヤック乗ったり、海水浴したけど、めっちゃ楽しかった。 

☺ 沖縄の海は最高にきれいで、その海で友達もできて、とても素敵な授業でした。 

☺ シーカヤックでは、先生が丁寧に教えてくれたからわかりやすかった。 

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。 

５ 

   

文部科学省認可通信教育 

瀬瀬瀬底底底ビビビーーーチチチででで海海海水水水浴浴浴   

総総総合合合的的的ななな学学学習習習ののの時時時間間間   

オオオプププシシショョョンンン   
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   体体体育育育ののの休休休みみみ時時時間間間ににに   

休休休みみみ時時時間間間ににに職職職員員員室室室ででで   

少少少しししののの晴晴晴れれれ間間間ににに   
モモモモモモををを洗洗洗いいいままましししたたた   

食食食事事事風風風景景景   

体体体育育育ののの授授授業業業ははは町町町民民民体体体育育育館館館ででで   

海海海水水水浴浴浴ををを満満満喫喫喫   



事務部 板谷 幸恵 

 

暑い毎日が続いています。こんな時こそ、身体を大切にしながら過ごした
いものですね(*^-^*) 夏の風物詩として、風鈴・浴衣などがあります。見た
目・音・肌触りなど、様々な面から夏を楽しみつつ、身体に与える良い影響
もある風物詩を通して、暑い夏も素敵な時間となりますように🎶 

間もなく前期も終わりを迎えます。９月までに修得が必要な科目がある生
徒さんは、スクーリング参加申込を忘れずに行いましょう!! 未来へ進む一歩
となるよう、副担任の新垣希先生と共に、沖縄の空から応援しています
(*^_^*) 

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 

皆さん、こんにちは！沖縄は梅雨が明けました。日本各地で梅雨空が続いて
いるようですが、外出する際は気をつけてお出かけ下さいね。沖縄は夏真っ
盛りです。青い海、青い空が毎日キラキラ輝いています。そんな海も空も満
喫できるこの時期に、ぜひスクーリングに参加してみませんか？まだまだ申
込間に合います！ 
9 月がまだ申込受付中です。参加してみたい方、ぜひスクー 
リングに参加し、単位修得、沖縄の夏を堪能しましょう♪ 
（9 月で科目の有効期限が切れる方、ラストチャンスです） 

梅雨も明け、毎日暑い日が続いてますが夏バテなどしていないでしょうか？ 
今回は、私のストレス発散について。最近は、焚火をして 
ボ～っと火を眺めるのが発散法になっています。 
みなさんも、勉強に行き詰まったらうまくストレス発散を 
して、目標の高校卒業を目指しましょう！ 
自宅学習がいまいち進まない人は、いつでも学校へ連絡し 
てください。また、スクーリング時期も決まっていない人 
も連絡待ってます。相談しながら参加時期を決めましょう。 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは！！ 

学校のＨＰ上で、各スクーリング一覧を掲載していますので、どの月に参加

希望か一度検討してみて下さい！！スクーリング参加時期が決まりました

ら、必ず担任までご連絡下さいね。もし不明な点がありましたら、担任まで

どんどんご連絡下さい♪ 

最後に・・・教材が手元に届いて何から始めていいか分からない方は、まず

自分の得意科目からリポート作成を進めていきましょう!(^^)! 

みなさん、こんにちは(^^)/ 沖縄は、青い空と青い海を見ているだけで癒さ

れる季節がやってきました！8 月、9 月にスクーリングに参加しようと思っ

ている方は日焼け対策をお願いします。私は神奈川県の出身ですがはじめて

沖縄の夏の太陽を浴びた時、顔の皮が向けて大変悩んだことがあります。日

焼け止めやつばの大きめの帽子、サングラスや日傘など持参すると良いと思

いますよ。そして、熱中症にならないよう、こまめな水分補給と塩分補給に

も気をつけていきましょうね(^_-)-☆ 

皆さん、こんにちは！芸能スポーツ/海外クラス担任の島袋瑠美です(^∇^) 

最近は本を読む機会が少なくなり、読む本といったら絵本ばかりです。しか

し、大人になって絵本を読むと以外と楽しいものです。そこで皆さんに２冊

ご紹介したいと思います！１冊目は｢きつねのおきゃくさま｣です。この本は

きつねの心が変化していく様子に思わず涙してしまいます。２冊目は｢なつ

みはなんにでもなれる｣です。この本はなつみと母親とのやり取りが最高に

笑えます。オススメ絵本があればせび教えてくださいね(*^.^*) 

副担任 玉城 健一 



校長 中村 成希 
 

２０１９年３月に本学を卒業しました今村慶太君（鹿児島県出

身：右画像）から、『心理カウンセラー＆アートセラピスト』の資

格を無事に取得出来たよと連絡が来ました。 

 

八洲学園大学国際高等学校の「資格取得・専門コース」は、約３

０種類の資格を通信教育で取得が可能です。また、その八洲学園特

別受講料の対象は在校生だけでなく、卒業生、保護者の方も含まれ

ます。ご興味のある方は、「学習の手帳（３２～４３ページ）」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 

「保護者＆卒業生の資格取得」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

７ 

【受講期間】6 ヶ月 

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 



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、６月スクーリングに参加しました生徒さん達２名を表彰しましたのでご紹介します。

また、２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９回 全国鎌倉バレエコンクール（１７～２２歳の男女）第１位 山口ひな 

（画像：右から２番目） 

 

（※左から２番目の

小野田陽斗君は、「第

２回 パシフィッ

ク・インターナショ

ナル・バレエ・コン

ペティション

（PIBC）」で審査員特

別賞を受賞していま

す。） 

 

 

 

 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●GREAT COMPOSERS COMPETITION （ Rising Talents 

of Asia & Oceania Age Group V）ヴァイオリン

（アメリカ合衆国） 第１位 原田琳音 

●Quebec Music Competition(International 

Online) SENIOR SOLO CATEGORY ヴァイオリン 

（カナダ） THIRD PRIZE（第３位）原田琳音 

 

 

 

 

 

 

 

●Lion City Junior Squash Open 2019（Girls Under 

17）スカッシュ（シンガポール）優勝 渡邉安佑未 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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に在学中から活躍し、昨年、清水翔太さん・加藤ミリヤさんと

同じ事務所の妹的存在としてメジャーデビューをしましたシンガー・ソングライターの「大

城 美友（おおしろ みゆ）」さんの１ｓｔアルバムが、８月２１日にリリースされる事が

確定しました。アルバム収録曲「不器用なエンジェル」は、プリンセス プリンセスの岸谷

香さんが１９年ぶりにプロデュースを担当されており、大城美友自身の恋愛体験を元にした

恋愛新生ソングです。応援宜しくお願いします。（画像情報：所属事務所提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生シンガーの１ｓｔアルバムリリースのご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



 

 

 

 

 

 

 

１１ 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

ＡＯ入試 
 出願者の人物像を学校側の求める学生像と照らし合わせて合否を決める入試方法です。つまり、「大学

が求めている学生」が選抜されるのが AO 入試です。その大学に入りたいという強い熱意が求められて

います。 
 
 

推薦入試 
『人柄重視』の受験方法です。主に高校の評定などの書類審査や面接、小論文によって、受験生を総

合的に評価する選抜方法になります。推薦入試は大きく分けて『公募推薦』と『指定校推薦』がありま

す。(高校からの推薦状が必要となります。) 

 

【【公公募募推推薦薦】】  

高校の推薦基準と大学の出願条件を満たしていれば応募できますので、倍率が比較的高いです。 

 

【【指指定定校校推推薦薦】】  

自分の高校が指定校になっていると受験できる推薦制度です。逆に、自分の高校がその大学の指定校

になっていなければ受験はできません。 
 
 

一般入試 
『学力一発勝負』の受験方法です。基本的には国語・数学・英語などの主要科目の筆記試験またはマ

ーク試験です。高校で学習した知識を入試で問われることになります。 
 
 

センター試験利用入試 
 センターの受験科目を利用して複数の大学（同大学の複数学部学科も受験可能）を受けられるため、

受験生にとっては非常に便利な受験方法になります。 
 
 

【受験実施に関して】 

 各学校の受験実施傾向はＡＯ入試⇒②推薦入試⇒③一般入試⇒④センター試験利用入試の順番です。

(異なる場合もあるため、受験先の募集要項を必ずご確認下さい。) 
 
 

【センター試験利用入試の願書】 

 各学校を受験するための願書以外に、センター試験を受けるための願書も必要となります。センター

試験を利用される方は、センター試験出願時、下記の点にご注意ください。 

 

●今年度９月卒業(2019年 9月)⇒個人出願  ●今年度３月卒業(2020年 3月)⇒学校一括出願 

 

