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・ ｐ２－３   ８月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ５     後期科目追加登録について ／ 調査書・推薦書の申し込みについて 

・ ｐ６－１０  指定校推薦枠の追加のお知らせ 

・ ｐ１１    センター試験の申込方法 

・ ｐ１２    進路だより ～オープンキャンパス・企業説明会に関して～ 

・ ｐ１３    「JAPANMODELS２０１９ A／W」開催のお知らせ 

・ ｐ１４－１５ 令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１６    「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ１７    学校法人八洲学園系列校「八洲学園大学･ＥＳＡ音楽学院専門学校」 

・ ｐ１８    「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

・ ｐ１９    証明書の発行時期について ／ 学習書消費税改定のご案内 

／ トビタテ！留学JAPAN について（予報） 

・ ｐ２０    証明書の返信送料等の郵便料金改定について 

・ ｐ２１    《連載 健康だより》未成年の飲酒の危険性について 

・ ｐ２２－２３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ９月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２４    ９月行事予定 

令和元年８月３０日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務長 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 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月①スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

休休休みみみ時時時間間間ににに犬犬犬ととと一一一緒緒緒ににに   

【【【オオオプププシシショョョンンン】】】   
本本本校校校かかかららら車車車ででで５５５分分分ののの場場場所所所にににオオオーーープププンンンしししたたた   
新新新しししいいい観観観光光光施施施設設設『『『オオオキキキナナナワワワハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェ』』』ににに♪♪♪   

   

エエエメメメラララルルルドドドビビビーーーチチチででで海海海水水水浴浴浴！！！   

入入校校式式でで健健康康にに効効果果  
的的ななハハーーブブテティィーーにに  
つついいてて学学習習ししままししたた！！  

ハハハーーーブブブテテティィィーーーををを試試試飲飲飲   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 白い綺麗な橋（古宇利大橋）を渡ったとき、海がとても綺麗でした。 

☺ 久しぶりに身体測定と体力測定をやって自分の今の体力がわかって良かった。 

☺ 沖縄に初めて来たので海に行った時が 1番楽しかった。 

☺ 色んな人と出会って、仲良くなって楽しかったし、久しぶりに体を動かせて良かった。 

☺ 筋肉痛になっていかに自分が普段運動不足かがわかった。 

☺ 特別活動などの授業を通して健康について考えることが出来た。日常生活でもなるべく階段

を使うようにしたい。 

☺ 今回のスクーリングでは体の健康だけではなく心の健康も意識して生活を送れて良かった。 

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。 

３ 

   

文部科学省認可通信教育 

身身身体体体測測測定定定   

特特特別別別活活活動動動ででで古古古宇宇宇利利利大大大橋橋橋へへへ   

オオオプププシシショョョンンンででで美美美ららら海海海水水水族族族館館館へへへ   

家家家庭庭庭総総総合合合ののの   
被被被服服服実実実習習習   

宿宿宿舎舎舎ののの様様様子子子   

修修修了了了式式式ででで視視視力力力検検検査査査   

上上上体体体起起起こここししし   

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   



事務部 板谷 幸恵 

 

 みなさんはどの様な夏を過ごしたでしょうか。沖縄はまだまだ夏が続きそ

うな予感…毎日青い空がきれいです。季節の変わり目は、体調管理に気をつ

けたい時!!バランスを考えた食事も大切ですが、自分の体を労わりながら、

好きな物を食べる事も必要です(*^_^*) 

 間もなく前期が終わろうとしています。今からできる事もたくさんありま

すから、高校卒業へ向けて、日々前進していく事が出来たらいいですね       

 副担任の新垣希先生と共に、皆さんの事を応援しています(*^_^*) 

４ 

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！暑さが日に日に増してきていますが、いかがお過ごし
でしょうか。皆さんは進路について考えていますか？進路と言っても進学、
就職と人それぞれ進む道によって異なります。自分は将来どのようになりた
いのか、しっかり考えて高校生活を過ごして欲しいなと思います。 
特に今年度卒業予定の生徒さんは、進路を真剣に考える 
時期になります。進学するのか就職するのか、私たちも 
できるだけサポートしますので、いつでも相談して下さ 
いね♪ 