※センター試験のご案内は、8月号ゆんたくに掲載予定です。 

 

受験の際に、『調査書』や『推薦書』などの書類が必要となります。(学習の手帳Ｐ28、56参照) 

進路だより ～入試方法について～ 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

暑い毎日が続きますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回は、受験

方法に関する内容です。各学校の募集要項も必ずご確認下さい。皆さんの未来

が輝くものでありますように・・・(*^_^*) 



教務部 島袋 瑠美 
 

卒業証書授与式のご案内 

９月スクーリング最終日【９月１５日（日）】に、令和元年度前期卒業証書授与式を挙行いたします。

７月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７月３１日（水）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、今までを振

り返り、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！ 

令和元年度前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、高校生活の良き思い出になること間違いないと思います。少しでも、「やって

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 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。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/shogakukin/index.htmlとな

っております。こちらから閲覧できますガイダンス動画「【予約採用】奨学金を希望する皆さんへ」が 

大変わかりやすいものとなっていますのでぜひご覧ください。 

また他にもホームページ内にあります「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。）ホーム 

ページでの情報収集をお勧めします。 

 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。 
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２０２０年度進学者 大学等奨学金予約について 

 

制服について 

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


 

指定校推薦入試は、大学・短期大学・専門学校側から本校に対して入学者を推薦するように依頼の

ある入学選抜制度です。各学校ごとに推薦基準や推薦枠（募集人数）が決まっており、面接（一部小論

文あり）と書類審査の場合が多く、合格の可能性が高くなっています。 

指定校推薦対象者は、校内及び各学校の出願資格の条件を満たし、学校長の推薦を受けることがで

きる方となります。受験希望者はまず校内選考（作文・面接・成績で総合判定）を受けます。 

校内選考で選ばれた方は、志望校へ出願・受験をすることができます。その後、受験校から合否通

知が届き、合格すれば入学料等を納付し、本校を卒業することによって入学することができます。 

指定校推薦入試は、専願ですので入学辞退はできません。保護者の方とよく相談して、慎重に決めて

ください。また、合格しても、本校を卒業できなければ進学はできません。計画的に学習を進め、出来

る限り早い段階で卒業確定をするようにしてください。 

指定校推薦入試を受ける方は、八洲学園大学国際高等学校の代表となります。後輩の道を拡げるか、

または閉ざしてしまうかが、かかっていると言っても過言ではありません。合格しやすいという安易な

気持ちで希望するのではなく、まずは、なぜその学校に入学したいのか、その学部・学科で何を勉強し

たいのか、また卒業したらどうしたいのかなどしっかり面接で答えられるようにしてください。入学辞

退や入学後に退学すると翌年以降、指定校の認定を受けられず後輩に迷惑をかけてしまいます。志望を

検討する学校のオープンキャンパスに必ず参加し、しっかり考えて、校内選考に臨んでください。 

 

 

①『指定校推薦入試申込書』『志願理由書』『誓約書』『調査書・推薦書発行願』『自己ＰＲ』の提出  
・指定校推薦入試校内選考申込書と志望理由書は各担任に事前に連絡し、入手して下さい。 
・誓約書、調査書･推薦書発行願、自己ＰＲはコピーしてご使用下さい。 

(『学習の手帳』Ｐ２８、Ｐ５６、Ｐ５７) 
・提出期限：８月３０日（金）１７時必着 ※進路指導主事・横田（沖縄本校）宛 
※募集期間及び定員に余裕がある場合のみ、上記〆切後、随時募集する予定です。 

 
②校内選考 

 

 

 

 

※これらをもとに校内選考を行い、指定校受験者（校内選考合格者）を決定します。 
 
③出願 
●学校案内・資料を請求し、必ずオープンキャンパス等へもご参加下さい。 
●指定校推薦にはほとんどの場合、面接があります。服装（八洲の制服またはスーツ）・頭髪の色・装
飾品や言葉遣いなどにも注意しましょう。(面接練習を希望の方は、各担任までご相談下さい。) 

 

進路指導部 横田 裕美 
 

2019 年 9 月または 2020 年 3 月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思い

ます。今回は、指定校推薦・学校一覧（今後も対象の学校は増えることが予想されます）についてお知

らせします。8 月には、学校の HP に掲載します。ご不明な点は各担任まで連絡をください。今月号の「ゆ

んたく」では、指定校推薦入試の申込から入学手続きに至るまでの流れを掲載します。少しでも検討し

ている生徒さんは、必ずこの「ゆんたく」を保管しておいてください。 
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【 選考方法 】 

① 志望理由書：「この学校を選んだ理由と入学後の抱負」について(400字程度)。 
② 面接：来校できる方に関しては本校で面接を行います。来校が不可能な方は電話面接を行います。 
③ 成績：今年度前期単位認定試験までの成績（前籍校がある場合は前籍校分も含む）。 



 

１． 校長が推薦を認めること。 

２． 前期での単位認定を含めて修得単位数45単位以上を修得しており、リポートの提出状況やスクー

リング出席時間数を考慮して、今年度3月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３． 推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

４． 前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２.３以上あることを原則とする。それに満たな

い場合は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５． 入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。(専願) 
 

 ※ 上記『１･２･４･５』または『１･３･４･５』の４項目を満たす事が必要です。 

※ 上記校内推薦基準とともに、志望校の推薦基準を満たしていないと指定校推薦は受けられません。 

 

 

 

【指定校推薦校内選考(合格)後の流れ】 
・校内推薦面接合格後～ 

 ■ 学校からは以下の書類を配布します 

指定校出願書類  （※ 一般の出願書類とは異なりますので注意して下さい。） 

  

■ 出願開始までに以下のことを行って下さい。 

① 調査書・推薦書 発行の申込みをしてください。 

・ 学習の手帳 57～58ページ記載の手順に沿って、調査書と推薦書の発行手続きをしてください。 

・ 推薦書発行願が学校に到着してから、発行するまでに１週間かかります。出願期間をしっかり

と確認し、受験が決定次第早急に申込みをして下さい。 

注)電話での発行申込みは一切受付しておりませんので、ご了承下さい。 

② 病院・保健所等で健康診断を受診してください。 

・ 指定校受験者は、原則受診が必要です。（受験校に問い合わせていただきます。） 

③ 願書作成 

・ 鉛筆で薄く下書きをした後、再度確認をし、清書してください。（予備の願書はありません） 

・ 受験料の振込は早めに行ってください。 

 

■ 出願方法 

  基本的には、個人で出願して頂きます。出願期間を過ぎることのないよう計画的に準備しま

しょう。その際、出願〆切日は「必着」か「消印有効」であるかに十分注意して下さい。 

※「学校一括出願」の場合は、対象者に連絡します。 

 

【出願と受験に関して】 
校内選考に合格した方は、「学校の代表として推薦された」という自覚を持って試験に臨んでください。

出願期間・出願に必要な書類・試験日・合格発表日・授業料等の納入期限を十分確認してください。推

薦書・調査書の申込みや健康診断の受診は早めに行ってください。また、授業料や納付期限に関しては

必ず保護者の方と一緒に確認をしてください。 

 

【面接での制服に関して】 
9月下旬から、大学・短期大学・就職等で面接試験が始まります。スーツ着用でも可能ですが、高校

生らしく制服で面接に臨む場合は、至急、本学担任までご連絡ください。オーダーメイドのため、注文

後、お手元に届くまで１ヶ月以上かかります。 
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進路指導部 横田 裕美 
 

選出方法、出願資格、出願期間等の詳細は、担任の先生もしくは進路指導部まで連絡してください。 

※一覧表は 7/12現在。追加校は順次「ゆんたく」紙上でお知らせします。 
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【大学】 
都道府県 学校名 学部 学科 特典