３・４番クラスのみなさん、こんにちは！まだまだ暑い時期が続いてますが、

夏バテなどしていないでしょうか？私は、体をあまり冷やさないように、飲み

物はできるだけ常温で飲むように意識しています。それだけで胃腸を冷やさ

ず、夏バテ予防になると思います。みなさんも、体調には気をつけてください

ね！ 

さて、自宅学習が進んでいない人は、いつでも学校へ連絡してくださいね。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。 

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、お元気ですか？私は最近、すごく久しぶりに川遊びをしました。

暑い夏はクーラーのあるところでゆっくりすることも大事ですが、冷たい川

の水で足を浸すと、クーラーのある室内では絶対に感じられ 

ない心地よさがあります。みなさんも、暑い夏を乗り越える 

ための楽しみを見つけてみてくださいね。 

芸能スポーツ/海外クラス担任の島袋瑠美です。毎日暑い日が続いています

が皆様いかがお過ごしでしょうか。日頃からこまめに水分補給を心がけて、

熱中症予防をしましょう！また、暑い日が続くとあまり食欲がわかないとい

う方もいるかもしれません。そんなとき私は、とにかくネバネバした食材と

キムチをご飯にかけて食べてます(^o^)/皆さんも体調に気をつけて夏を乗り

切りましょう！ 



教務部 島袋 瑠美 

科目追加登録とは次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことをいいます。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。ただし、追加登録できる単位数

は生徒番号によって異なりますので、担任の先生と必ず相談をしましょう。 

なお、申込み方法は学校のホームページからネット申し込みとなりました。 

下記URLより申込み可能です。 

URL ⇒ https://www.yashima.ac.jp/okinawa/form/kamoku/input.php 

ネット環境がない方は、「２０１９年度学習の手帳63ページ」の科目追加登録申込書をコピーの上、

郵送またはＦＡＸしてください。 

【 申込受付期間 】 

 申込期間 授業料納入期限 

第１期 9月 18日（水）～9月 30日（月）当日必着または当日受信分まで 10月 15日(火) 

第２期 10月 1日（火）～10月 31日（木）消印有効または当日受信分まで 11月 15日（金） 

 

事務長 平良 亮 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

調査書・推薦書の申込方法 

①  学習の手帳（p.56）「調査書・推薦書発行願」、（p.57）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、必要事項を記入しま

す。（学校Webサイト「在校生はこちら」 > 「申請書類」 からも PDFで用紙をダウンロードできます。） 

②  推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

③  専願の場合は、学習の手帳（p.28） 「誓約書」をコピーし、記入します。 

④ 手数料相当分の切手を準備してください。 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円  

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑤ 返信用封筒を準備し、①～④の必要書類等とあわせて、郵送 

にて当校までご送付ください。  

※ 返信用封筒の大きさ…Ｂ５サイズが入るもの (36cm × 18.5cm) 。 封筒には宛名を明記し、返信用

の送料分の切手を貼付けてください。レターパックも利用できます。 

調査書・推薦書の申し込みについて 

後期科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

５ 

「調査書・推薦書発行願」提出先 
〒905-020 
沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 
八洲学園大学国際高等学校 宛 

 
 
 

◎ 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 



進路指導部 横田 裕美 
 

次の掲載校が指定校推薦枠の追加になります（8/15 現在）。７月号ゆんたくとあわせ 300 校以上

の指定校を掲載しておりますので、出願希望の方はあわせてご覧下さい。 

 

 

 

指定校推薦枠の追加のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

６ 

 