国際ビジネス学科

スポーツ健康マネジメント学科：ス

ポーツマネジメントコース

スポーツ健康マネジメント学科：ス

ポーツトレーナーコース

総合経営学部 企業経営学科

英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科

観光ビジネス学部 観光ビジネス学科

政治経済学部 政治経済学科

欧米文化学科

日本文化学科

心理福祉学部 心理福祉学科

サービス経営学科

健康福祉マネジメント学科

総合機械学科

建設学科

埼玉県 城西大学 経営学部 マネジメント総合学科

指定の申請基準を満たす受験生は「グローバルチャレンジ

奨学金制度」にエントリーすることができる

※グローバルチャレンジ奨学生に選考された受験生は、入

学後に奨学金を授与

経済と社会コース

経営と会計コース

観光＆国際ビジネスコース

法律学科：法学コース

法律学科：情報と法コース

千葉県 亀田医療大学 看護学部 看護学科

福祉総合学部 福祉総合学科

経営情報学部 総合経営学科

国際文化学科

国際交流学科

観光学部 観光学科

メディア学部 メディア情報学科

経済学科

経営学科

東京都 立正大学 文学部 哲学科

東京都 東京純心大学 現代文化学部 こども文化学科 入学金　半額免除（７万５千円）

東京都 宝塚大学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

東京都 東邦音楽大学 音楽部 音楽学科

「指定校」推薦特別特待生制度

・指定校推薦入学試験において「特別奨学生」の申請をした

者より若干名を採用

東京都 サイバー大学 IT総合学部 IT総合学科 検定料(１万円)、入学金(10万円)免除

東京都 国士舘大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科

経営学科

グルーバルビジネス学科

芸創プロデュース学科

英語文化コミュニケーション学科

メディア情報学科

人間社会学部 人間心理学科
神奈川県 八洲学園大学 生涯学習学部 生涯学習学科 入学金(２万円)返還

機械コース

電気電子コース

情報コース

化学・材料コース

美術学科：洋画専攻

美術学科：立体アート専攻

美術学科：芸術文化専攻

デザイン・工芸学科：工芸専攻

国際文化学科

英語文化コミュニケーション学科

共生社会学科

山梨県 身延山大学 仏教学部 仏教学科

埼玉県

千葉県

神奈川県

千葉県

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

駿河台大学
・沖縄県内に所在する指定校在校生については、入学金２

０万円を免除

・１期合格者は学生寮に空室の範囲内で優先的に入寮可

女子美術大学 芸術学部

東京工芸大学 工学部

和光大学

相模女子大学
学芸学部

・指定校推薦入学の条件を満たし、高校在学中の評定平均

値が４．０程度の者は入学料を半額とする(人数制限有)

・検定料　通常３万２千円のところ１万円とする

清和大学

経済経営学部

法学部

経済経営学部

上武大学 ビジネス情報学部

西武文理大学 サービス経営学部

ものつくり大学 技能工芸工学部

聖学院大学

特別プログラム制度：全体の評定平均が3.5以上の者に適

用

(いずれかひとつ選択①プログラムA(宿舎費補助プログラ

ム)、②ブログラムB(コミュニケーション養成プログラム)、③

プログラムC(資格取得支援プログラム))

秀明大学

群馬県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

人文学部

埼玉県

城西国際大学 国際人文学部

日本経済大学

東京渋谷キャ

ンパス

経営学部 入学金全額免除

新潟県 人文学部敬和学園大学



都道府県 学校名 学部 学科 特典

心理学科：心理学

心理学科：公認心理士・認定心理士

心理学科：救急救命士

心理学科：言語聴覚士

子ども発達学科：保育士・幼稚園教

諭・小学校教諭・特別支援教諭

管理栄養学科：管理栄養士

管理栄養学科：臨床検査技師

管理栄養学科：栄養教諭

総合福祉学科：臨床工学技士

総合福祉学科：介護福祉士・社会福

祉士・精神保健福祉士

総合福祉学科：公認スポーツ指導

者・障がい者スポーツ指導員・トレー

ニング指導者(JATI-ATI)

経済学科

公共政策学科

情報メディア学科

スポーツ経営学科

岐阜県 中京学院大学 経営学部 経営学科

リハビリテーション学科：理学療法学

専攻

リハビリテーション学科：作業療法学

専攻

静岡県 静岡産業大学 経営学部 経営学科(藤枝キャンパス)

地域ビジネス学科

国際ビジネス学科

人間健康学部 人間健康学科

教育学部 子ども発達学科

愛知県
名古屋産業大

学
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 入学金半額免除

仏教学科

人文学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

社会福祉学科：子ども学専攻

健康生活学部 フードビジネス学科

情報メディア学部 情報メディア学科

愛知県
愛知みずほ大

学
人間科学部 心身健康科学科

愛知県 桜花学園大学 学芸学部 英語学科

愛知県
名古屋音楽大

学
音楽学部 音楽学科

心理学科

環境科学科

経済学部 現代経済学科

経営学部 経営学科

法学部 ビジネス法学科

医療福祉学科：医療福祉学専攻

医療福祉学科：臨床心理学専攻

医療福祉学科：鍼灸サイエンス学科

医用工学部 医用工学部：医用情報工学科

現代社会学科：現代社会専攻

現代社会学科：国際社会専攻

現代社会学科：情報システム専攻

仏教学科

社会福祉学科

国際学部 国際学科

経営学部 経営学科

経済学部 経済学科

法学部 法律学科

こども学科

アジアこども学科

経済学部 経済学科

経営学科

商学科

公共学部 公共学科

人文学部 人文学科

子ども発達学科

発達栄養学科

京都府

京都府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

愛知東邦大学

鈴鹿医療科学

大学

保健衛生学部

指定校奨学金制度

（A区分授業料全額支給、B区分授業料半額支給）
人文学科

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

三重県

人間関係学部

健康福祉学部

東海学院大学

経済学部

こども学部

※奨学金給付、授業料減免(条件付き)

経営学部

経営学部

合格者は入学金（２０万円）が免除

文学部

社会福祉学部

同朋大学

名古屋文理大

学

人間環境大学

人文学部愛知文教大学

東大阪大学

合格後、入学手続き完了者を対象に「チャレンジ制度」を実

施、成績上位者に新入生奨学金（学費の４分の１相当額）を

給付

相愛大学

名古屋経済大

学
※遠隔地特別入学金還付制度有(条件あり)

人文学部種智院大学

入学金半額免除

現代社会学部京都女子大学

大阪経済法科

大学

人間発達学部

総合経営学部大阪商業大学

人間環境学部

短期大学部岐阜保健大学

岐阜協立大学

岐阜県

岐阜県

岐阜県
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都道府県 学校名 学部 学科 特典

社会福祉学科(姫路キャンパス)

健康スポーツコミュニケーション学科

(姫路キャンパス)

経営福祉ビジネス学科(大阪天王寺

キャンパス)

心理学科（一般枠）

心理学科（課外活動枠）

総合社会学科（一般枠）

総合社会学科（課外活動枠）

岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 言語文化学科

経営社会学科

スポーツ社会学科

心理学科

子ども発達教育学科

アニメーション文化学部 アニメーション文化学科

保健医療学部 医療技術学科：臨床工学専攻

総合リハビリテーション学

部

リハビリテーション支援学科：義肢装

具学専攻

医療福祉学部 医療福祉学科

心理学部 心理学科

薬学部 薬学科

医療栄養学部 医療栄養学科

医療経営学部 医療経営学科

心理臨床・子ども学科

国際交流学科

スポーツ健康学科

医療工学科

健康栄養学科

アート・デザイン学科

トータルビューティ学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

人間社会学科

健康スポーツ学科

経済学科

商学科

健康スポーツ経営学科

経営学科

グローバルビジネス学科

芸創プロデュース学科

写真・映像メディア学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

法学部 法律学科

地域経済学科

国際社会学科

薬学科

漢方薬学科

総合システム工学科：機械工学系

総合システム工学科：電気情報工学

系

総合システム工学科：土木工学系

建築学科

情報デザイン学科

福岡県 九州共立大学 経済学部 経済・経営学科

経営情報学科

情報ネットワーク学科

現代英語学科

国際コミュニケーション学科

長崎県 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 合格者の中から減免奨学生、もしくは特待生を選出

社会福祉学科

経済政策学科

外国語学科

航空宇宙工学科

機械電気工学科

情報メディア学科

建築学科

経営経済学部 経営経済学科

大分県 別府大学 文学部 史学・文化財学科

環境園芸学部 環境園芸学科

健康栄養学部 食品開発科学科

福岡県

長崎県

長崎県

大分県

宮崎県

兵庫県

奈良県

岡山県

社会科学部

心理学部

経営情報学部九州情報大学 小論文試験免除、入学金を給付

人間科学部

医療学部

芸術学部

東亜大学

芸術学部九州産業大学

指定校推薦寮費免除制度有り(部屋料・共益料（約４万円）

を免除)

特待生特典あり（特待生Sは授業料全額免除、特待生Aは

授業料半額免除）
薬学部

経営学部

経済学部

社会福祉学部

・入学金の全額免除

・一度に限り、本学の特待生入試（１期または２期）を検定料

免除で受験可能

現代ビジネス学部

社会学部奈良大学

西日本工業大

学

日本文理大学

吉備国際大学

工学部
奨励金制度への事前申請者は、適性試験の成績によってA

～Cランク特典が付与(全体の評定平均3.3以上を満たす者

は入学金免除も適用)

入学金半額免除

工学部

デザイン学部

合格者は特別奨学金の認定試験の受験資格を得る

広島国際大学

【特待生選抜(授業料減免制度)】

指定校推薦融資に際して、授業料減免を希望する者を対象

に「特待生選抜」実施。特待生種別には４つがあり(要項参

照)、個人面接後に「特待生面接」を受ける。

現代社会学部

第一薬科大学

九州国際大学

長崎外語大学 外国語学部

南九州大学

神戸医療福祉

大学

人間健康福祉学部聖カタリナ大学

長崎ウエスレヤ

ン大学

日本経済大学

福岡キャンパ

ス

広島県

山口県

愛媛県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県
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都道府県 学校名 学部 学科 特典

スポーツ健康福祉学科

臨床福祉学科

臨床心理学部 臨床心理学科※設置届中

薬学科

動物生命薬科学科

生命医科学部 生命医科学科

情報システム工学科

機械システム工学科

自然環境工学科

建築デザイン学科

法経学部 法経学科

人文学部 国際コミュニケーション学科

沖縄県 沖縄国際大学 総合文化学部 社会文化学科

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

第一工業大学 工学部 １年次の授業料を３０万円免除

沖縄大学

社会福祉学部

薬学部

九州保健福祉

大学
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【大学校】 

【短期大学】 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

京都府 京都伝統工芸大学校 伝統工芸学科 入学金１０万円を免除

都道府県 学校名 学科 特典

農学ビジネス学科：環境農学コース

農学ビジネス学科：地域振興ビジネスコース

保育学科：造形表現コース

保育学科：身体表現コース

保育学科：幼児音楽教育コース

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科

指定の申請基準を満たす受験生は「グローバルチャレンジ

奨学金制度」にエントリーすることができる

※グローバルチャレンジ奨学生に選考された受験生は、入

学後に奨学金を授与

東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科
1期～3期の出願者全員が早期出願経済支援制度にて入学

金の一部免除対象

東京都 女子美術大学短期大学部 造形学科

東京都 東邦音楽短期大学 音楽科

岐阜県 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科：保育士・幼稚園教諭

保育科

健康栄養科

ビジネス教養学科

食物栄養学科

未来キャリア学科

子ども学科

健康福祉学科

英語コミュニケーション学科

現代教養学科

実践食物学科：栄養士コース

実践食物学科：製菓衛生師コース

実践保育学科

介護福祉学科

ライフデザイン総合学科：栄養士コース

ライフデザイン総合学科：観光・英語コース

ライフデザイン総合学科：キャリアデザインコース

幼児保育学科

生活科学科：食物栄養専攻

生活科学科：総合ビジネス専攻

生活学科：生活学専攻 現代ビジネスコース

生活学科：生活学専攻 デザイン表現コース

生活学科：こども学専攻

生活学科：食物栄養専攻

英語科

北海道

岐阜県

静岡県

愛知県

愛知県

東大阪大学短期大学部

評定平均4.5以上の者は入学金半額免除

大阪府

大阪府

鹿児島純心女子短期大学

大阪国際大学短期大学部

精華女子短期大学福岡県

鹿児島県

拓殖大学北海道短期大学

名古屋短期大学

名古屋経営短期大学

中京学院大学短期大学部

日本大学短期大学部



 
 

 

都道府県 学校名 学科 特典

医療秘書学科

介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

群馬県 高橋歯科衛生専門学校 歯科衛生学科

群馬県 群馬社会福祉専門学校 福祉保育学科

群馬県 群馬社会福祉専門学校 福祉保育学科

群馬県 群馬動物専門学校 動物総合学科

埼玉県
専門学校東萌ビューティーカレッ

ジ
美容科

柔道整復学科

介護福祉学科

千葉県 東洋理容美容専門学校 アドバンスコース 入学金半額免除

介護福祉学科

こども福祉学科

心理・社会福祉学科

スポーツトレーナー学科

健康スポーツ学科

栄養士科

国際ビジネス科(４年)

経営情報ビジネス科(４年)

経営ビジネス科(２年)

インターネットビジネス科(２年)

経済・会計ビジネス科(２年)

英語ビジネス科(２年)

プログラミングビジネス科(２年)

トラベルビジネス科(２年)

ビジュアルデザイン科(３年制)

クリエイティブアート科(３年制)

グラフィックデザイン科(２年制)

イラストレーション科(２年制)

マンガ科(２年制)

アニメーション科(２年制)

インテリアデザイン科(２年制)

空間ディスプレイデザイン科(２年制)

ファッションアクセサリー科(２年制)

[昼間部]観光科：観光コース

[昼間部]観光科：クルーズコース

[昼間部]ホテル科：ホテルコース

[昼間部]ホテル科：クルーズコース

[昼間部]テーマパーク科

[昼間部]総合英語科：英語コース

[昼間部]総合英語科：クルーズコース

[昼間部]エアライン科：キャビンアテンダントコー

ス

[昼間部]エアライン科：グランドスタッフコース

[昼間部]エアライン科：グランドハンドリングコー

ス

[昼間部]鉄道科

[夜間部]ホテル科

[夜間部]テーマパーク科

昼間部：ブライダル科

夜間部：ブライダル科

ジャズ・ポピュラー学科

管弦打楽器学科

音楽総合アカデミー学科

自然環境保全学科(２年制)

高度自然環境管理学科(４年制)

東京都 日本柔道整復専門学校 柔道整復科

東京都 日本鍼灸理療専門学校 鍼灸科

総合子ども学科

保育福祉科

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

学業成績並びに人物優秀であると認められた生徒にはNSB

特別奨学金を適用

専門学校　中野スクールオブビジ

ネス

東京デザイン専門学校
入学金の一部(５万円)免除、入学選考料の全額(２万円)免

除

・推薦者は原則入試判定合格者扱い

・指定校特別奨学金（昼間部１０万円、夜間部５万円を１年

次の授業料より減額）

・インターネットによる事前教育（就職試験対策）の受講

・推薦者は原則入試判定合格者扱い

・指定校特別奨学金（昼間部１０万円、夜間部５万円を１年

次の授業料より減額）

・インターネットによる事前教育（就職試験対策）の受講

学費減免制度適用（入学金１２万円免除）、入試選考料(１

万円)免除

入学選考料１万２千円免除

入学金全額及び選考料免除東京都

東京都

前橋医療福祉専門学校

東京健康科学専門学校 入学選考料免除(２万円)

入学検定料免除(３万円)

入学検定料無料

大川学園医療福祉専門学校

江戸川学園おおたかの森専門学

校

ホスピタリティツーリズム専門学校

東京ブライダル専門学校

東京環境工科専門学校

日本児童教育専門学校

尚美ミュージックカレッジ専門学校
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【専門学校等】 

（関東 1/3） 
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文部科学省認可通信教育 

（関東 2/3） 

都道府県 学校名 学科 特典

エアライン科

エアポートサービス科

英語キャリア科

ホテル科

ブライダル科

ビジネスマナー・秘書科

ファッションビジネス科

観光旅行科

鉄道交通科

コンサート・イベント科

ゲームクリエイター科

スポーツビジネス科

建築学科

こども保育学科昼間部（２年課程）

こども保育学科夜間部（３年課程）

東京都 東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科

東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 はり師きゅう師学科
入学選考料免除、特別奨学生制度適用(授業料３０万円減

免×３年間)

整復健康学科：柔道整復コース

口腔健康学科：歯科衛生コース

鍼灸学科

柔道整復学科

歯科衛生学科

ファッションクリエイト科

ファッションビジネス科

東京都 池見東京医療専門学校 臨床工学科 受験料２万円を免除

介護福祉学科

こども保育学科

柔道整復学科

はり・きゅう学科

クリエイティブデザイン科

グラフィックデザイン科

インダストリアルデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

保存修復科

絵画科

中国水墨画科

総合デザイン科

総合イラストレーション科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

インテリアデザイン科

コミックイラスト科

マンガ科

東京都 日本写真芸術専門学校 写真科 選考料免除（２万円）

総合英語科

英語通訳翻訳科

英語本科

アジア・ヨーロッパ言語科

国際ビジネス科

国際エアライン科

国際観光科

国際ホテル科

国際ブライダル科

国際関係学科

海外留学科

社会体育専門課程

保育専門課程

[昼間部]柔道整復学科：柔整スポーツ・ケアⅠ

コース

[昼間部]柔道整復学科：柔整スポーツ・ケアⅡ

コース

歯科衛生士科Ⅰ部（昼）

歯科衛生士科Ⅱ部（夜）

１級整備学科

自動車整備学科

インテリアアーキテクチュア＆デザイン科

インテリアデコレーション科

インテリアマイスター科

インテリアアーキテクチュア＆デザイン科Ⅱ部

インテリア基礎科

柔道整復科

はり・きゅう科

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

受験料１万８千円免除、授業料３０万円を減額専門学校ICSカレッジオブアーツ

入学検定料３万円免除、入学金10万円を全額免除新宿医療専門学校

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

専門学校読売自動車大学校 入学選考料免除

入学検定料免除（１万円）

評定平均３．５以上の者、入学金２０万円全額免除

　　　　　　３．０以上の者、入学金１５万円の減免

　　　　　　２．５以上の者、入学金１０万円の減免

日本ウェルネス歯科衛生専門学

校

初年度授業料一部免除（５万円）

日本体育大学医療専門学校 入学検定料３万円及び入学金５万円免除

アルファ医療福祉専門学校 授業料のうち２万円減免

ファッションカレッジ桜丘 入学金の半額（７万円）および選考料全額（２万円）を免除

受験料免除・面接免除東洋美術学校

選考料免除（２万円）専門学校日本デザイナー学院

日本外国語専門学校 選考料早期免除及び授業料５万円免除

東京都

東京都

日本ウェルネス保育専門学校

東京エアトラベル・ホテル専門学

校

東京工学院専門学校

指定校推薦は優先的に入学許可

入学助成金として入学金半額５万円を免除

受験料１万円、入学金５万円に減額東京医療福祉専門学校

特別支援制度有り（保育専門課程のみ）
東京YMCA社会体育・保健専門学

校

日本総合医療専門学校



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２３ 

 