【大学】 

【短期大学】 

都道府県 学校名 学部 学科 特典

北海道 函館大学 商学部 商学科

・推薦入試特別奨学生（１・２年次の授業料のうち年額25万

円給費：2年間）

・特別奨学生受験

　①特別奨学生１種：入学金全額(10万円)及び授業料全額

(74万円)給費

　②特別奨学生２種：入学金全額(10万円)及び授業料半額

(37万円)給費

　③特別奨学生３種：入学金全額(10万円)給費

東京都

日本ウェルネス

スポーツ大学

東京キャンパ

ス

スポーツプロモーション学

部
スポーツプロモーション学科 面接試験免除

漢方薬学科

臨床薬学科

神奈川県
神奈川歯科大

学
歯学部 歯学科

富山県 高岡法科大学 法学部 法学科
特待生(授業料免除)：学業成績等が特に優秀な者は、特待

生として認定(基準あり)

芸術学部

芸術学科

（音楽領域, 美術領域, デザイン領域, 

芸術教養領域）

人間発達学部 子ども発達学科

大阪府
大阪女学院大

学
国際・英語学部 国際・英語学科 入学金免除

子ども発達

健康スポーツ

心理カウンセリング

経営学部 現代ビジネス

国際言語文化学類

現代法律学類

産業経営学類

文学部 人文学科

社会福祉学部 社会福祉学科

社会学部 カルチュラル・マネジメント科

福岡県

日本ウェルネス

スポーツ大学　

北九州サテライ

トキャンパス

スポーツプロモーション学

部
スポーツプロモーション学科 面接試験免除

横浜薬科大学 薬学部

人間学部
太成学院大学

指定校推薦入試合格者に対する奨学金制度あり

(入学金２５万円免除含)

神奈川県

愛知県
名古屋芸術大

学

大阪府

姫路独協大学

四国学院大学

人間社会学群兵庫県

香川県

都道府県 学校名 学科 特典

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科 入学金免除



 
 

 

 

文部科学省認可通信教育 

７ 

 

【専門学校等】 

（東北・関東 1/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

会計士２年・３年コース

税理士２年・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)

鉄道・交通コース(２年制)

トラベルビジネスコース(２年制)

公務員上級・中級コース(２年制)

公務員初級コース(２年制)

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

裁判所事務官・税務職員コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

公務員上級・中級コース(２年制)

公務員初級コース(２年制)

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・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)

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース(１年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム２年コース

情報処理コース（２年制）

情報ビジネスコース（２年制）

放送映像学科

TVディレクター学科

クロスメディア情報学科

建築学科

建築科（夜間）

電気電子学科

臨床工学科

介護福祉学科

ケアキャリア養成科

栄養士科（２年制）

栄養士科：実践栄養コース（３年制）

調理師科（１年制）

調理グランシェフコース（２年制）

調理実践科（２年制）

製菓・製パン科（１年制）

パティスリーモデーヌ科（２年制）

パティスリーメティエ科（２年制）

ファッション総合学科（２年制）

スーパークリエーターコース（３年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・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）

東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校

東京ＩＴ会計専門学校(錦糸町)

読売理工医療福祉専門学校 選考料２万円免除

二葉栄養専門学校

二葉製菓学校

【特待生制度】

指定校推薦入学合格者のうち希望者を対象に別途

学科試験を行い、成績優秀者には特典を与える

二葉ファッションアカデミー

東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 選考料免除

東京ＩＴ会計専門学校仙台校 選考料免除

東京法律専門学校仙台校 選考料免除

宮城県

宮城県

埼玉県

選考料免除

選考料免除

東京都

東京都

東京都

東京都

千葉県

東京都



 

 

 

８ 

 

文部科学省認可通信教育 

（東北・関東 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

宅建ビジネスコース（２年制）

法律専門職コース（２年制）

司法試験コース（４年制）

司法試験２年制コース

ビジネスコース（２年制）

ファッション・雑貨販売コース（２年制）

国際教養コミュニケーションコース（２年制）

鉄道・交通コース(２年制・東京）

トラベルコース（２年制）

スポーツビジネスコース（２年制）

スポーツトレーナーコース（２年制）

健康スポーツ公務員コース（２年制）

医療事務・医療秘書コース（２年制）

介護・福祉ビジネスコース（２年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・３年コース

会計ビジネスコース（２年制）

情報処理コース（２年制）

モバイルアプリケーションコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

公務員初級コース（１年制）

公務員・医療事務コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

OAビジネスコース（２年制）

国際教養コミュニケーションコース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

トラベルコース（２年制）

スポーツビジネスコース（２年制）

スポーツトレーナーコース（２年制）

健康スポーツ公務員コース（２年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

会計士２年・３年コース

税理士２年・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

ITビジネスコース（２年制）

東京ＩＴ会計専門学校杉並校

東京法律専門学校(錦糸町)