（関東 3/3） 

都道府県 学校名 学科 特典

自動整備科：１級総合整備士コース

自動整備科：２級総合整備士コース

柔道整復学科

鍼灸学科

アニメ学科：アニメーターコース

アニメ学科：アニメ彩色コース

声優学科

イラスト学科

コミックイラスト学科

ゲーム学科：ゲームCGキャラクターコース

ゲーム学科：ゲームプログラムコース

ITソリューション学科：ITソリューションコース

ノベルス・シナリオ学科

フィギュア原型学科

医療秘書科

医療マネジメント科

くすり・調剤事務科

東京都 高山美容専門学校 美容科

東京都
東京聖栄大学附属調理師専門学

校
調理師科(１年制課程)

審査の結果、入学時の学費よりいずれかの学費減免

A特待生３０万円、B特待生２０万円、C特待生１０万円

東京都 竹早教員保育士養成所 幼稚園教諭・保育士科

ビジュアルデザイン科

ゲームクリエイター科

モバイル・アプリケーション科

情報処理科

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報処理コース(２年制)

ITビジネスコース(２年制)

ITエンジニアコース(２年制)

情報メディアコース(２年制)

理容科

美容科

情報ビジネス学科(２年)

WEBサイト制作学科(２年)

国際ビジネス学科(２年)

国際コミュニティ学科(１年)

医療福祉事務学科(１年)

介護福祉学科(２年)

航空整備科

空港技術科

国際航空ビジネス科

専門調理師科：昼間部

調理師科：昼間部

製菓総合専門士科(昼２年)

製パン専科(昼１年)

スーパークリエイター科(４年制)

自動車デザイン科(４年制)

クリエーティブデザイン科(３年制)

eエンターテイメント科(３年制)

エコ・コミュニケーション科(３年制)

エコ・コミュニケーション科(２年制)

スーパーeエンターテイメント科(４年制)

音楽テクノロジー科(３年制)

プロミュージシャン科(２年制)

音楽テクノロジー科(２年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

スーパーeエンターテイメント科(４年制)

音楽テクノロジー科(３年制)

パフォーミングアーツ科(２年制)

音楽テクノロジー科(２年制)

スーパーダンス科(３年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

放送芸術科(４年制)

映画制作科(３年制)

映画俳優科(３年制)

パフォーミングアーツ科(２年制)

アニメ総合制作科(２年制)

スーパーＩＴ科(４年制)

ＩＴ・デザイン科(３年制)

神奈川県
専門学校　横浜ミュージックスクー

ル
音楽アーティスト学科 面接選考、および選考料(２万円)免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

日本医学柔整鍼灸専門学校

専門学校デジタルアーツ東京 入学金から３万円免除

東京都

東京都

東京都

東京IT会計専門学校

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

専門学校東京自動車大学校 選考料２万円を免除

早稲田速記医療福祉専門学校

東京マルチメディア専門学校 授業料免除あり(条件あり)

中央理容美容専門学校

受験料より１万円減額、初年度納入金より５万円減額東京豊島IT医療福祉専門学校

日本航空専門学校

西東京調理師専門学校 入学金の一部５万円免除、選考料２万円免除

国際製菓専門学校

東京コミュニケーションアート専門

学校　CREATIVE Design
選考料３万円免除

東京スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校
選考料３万円免除

東京スクールオブミュージック専

門学校渋谷校

選考料３万円免除
東京デザインテクノノジーセンター

専門学校

東京コミュニケーションアート専門

学校 ECO
選考料３万円免除

東京映画・俳優＆放送芸術専門

学校
選考料３万円免除

選考料３万円免除
東京アニメ・声優＆eスポーツ専門

学校

選考料３万円免除

選考料３万円免除東京ダンス＆アクターズ専門学校



 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２４ 

 

（中部 1/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

２年制税理士・企業会計科

２年制医療事務科

１年制医療事務科

２年制ホテル・ウェディング科

２年制公務員科

１年制公務員科

２年制法務ビジネス科

トラベル・エアポート学科

ホテル・ブライダル学科

静岡県 国際医療管理専門学校(浜松校) 医療事務秘書学科 入学金減免（１０万円）

静岡県 日本建築専門学校 建築科

静岡県 ノアデザインカレッジ 総合デザイン学科 上限２万円減免

機械・自動車工学科

建築デザイン学科

バイオ工学科

情報処理学科

医療秘書科(女子のみ：２年制)

診療情報管理士科(３年制)

医療事務科(女子のみ：１年制)

くすりアドバイザー科(２年制)

医療保育科(３年制)

歯科アシスタント科(女子のみ：１年制)

介護福祉科(２年制)

スポーツトレーナー科(２年制)

スポーツインストラクター科(２年制)

スポーツビジネス科(２年制)

アスレティックトレーナー科(３年制)

スポーツ保育科(３年制)

愛知県 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 スイーツパティシエ科(２年制) 選考料２万円免除

ヘアメイク科(２年制)

美容科(２年制)

トータルビューティー科(女子のみ：２年制)

エステティック科(女子のみ：２年制)※認可申請中

愛知県 名古屋こども専門学校 こども総合学科(３年制) 選考料２万円免除

ウェデイングプランナー科(２年制)

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ：２年

制)

調理師科(１年制)

上級調理師科(２年制)

美容学科

理容学科

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉科

ITスキル科

ビジネススキル科

公務員科

職業実践科

理学療法学科

作業療法学科

保育幼児教育学科

社会福祉学科：保育児童福祉コース

社会福祉学科：心理学コース

社会福祉学科：社会福祉コース

社会福祉学科：教育学コース

介護福祉学科

美容科

トータルビューティー科(女子のみ)

愛知県 名古屋経営会計専門学校 経営実務科

広告デザイン科(２年制)

ビジュアルデザイン科(１年制)

ビジュアルデザイン科：グラフィックデザインコー

ス(２年制)

ビジュアルデザイン科：イラストデザインコース(３

年制)

ビジュアルデザイン科：アートデザインコース(３

年制)

メディアアート学科：マンガコース(２年制・３年制)

メディアアート学科：コミックイラストコース(２年制)

メディアアート学科：小説クリエイトコース(２年制)

メディアアート学科：声優タレントコース(２年制・３

年制)

日本デザイナー芸術学院

岐阜県

岐阜県

静岡県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

名古屋デジタル工科専門学校
・入学選考料２万円を免除

・学費のうち授業料から年間１０万円減額

授業料総合計のうち５万円免除

入学金半額免除(１０万円)

入学金減免（１０万円）

名古屋理容美容専門学校 学費より５万円免除・選考料１万５千円免除

理学・作業名古屋専門学校

保育・介護・ビジネス名古屋専門

学校
入学金免除(１０万円)

選考料２万円免除

選考料２万円免除
名古屋ウェディング＆ブライダル

専門学校

名古屋辻学園調理専門学校 選考料２万円免除

ELICビジネス＆公務員専門学校 入学選考料の免除、入学金(１０万円)の半額免除

国際観光専門学校(浜松校)

中日美容専門学校

名古屋医療秘書福祉専門学校 選考料２万円免除

名古屋リゾート＆スポーツ専門学

校
選考料２万円免除

名古屋ビューティ―アート専門学

校

広告デザイン専門学校 選考料免除、学費納入金のうち３万円を助成

選考料無料

２年次前期学費から免除(２５万円)

日本マンガ芸術学院 ２年次前期学費から免除(２５万円)