専門学校日本スクールオブビジネス

２１(錦糸町)

専門学校日本動物２１(錦糸町)

日本動物専門学校(杉並)

東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校

選考料免除

東京法律専門学校杉並校

専門学校日本スクールオブビジネス

(杉並)

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県
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都道府県 学校名 学科 特典

会計士２年・３年コース

税理士２年・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

情報経理コース（２年制）

オフィスビジネスコース（２年制）

情報ビジネスコース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

トラベルビジネスコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

裁判所事務官・税務職員コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・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

情報会計ビジネスコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・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

ITビジネスコース（２年制）

情報経理コース（２年制）

鉄道・交通コース（２年制）

ホテル・トラベルコース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース（１年制）

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

会計士２年・３年コース

税理士２年・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

ITビジネスコース（２年制）

情報経理コース（２年制）

公務員上級・中級コース（２年制）

公務員初級コース（２年制）

郵政・鉄道コース(２年制)

公務員初級コース（１年制）

公務員・医療事務コース（２年制）

警察官・消防官・自衛官コース（２年制）

法務教官・刑務官コース(２年制)

警察官・消防官・自衛官コース(１年制)

ペットグルーミングコース（２年制）

ドッグトレーナーコース（２年制）

動物看護コース（２年制）

ペットショップビジネスコース（２年制）

ペットケア＆セラピーコース（２年制）

大阪動物専門学校天王寺校

京都ＩＴ会計法律専門学校

大阪動物専門学校

大阪ＩＴ会計専門学校天王寺校

大阪法律専門学校天王寺校

大阪法律専門学校

名古屋動物専門学校

大阪ＩＴ会計専門学校

東京ＩＴ会計専門学校名古屋校

東京法律専門学校名古屋校

大阪府

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

選考料免除

愛知県

愛知県

愛知県

京都府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府
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都道府県 学校名 学科 特典

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

総合英語科

英語通訳・翻訳科

アジア言語ビジネス科

国際留学科：１年制

デザイン・コンピュータ学科：デザイン・イラスト専攻

デザイン・コンピュータ学科：ゲーム専攻

デザイン・コンピュータ学科：情報処理・ネットワーク専攻

総合学科：総合音楽専攻

総合学科：総合スタッフ専攻

ミュージシャン学科：ボーカル専攻

ミュージシャン学科：ギター専攻

ミュージシャン学科：ベース専攻

ミュージシャン学科：ドラム専攻

ミュージシャン学科：キーボード専攻

ミュージシャン学科：ミュージッククリエイター専攻

音楽技術学科：音響エンジニア専攻

音楽技術学科：照明スタッフ専攻

音楽技術学科：音楽ビジネス専攻

楽器ビジネス学科：ギタークラフト専攻

ダンス学科：ストリートダンス専攻

ダンス学科：ダンスパフォーマンス専攻

総合学科（３年制）：アニメプロデュースコース

総合学科（３年制）：総合コミックコース

声優学科（２年制）：アニメ声優コース

声優学科（２年制）：アニソン声優コース

声優学科（２年制）：声優アクターズコース

アニメーション学科（２年制）：アニメーターコース

アニメーション学科（２年制）：ＣＧアニメーションコース

マンガ・イラスト学科（２年制）：ストリートコミックコース

マンガ・イラスト学科（２年制）：キャラクターデザインコー

ス

児童福祉科：保育士コース

児童福祉科：保育士・幼稚園教諭コース

介護社会福祉科：介護福祉士コース

介護社会福祉科：介護・社会福祉士コース

大阪府 関西社会福祉専門学校 介護福祉科(昼間・２年) 入学金１５万円+入学検定料３万円免除

入学金の半額免除(１１万５千円)南海福祉看護専門学校

入学検定料２万円免除、入学金３０万円のうち５万

円免除

入学選考料免除

授業料５万円免除

入学選考料免除

大阪外語専門学校

清風情報工科学院

大阪アニメーションカレッジ専門学校

キャットミュージックカレッジ専門学校

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

（九州・沖縄） 

都道府県 学校名 学科 特典

製菓・製パン科(２年制)：パティシエ＆ショコラティエ

製菓・製パン科(２年制)：製パン

製菓・製パン科(２年制)：製菓＆製パン

製菓・製パン科(２年制)：製菓＆調理

製菓・製パン科(２年制)：スーパーヴァンドゥーズ

調理師科(２年制)：調理師

カフェ総合科(２年制)：カフェ総合

カフェ総合科(２年制)：カフェオーナー

カフェ総合科(２年制)：バリスタ

食＆マネジメント科(３年制)：スーパーパティシエ＆ショコラ

ティエ

食＆マネジメント科(３年制)：フードクリエイト＆マネジメント

モバイルシステムクリエイト科 学費30万円免除

インターネットシステム学科 学費30万円免除

３DCADクリエイト学科 学費30万円免除

情報処理学科 学費20万円免除

公務員ビジネス学科 入学金10万円免除

医療情報学科 学費30万円免除

医療ビジネス学科 学費20万円免除

公務員・教養本科：法律・行政コース（２年課程・４年課

程）

公務員・教養本科：警察・消防・海上保安コース（２・４年

課程）

国際ビジネス本科：カレッジコース（２年課程）

国際ビジネス本科：国際英米コース（２・３年課程）

国際ビジネス本科：ワーキングスタディコース（２年課程）

こども未来本科：チャイルドイングリッシュコース(２年課

程）

こども未来本科：保育カウンセリングコース（２年課程）

こども未来本科：小学校教員養成コース（４年課程）

専門学校尚学院国際ビジネスアカデ

ミー
合格者は学費より５万円免除

福岡キャリナリー製菓調理専門学校

IVY大分医療総合専門学校

IVY大分高度コンピュータ専門学校

福岡県

大分県

大分県

沖縄県
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 進路指導部 横田 裕美 

 

令和元年度大学入試センター試験の願書（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームページ、

または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、学校ではセンター試験願書を取り寄せることは致しませんので

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (注意)今年９月に卒業する生徒さんと、来年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

      ●今年(令和元年)９月卒業の生徒さん⇒個人出願 

      ●来年(令和２年)３月卒業予定の生徒さん⇒八洲学園大学国際高等学校からの一括出願 

      学校一括出願の方は、１０月３日(木)１７時が本校必着〆切となります。 

      ※願書確認等を行うため、本校提出締切を早めています。ご了承下さい。 

(大学入試センターの定める申込締切は１０月１２日消印有効) 

 

願書提出方法 ～(令和２年)３月卒業予定の生徒さん対象（一括出願）～
 

出願の流れ 注意事項 

①願書を入手 願書は、各自で上記の方法(①,②)のいずれかで取り寄せてください。 

②検定料を納付 願書に従い検定料を銀行・郵便局で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

③願書を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課程 普通科です。 

・ 現住所（記入する時点での住所）を記入してください。 

・ 高等学校コードは４７５０６Ｊです 

④出願  ２０２０年３月卒業予定の方 

▼ 

高校からの一括出願です 

必ず八洲学園大学国際高等学校進路指導部宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受理することはありませんのでご注意ください。 

(注意)２０１９年９月卒業の方は個人出願です。 

⑤出願期間 ▼ 

出願書類の高校への提出受付期間は、 

１０月３日（木）１７時必着 

です。期限に遅れた場合は受験できませんのでご注意ください。 

※ 願書の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 健康診断はセンター試験申し込みの際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

※ 試験内容については分かりかねますので大学入試センターまでお問合せください。 

大学入試センターホームページ ⇒ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｎｃ．ａｃ．ｊｐ／ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（０３）３４６５－８６００（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 