授業料総合計のうち５万円免除

大原簿記医療観光専門学校　岐

阜校

大原法律公務員専門学校　岐阜

校



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２５ 

（中部 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

英米語学科

国際エアライン学科

国際ホテル学科（※国際ホテル・デュアル専攻除

く）

国際教養学科

ゲームサイエンス学科

CGスペシャリスト学科

Webデザイン学科

CAD学科

高度情報学科

情報処理学科

総合デザイン学科：ビジュアルデザインコース

総合デザイン学科：CGデザインコース

総合デザイン学科：インテリアデザインコース

愛知県 愛知中央美容専門学校 美容科 授業料から３０万円免除（１年次２０万円、２年次１０万円）

愛知県 国際調理師専門学校　名駅校 上級調理師科 入学金より１０万円免除

愛知県
美容専門学校アーティス・ヘアー・

カレッジ
美容科（昼間生）

４年制公認会計士・税理士科

２年制公認会計士・税理士科

２年制経営ビジネス科

２年制医療事務科

１年制経理事務科

２年制情報処理科

２年制公務員科

２年制行政法律科

１年制行政法律科

２年制法務ビジネス科

２年制国際ビジネス科

２年制ホテル・ブライダル科

音楽テクノロジー科

ダンス＆アクターズ科

プロミュージシャン科

商業音楽科

愛知県

愛知県

愛知県

授業料総合計のうち５万円免除

授業料総合計のうち５万円免除

大原トラベル・ホテル・ブライダル

専門学校

大原簿記情報医療専門学校

大原法律公務員専門学校

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

トライデント　外国語・ホテル・ブラ

イダル専門学校

トライデント　コンピュータ専門学

校
１年次の授業料より１０万円免除

１年次の授業料より１０万円免除

名古屋スクールオブミュージック

＆ダンス専門学校

１年次の授業料より１０万円免除トライデント　デザイン専門学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（関西 1/3） 

２６ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

２年制税理士・企業会計科

２年制医療事務科

１年制医療事務科

２年制ホテル・ウェディング科

２年制公務員科

１年制公務員科

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生学科

京都府 アミューズ美容専門学校 美容科 入学金一部（１０万円）免除

アントレプレナー学科

コトづくり学科

モノづくり学科

大学併修学科

ソフトウェア開発学科：システム専攻

ソフトウェア開発学科：AIプログラム専攻

ソフトウェア開発学科：ゲームクリエイト専攻

ソフトウェア制作学科：プログラム専攻

ソフトウェア制作学科：ゲームプログラム専攻

パソコン応用学科：ビジネス専攻

パソコン応用学科：医療事務専攻

昼間部美容科

昼間部理容科

夜間部美容科

建築学科(昼間部)

建築CGデザイン学科(昼間部)

空間デザイン学科(昼間部)

住環境リノベーション学科(昼間部)

土木工学科(昼間部)

建設エンジニア学科(昼間部)

ガーデンデザイン学科(昼間部)

建築学科（夜間部）

建築デュアルシステム科（夜間部）

総合デザイン学科(３年制)：グラフィックデザイン

コース

総合デザイン学科(３年制)：デジタルデザインコー

ス

総合デザイン学科(３年制)：イラストレーション

コース

総合デザイン学科(３年制)：プロダクトデザイン

コース

総合デザイン学科(３年制)：インテリアデザイン

コース

コミック・アート学科(２年制)：マンガコース

コミック・アート学科(２年制)：コミックイラストコー

ス

コミック・アート学科(２年制)：アニメコース

コミック・アート学科(２年制)：美術・工芸コース

柔道整復師科

鍼灸師科

大阪府 大阪自動車整備専門学校 自動車整備科 入学金全額免除

保育科

介護福祉科

作業療法学科

総合子ども学科：こども保育コース

総合子ども学科：こどもプロコース

総合子ども学科：こども福祉コース

大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 自動車整備専門科 入学金の半額（１０万円）を免除

ファッションクリエイション学科(３年制)：アパレル

デザインコース

ファッションクリエイション学科(３年制)：オートク

チュールデザインコース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：スタイリスト

コース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：ブランドプロ

デューサーコース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：ファッション

アドバイザーコース

ファッションマスター学科(４年制)

バイオ学科

バイオ技術学科

医療事務総合学科

医療福祉心理学科

大阪府

三重県

三重県

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

学費１０万円減免(入学時前期学費より減免)大阪情報専門学校

授業料総合計のうち５万円免除

授業料総合計のうち５万円免除
大原簿記医療観光専門学校　津

校

大原法律公務員専門学校　津校

NRB日本理容美容専門学校 入学選考料２万円免除、入学金一部５万円免除

大阪保育福祉専門学校 入学金２万円減免、受験料免除、初年度前期学費分納可

修成建設専門学校 入学選考料免除、入学金の減免

箕面学園福祉保育専門学校
入学検定料免除

※１１月末までに受験した場合、入学金５万円免除

大阪芸術大学附属大阪美術専門

学校
初年度学費１１６万円のうち入学金１９万円が免除

平成医療学園専門学校 入学後１０万円の奨学金給付

マロニエファッションデザイン専門

学校
選考料無料、入学金全額免除

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪バイオメディカル専門学校
選考料を２万円から１万円、入学金を１０万円から５万円に

優遇

創造社デザイン専門学校 入学金１２万円の納付を免除



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２７ 

 

（関西 2/3） 

都道府県 学校名 学科 特典

総合情報メディア学科(４年制)：ITスペシャリスト専

攻

総合情報メディア学科(４年制)：ネットワークセ

キュリティ専攻

情報システム開発学科(３年制)：システムエンジ

ニア専攻

情報システム開発学科(３年制)：ネットワークエン

ジニア専攻

情報システム開発学科(３年制)：Webエンジニア

専攻

情報処理学科(２年制)：テクニカルコース

情報処理学科(２年制)：ネットワークシステムコー

ス

ITビジネス学科(２年制)：ITビジネスコース

ITビジネス学科(２年制)：OAパソコンコース

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームプログラ

マー専攻

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームデザイ

ナー専攻

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームプランナー

専攻

メディアクリエイト学科(３年制)：ゲームクリエイ

ター専攻(PG)

メディアクリエイト学科(３年制)：ゲームクリエイ

ター専攻(CG)

ゲーム学科(２年制)：ゲームプログラムコース

ゲーム学科(２年制)：ゲームCGデザインコース

総合情報メディア学科(４年制)：CG映像クリエイ

ター専攻

メディアクリエイト学科(３年制)：CGクリエイター専

攻

メディアデザイン学科(２年制)：CG映像コース

メディアデザイン学科(２年制)：CGアニメーション

コース

メディアクリエイト学科(３年制)：アートディレクター

専攻

メディアデザイン学科(２年制)：グラフィックデザイ

ンコース

メディアデザイン学科(２年制)：Webデザインコー

ス

メディアデザイン学科(２年制)：マンガイラストコー

ス

心理・医療事務料

介護福祉科

旅行科

鉄道サービス科

エアライン科：グランドスタッフ専攻

エアライン科：キャビンアテンダント専攻

エアライン科：グランドハンドリング専攻

ウエディングプランナー科

ドレスコーディネーター科

ホテル科：シティホテル専攻

ホテル科：テーマパーク・リゾートホテル専攻

海外キャリア科：英語専攻

海外キャリア科：中国語専攻

テーマパーク学科：テーマパークスタッフ科

テーマパーク学科：ダンス・エンターテイナー科

理容科

美容科

医療情報学科(３年制)：診療情報管理士コース

医療事務学科(２年制)：医療秘書総合コース

医療秘書科(女子のみ)

くすりアドバイザー科

医療保育科

診療情報管理士科

医療事務科

介護福祉科

歯科アイスタント科(女子のみ)

スポーツトレーナー科

スポーツインストラクター科

スポーツビジネス科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪ブライダル専門学校
昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

大阪ホテル専門学校
昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

大阪テーマパーク・ダンス専門学

校

大阪国際福祉専門学校 入学金全額免除

入学金１０万円免除、面接免除日本医療秘書専門学校

入学選考料免除、ハサミ等実習用具約１５万円相当を給付アイム近畿理容美容専門学校

大阪情報コンピュータ専門学校 選考料免除（２万円）

ホスピタリティ　ツーリズム専門学

校大阪

昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

選考料２万円免除大阪医療秘書福祉専門学校

選考料２万円免除大阪リゾート＆スポーツ専門学校



 

 

 

２８ 

 

（関西 3/3） 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

美容科

ヘアメイク科

トータルビューティー科(女子のみ)

大阪府 大阪こども専門学校 こども総合学科(３年制課程) 選考料２万円免除

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ)

調理師科

上級調理師科

製菓パティシエ科

製菓マイスター科

大阪府 栄養専門学校 栄養士科 選考料２万円免除

医療秘書科(女子のみ)

医療事務科(女子のみ)

大阪府 神戸元町こども専門学校 こども総合学科(３年制課程) 選考料２万円免除

一級自動車研究開発学科(４年課程)

自動車整備科(２年課程)

自動車整備科(２年)

電子・情報工学科(２年)

電気デジタル情報科(２年)

建築デザイン科(２年)

情報システム科(２年)

ロボットシステム科(４年)

夜間部：電気工学科(２年)

夜間部：電気工事士科(１年)

夜間部：建築デザイン科(２年)

夜間部：情報工学科(１年)

夜間部：ロボティクス科(１年)

デジタルクリエイター科(２年)

情報処理システム科(２年)

Webスペシャリスト科(４年)

ITスペシャリスト科(１年)

夜間部：ITビジネス科(１年) 入学金全額免除

エアライン学科

エアポート学科

航空整備士学科

大阪府 近畿社会福祉専門学校 介護福祉科 受験料２万円免除、入学金２０万円免除

昼間部：放送電子科

昼間部：電気テレビ科

夜間部：電気テレビ科

昼間部：CG・ゲーム科

昼間部：IT・クラウド科

昼間部：フォトグラファ科

夜間部：デジタルクリエータ科

夜間部：IT・クラウド科

昼間部：建築学科Ⅰ

昼間部：建築学科Ⅱ

昼間部：ビオトープ科

昼間部：バイオエコロジ科

夜間部：建築学科

昼間部：メディカルエステ科

夜間部：メディカルエステ科

臨床工学科

こども福祉学科

キャビンアテンダント・エアライン科

国際観光・ホテル・ブライダル科

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府
日本理工情報専門学校

入学金全額免除

日本コンピュータ専門学校

入学金全額免除、授業料６０万円免除

入学金全額免除、授業料６０万円免除

大阪コンピュータ専門学校
奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

関西テレビ電気専門学校

学費一部免除(５万円)大阪航空専門学校

奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

メディカルエステ専門学校
奨学金として１年次の学費から(昼間部)10万円、(夜間部)5

万円免除

臨床工学科：入学金27万円、授業料30万円(3年間で90万

円免除)免除

こども福祉学科：入学金20万円、授業料10万円(2年間で20

万円免除)免除

日本メディカル福祉専門学校

大阪建設専門学校

奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

ホンダテクニカルカレッジ関西

大阪外語専門学校

選考料２万円免除大阪ビューティーアート専門学校

選考料２万円免除
大阪ウエディング＆ブライダル専

門学校

選考料２万円免除調理・製菓専門学校

選考料２万円免除神戸元町医療秘書専門学校



 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（中国・九州 1/2） 

２９ 

都道府県 学校名 学科 特典

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

動物看護学科：動物看護コース：飼育技術専攻(3

年課程)

動物看護学科：動物看護コース：動物看護専攻(2

年課程)

動物管理学科：グルーミングコース

動物管理学科：ドッグトレーニングコース

動物管理学科：ドッグセラピーコース

理学療法学科[昼間コース]

理学療法学科[夜間コース]

作業療法学科[昼間コース]

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉科 入学選考料免除

福岡県 福岡美容専門学校 美容科 優先入学ならびに受験料２万円免除

美容科

トータルビューティ科

医療秘書科(女子：２年制)

診療情報管理士科(３年制)

医療事務科(女子：１年制)

医療保育科(３年制)

歯科アシスタント科(女子：１年制)

介護福祉科(２年制)

保育科(２年制)

こども総合学科(３年制)

スポーツトレーナー学科(２年制)

スポーツインストラクター科(２年制)

スポーツビジネス科(２年制)

アスレティックトレーナー科(３年制)

スポーツ保育科(３年制)

ヘアメイク科(２年制)

美容科(２年制)

トータルビューティー科(女子：２年制)

エステティック科(女子：２年制)

ウェディングプランナー科(２年制)

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子：２年制)

一級自動車工学科(４年課程)

車体整備工学科(３年課程)

二級自動車工学科(２年課程)

音楽プロデュース科(３年制)

プロミュージシャン科(２年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

商業音楽科(２年制)

トップスタイリスト科

美容科

メイクアップ科

ファッションクリエイター科

ファッション科

ペット学科：ドッググルーミング専攻

ペット学科：ドッグトレーナー専攻

ペット学科：動物看護専攻

ペット学科：動物理学療法専攻

ペット学科：エキゾチックアニマル専攻

ペット学科：動物園飼育員専攻

ペット学科：アクアリウム専攻

ペット学科：水族館・海洋生物専攻

ペット学科：アニマルセラピー専攻

ペット学科：ペットビジネス専攻

ペット学科：キャットマスター専攻

フードクリエイト学科：製菓専攻

フードクリエイト学科：ショコラ専攻

フードクリエイト学科：製パン専攻

フードクリエイト学科：カフェ専攻

フードクリエイト学科：製菓カフェ専攻

フードクリエイト学科：フードビジネス専攻

ウェディングプロデュース学科：ウェディングプラ

ンナーコース

ウェディングプロデュース学科：ドレスコーディ

ネーターコース

ウェディングプロデュース学科：バンケットコー

ディネーターコース

ウェディングプロデュース学科：ウェディングセレ

クトバイヤーコース

理学療法学科：昼間コース

作業療法学科：昼間コース

島根県

広島県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

久留米自動車工科大学校 入学金の半額免除福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

福岡医療秘書福祉専門学校

福岡こども専門学校

福岡ビューティーアート専門学校

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

福岡リゾート＆スポーツ専門学校

福岡ウェディング＆ブライダル専

門学校

大村美容ファッション専門学校 入学初年度の授業料から2万円免除

専門学校福岡ビジョナリアーツ 入学金(10万円)、入学選考料(1万5千円)免除

小倉リハビリテーション学院

広島アニマルケア専門学校

福岡和白リハビリテーション学院

リハビリテーションカレッジ島根 入学金は入学後に全額返還

入学検定料５千円免除ハリウッドワールド美容専門学校



 

 

 

 

 

 

 

（中国・九州 2/2） 

文部科学省認可通信教育 

３０ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

福岡県 久留米歯科衛生専門学校 歯科衛生士科 入学検定料1万5千円免除

ブライダル総学科(２年制)：ブライダル総合

ブライダル総学科(２年制)：ブライダル王ランナー

ブライダル総学科(２年制)：ドレススタイリスト&

ビューティー

エアライン科(２年制)：キャビンアテンダント

エアライン科(２年制)：グランドスタッフ

エアライン科(２年制)：グランドハンドリング

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：グローバルブライ

ダルプランナー

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：IRオペレーション&

ホスピタリティ

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：カジノマネジメント

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：MICE&国際観光

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：ビューティー&ウェ

ルネス

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：輝く女性ホスピタリ

ティ

ホスピタリティ科(２年制)：ホテル&ブライダル総合

柔道整復科：昼間・午前集中コース

柔道整復科：昼間・柔整スポーツコース

鍼灸科：昼間・午前集中コース

鍼灸科：昼間・美容スポーツコース(美容専攻)

鍼灸科：昼間・美容スポーツコース(スポーツ専

攻)

救急救命公務員科：昼間

理学療法科：昼間

作業療法科：昼間

薬業科：昼間

歯科衛生士科：昼間

診療情報管理士科：昼間

スポーツ科学科：昼間

エコ・コミュニケーション科(３年制)：ドッグマスタ―

エコ・コミュニケーション科(３年制)：動物看護師&

福祉・理学療法

エコ・コミュニケーション科(３年制)：動物園&水族

館エンターテインメント

エコ・コミュニケーション科(３年制)：こども保育&

動物飼育

エコ・コミュニケーション科(２年制)：動物看護師

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

&動物看護師

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

&ドッグトレーナー

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ドッグライフサ

ポート

海洋ワールド：ドルフィントレーナー

海洋ワールド：水族館・アクアリスト

海洋ワールド：海洋生物保護

動物ワールド：動物園・動物飼育

動物ワールド：動物園公務員

福岡県 第一自動車大学校 自動車整備学科 入学金５万円、学費１０万円免除

スポーツ健康学科

幼児スポーツ学科

美容科(２年制)：美容師専攻

美容科(２年制)：メイクアップ専攻

美容科(２年制)：ブライダル専攻

美容科(２年制)：特別美容師専攻ワーキングスタ

ディコース
授業料より２年間で１０万円免除

ビューティビジネス科(１年制) 授業料より１年間で１０万円免除

診療放射線学科

臨床検査学科

臨床工学科

栄養士科[衛生課程]

調理師科[衛生課程]

パティシエ科[衛生課程]