【受験案内入手方法】 

①大学入試センター試験を利用する全国の各大学の窓口で入手する。(無料) 

（配付期間：令和元年 9 月 2 日（月）～令和元年 10 月 10 日（木）） 

②電話、ホームページ（テレメール Web）、郵便局の窓口から大学入試センター試験受験案内ゆうパックカタロ

グで申し込み入手する。(有料) 

（受付期間：令和元年 8 月 1 日（木）～令和元年 10 月 3 日（木）） 

 

 

センター試験の申込方法 
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【進学編】 

オオーーププンンキキャャンンパパススととはは “その学校が自分に合っているか”見極める場所。 

●『学校説明会』： 授業内容だけでなく卒業後の就職先や資格の解説をきく事が出来る。 

●『個別相談会』： 説明会より詳しい内容を、個別で質問出来る。 

●『キャンパスツアー』： 学校内を見て回ることで、リアルな学校生活がイメージで出来る。 

●『模擬授業/実習体験』： 実際の授業や実習に近い内容を体験して、本当に興味がある分野か確認出来る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就職編】 
企企業業説説明明会会ととはは 企業が就活生に向けて会社の理念や事業内容などをＰＲし、本選考に進んで 

もらえるように興味を持たせる場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより ～オープンキャンパス・企業説明会に関して～ 
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≪参加のメリット≫ 

・自分にとって”通学しやすいか”がわかる。 

・一緒に学ぶ先輩や同級生の雰囲気を知ることが出来る。 

・入試情報を知る事が出来る。 

≪オープンキャンパスで大切な事≫ 

・自分に合っている学校か判断する。 

・自分が学校選びで重視したい基準をいくつか挙げた上で参加する。 

●『合同説明会』● 

説明は一回につき 20分ほどのローテーションであることが多い。最初から

その企業に興味がある学生ばかりではないことを考慮して、事業内容など

については比較的簡単な説明である。 

●『単独説明会』● 

全体で 2 時間ほどの枠が設けられていることが多い。興味を持ってその企

業に足を運んだ学生向けに、より会社や事業の深い説明がされる。Web ペ

ージなどを使って予習をしておくことで、セミナー中の説明が理解しやす

い。会場には複数の社員がいるので、社内の人の雰囲気も感じることがで

きる。説明会に付随して座談会や、なんらかの選考が行われる場合もある。 

今年度、卒業予定のみなさん!! 進路はお考えでしょうか。まだ迷っている方

は、各学校・企業の見学会等に参加してみてはいかがでしょうか。９月も実施

している学校や企業があります。ぜひご参加下さい。 



校長 中村 成希 

 

参加型ファッションイベント『JAPANMODELS（ジャパンモデルズ）』と八洲学園大学

国際高等学校は提携をしております。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。 

 

●日時：2019 年 11月 3 日（日）12 時〜18 時 45 分予定。 

 

「JAPANMODELS２０１９ A／W」開催のお知らせ 

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、８月①スクーリングに参加しました生徒さん達１１名を表彰しましたのでご紹介しま

す。また、３名の生徒さんが功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。 

 

【画像：後列の左から】 

●ボクシング活動 ミニマム級（プロボクサー）仲島辰郎 

●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 

●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 

【画像：中列の左から】 

●第７１回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 吉田小町（福

岡理容美容専門学校所属） 

●第７１回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）優勝 阿世賀咲良（福

岡理容美容専門学校所属） 

●第７１回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 原紫緒奈（福

岡理容美容専門学校所属） 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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【画像：前列の左から】 

●第５２回 埼玉全国舞踊コンクール２０１９（クラシックバレエ ジュニア部）

埼玉県舞踊協会奨励賞 春山奈緒 

●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（福岡理容美容専門学校所属） 

●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 伊藤志

帆（福岡理容美容専門学校所属） 

●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（福岡理容美容専門学校所属） 

 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●第３０回 小学館 マンガワン月例賞「努力賞」 作品名「口裂けちゃん！」 Ｐ．