柔道整復トレーナー学科[医療課程]

理学療法学科

作業療法学科

看護学科

こども学科

鹿児島県

福岡県

日本文理大学医療専門学校

福岡県

福岡県

大分県

大分県

大分県

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 入学金全額免除

専門学校　九州総合スポーツカ

レッジ

①入学金免除(１０万円)

②授業料の半額免除(初年度、２年次)３７万５千円

専修学校　明星国際ビューティカ

レッジ

授業料より２年間で２０万円免除

福岡ECO動物海洋専門学校

福岡医健・スポーツ専門学校

福岡ブライダル&ホテル・観光専

門学校

神村学園専修学校 １年次前期学費から入学金相当額を免除
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（沖縄 1/1） 

都道府県 学校名 学科 特典

介護・社会福祉学科 入学金9万円免除

こども未来学科：保育士・幼稚園教諭コース 入学金10万円免除

こども未来学科：保育士・スペシャリストコース 入学金より8万円免除

エアラインコース

ビジネス英語コース

通訳翻訳コース

リゾート観光コース

ITスペシャリスト科

サイバーセキュリティ科

ゲームクリエイター科

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 介護福祉学科 入学金の半額を免除

スポーツトレーナー科

スポーツインストラクター科

ヘアメイク科

美容科

トータルビューティ科

美容本科(昼間部)

エステビジネス科

沖縄県 沖縄写真デザイン工芸学校 写真デザイン科 入学金免除及び１・２年次後期授業料より計２４万円減額

理学療法学科(昼)

理学療法学科(夜)

保育科

こども総合学科

ブライダル科

ホテルエアトラベル科

沖縄県 育成保育カレッジ 福祉保育科

昼間部(１年制)

昼間部(２年制)

ヒューマン介護福祉科 入学金９万円免除

こども未来学科：保育士・幼稚園教諭コース 入学金１０万円免除

こども未来学科：保育士・スペシャリストコース 入学金より８万円免除

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄こども専門学校 選考料２万円・特待生の筆記試験が免除

沖縄ブライダル&ホテル観光専門

学校
選考料２万円・特待生の筆記試験が免除

琉美インターナショナルビューティ

カレッジ
入学金免除及び１・２年次後期授業料より計２４万円減額

琉球リハビリテーション学院 ３年間で学納金を４５万円免除

沖縄ビューティーアート専門学校

(2020年4月開校予定)

選考料免除（2万円）及び、特待生試験による筆記試験の免

除

授業料のうち５万円免除沖縄調理師専門学校

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

1年次および2年次の学費の一部10万円の免除(合計20万

円)

専門学校ITカレッジ沖縄
1年次、2年次、および3年次の学費の一部10万円の免除

(最大30万円)

選考料免除（2万円）及び、特待生試験による筆記試験の免

除

沖縄リゾート＆スポーツ専門学校

(2020年4月開校予定)

ソーシャルワーク専門学校

専門学校沖縄ビジネス外語学院

沖縄福祉保育専門学校



          楽しく運動能力を伸ばす、今話題の運動「リズムトレー

ニング」があります。現在、全国で２００以上の保育園・

幼稚園・小中学校でも取り組まれている事を知ってます

か？ 

 

          「運動能力」だけでなく、「怪我の予防」にも有効。さ

らに、「集中力」や「認知機能の向上」にも効果が証明さ

れており、子ども達だけでなくプロアスリートも実践して

います。 

 

 

 

 

               

朝の運動で取り入れている学校からは、１時間目の集中力が高まったという

報告や、子ども達の保健室利用者数が３０～４０％減少した報告もあります。 

 

今回は、まずは自分自身で「リズムジャンプ」を体験して頂き、多くの現場

での活用方法をご検討されてはどうでしょうか？ 

校長 中村 成希 
 

 

 

～集中力・認知機能の向上にも効果が証明～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会所属・チャイルドカウ

ンセラー・ファミリーサポートインストラクター・TCカラーセラピス

ト・タイ古式フットマッサージセラピスト・キャリア支援アドバイザー 

８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：８月１０日（土）１４時～１６時（１３：３０～受付） 

     （※台風接近の場合、開催の有無確認は、沖縄県支部まで連絡を下さい。） 

◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要） 

◆服 装：動きやすい服装・運動靴 

◆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：阿宮 秀子 （ STAR 認定インストラクター：沖縄初の女性インストラクター） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



環境保健部 平安山 智子 

 

「薬物乱用」とは、大麻・危険ドラッグ・覚醒剤などの違法薬物を使用することをいいます。睡眠薬

の不正利用など医薬品を本来の目的から逸脱した目的や方法で使用することも薬物乱用です。１回使っ

ただけでも乱用です。KAT-TUNの元メンバーや、電気グルーヴのメンバーが大麻使用で逮捕されたこと

は記憶に新しいですが、違法薬物の所持・譲渡・使用には最高７年の懲役刑など重い刑罰が定められて

います。なによりも発達途上の心身への悪影響が計り知れません。そこで薬物乱用の危険について警鐘

いたします。 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 
 

保護者の方へ 

・政府の「第五次薬物乱用防止五か年戦略」が平

成３０年より始まり、オリンピック開催を踏まえて、

『薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」』の標語のもとに国

から各学校へ「薬物乱用防止教育の徹底」の要

請が出ています。近年は流行やファッションに敏

感な若年層だけでなく、社会人や主婦層への違

法薬物の汚染・摘発が増えています。 

・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・家族が、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。 

【 薬物乱用 Ｑ＆Ａ 】 

【Ｑ】薬物を使うと、やせることができたり、勉強がはかどったりするって本当ですか？ 

【Ａ】答えはＮｏ！です。覚醒剤などの薬物は、中枢神経系に作用して、一時的に心身をだまして食欲や眠気を

なくすだけです。作用がなくなると異常に食欲が強まったり、強い疲労感、倦怠感や脱力感が襲ってきて

勉強どころではなくなります。 

【Ｑ】大麻には依存性がなく、安全と聞きますが本当ですか？ 

【Ａ】答えはＮｏ！です。大麻は「身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤った情報が流れています。

しかし、大麻には精神依存があり、大麻を乱用すると、五感が異常に冴えわたったり、情緒が不安定にな

ったり、集中力がなくなったりします。また、乱用を続けると記憶や学習能力の低下、何もやる気が起きな

い状態（無動機症候群）、幻覚・妄想等の症状（大麻精神病）が引き起こされ、社会生活に適応できなくな

ることもあります。 

【Ｑ】薬物をすすめられたらどう対処すればいいですか？ 

【Ａ】きっぱり「いやだ！」と言いましょう。「嫌われる」と思っても、はっきり「いやだ！」と言うべきです。その後に

起こる重大な結果を思い浮かべ、最初に「No」と言うことが大切です。「きっぱり断る」「逃げる」勇気を持ち

ましょう！ 

そのようなものをすすめる友達や恋人は、あなたにとって大切な人ではありません。 

【 禁止されている違法薬物と刑事罰 】 

・覚せい剤（覚せい剤取締法） 懲役１０年 

・大麻（大麻取締法） 懲役１０年 

・危険ドラッグ（医薬品医療機器法） 懲役 ３年 

・ＭＤＭＡ（麻薬取締法） 懲役 ７年 

・幻覚性きのこ（麻薬取締法） 懲役 ７年 

・コカイン（麻薬取締法） 懲役 ７年 

・ヘロイン（覚せい剤取締法） 懲役１０年 

・あへん（あへん法） 懲役 ７年 

・シンナー（毒劇物取締法） 懲役 １年 

３３ 



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（糸島キャンパス・前原キャン
パス） 

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 

●フリースクール スタディプレイス（野方校・箱崎
校） 

福岡県福岡市 

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 

「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 

大分県 ●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 

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 

３５ 

・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！ 
 

８月沖縄北部学習会（本校） ８月２８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。 

※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 

体育α 社会と情報 家庭総合 （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 

書道Ⅰ 
コミュニケーション

英語Ⅰ 美術Ⅰ （12：40～14：00） 

●3時間目 

職業体験講座 
（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 木 ８月②S 詳細発送 16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 ９月 S 詳細発送 

5 月 ●８月①スクーリング● 20 火 ●８月②スクーリング● 

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金  

9 金 
８月②S：ＲＨ提出〆切 

９月 S 申込〆切（消印） 
24 土  

10 土  25 日  

11 日 山の日 26 月  

12 月 振替休日 27 火  

13 火 
８月②Sキャンセル返金可能〆切 

８月②S 返送書類必着 
28 水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

14 水 ９月 S 申込〆切（必着・17：00迄受信受付） 29 木  

15 木  30 金 
９月 S：ＲＨ提出〆切 

ゆんたく発送 

   31 土  

 

 

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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