Ｎ．夏海漣（代々木アニメーション学院広島校所属）画像左側 

●第７回 座間全国舞踊コンクール（高校生部門）第２位 村上莉瑚（画像右側） 

●ヴィクトワールバレエ コンペティション東京２０１９（高校生の部）第５位 堀

かなえ 
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校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校に在学中のプロボクサー（ミニマム級）の「仲島 辰郎（なか

しま たつろう）」君の活躍が、琉球新報（令和元年８月５日朝刊）に載っておりましたので

御紹介します。【琉球新報社提供・掲載許可済み】 

 

 

 

 

 

 

「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 
 

学校法人八洲学園系列へ進学を希望される場合、系列校推薦枠がありますのでご紹介しま

す。入学金の免除など特典もありますので、詳細は、「学校新聞ゆんたく（７・８月号）」で

ご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

す。（神奈川県横浜市西区桜木町 7丁目 42番地） 

 ＥＳＡ音楽学院専門学校は、「吹奏楽学科（吹奏楽コース・管楽器リペアコース）」があり、

「音楽史」「指揮法」「リペア（修理）」等、吹奏楽経験者にとって興味深い科目が多くあり

ます。（大阪府大阪市天王寺区玉造元町２−６） 

学校法人八洲学園系列校「八洲学園大学･ＥＳＡ音楽学院専門学校」 

文部科学省認可通信教育 

●「八洲学園大学」・・・インターネットだけで大学卒業が出来る「日本初の大学」 

●「ＥＳＡ音楽学院専門学校」・・・大阪初の「吹奏楽の演奏とリペアの専門学校」 
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校長 中村 成希 

 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯学部歯学科）に進学し、現在６

回生として「歯科医師」を目指して日々頑張っている男子生徒さん（鹿児島県出身：下画像）

がいます。高等学校在学中から、『将来、医療関係に携わる仕事に就きたい』と話しており、

その夢を実現させるべく進学しています。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒

業後、医療・看護系の学校に進学を希望

する生徒さん達が増えているように思え

ます。 

 

●歯科医師 ●看護師 ●理学療法士 

●薬剤師 ●柔道整復師 等 

 

学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で

指定校推薦学校一覧を紹介していますが、

上記職業に就くための学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を八洲学園大

学国際高等学校に頂いています。期日がありますので、興味のある方は、急いで確認し各担

任に連絡をして下さい。また、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路につい

て考えるきっかけにしてはどうでしょうか？ 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 平良 亮 

 

2019年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知

らせいたします。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せください。 
 

※ 前期で卒業予定の方は、発行手数料に留意してください。卒業証書授与式当日までに申込受付な
らば在学生手数料（ 100円／1通 ）、卒業式翌日以降からは卒業生手数料（ 200円／1通 ）とな
ります。 

※ 発行には往復の郵送を含め日数を要しますので、ご入用の方はお早めに申込みください。 

※ 10月 1日以降は郵便料金が改定となります。返信用封筒は新料金分の郵便切手を貼付してくださ
い。 

 

事務長 平良 亮 
 

 

令和元年 10月からの消費税改正により、令和元年度後期の追加科目登録より、教材のうち

学習書（ワーク）代金が、消費税率 10％での価格となります。なお、教科書代金は消費税が

かからない公示価格ですので変更はありません。 

また、「学習のしおり」p59で案内しています、不足分の「バーコードシール」「宛名シール」

「封筒（青色／黄緑色）」等の販売については、もとより非課税ですので購入価格は変わりま

せん。ただし郵送での受け取り希望の場合は、新郵便料金での送料が必要となります。 

 

教頭 鈴木 啓之 

 

高校生の海外留学（２週間～３ヵ月）に文部科学省から資金援助が支給されるプログラム

です。第６期募集が公開されましたら、ゆんたく紙上でご案内します。また、９月より全国

で「第６期募集説明会＆体験発表会」が開催されます。海外留学に関心のある方は、説明会

への参加応募（９月３日より受付）をお奨めします。 

説明会紹介ページ：https://www.tobitate.mext.go.jp/news/detail.html?id=150 

証明書発行の種類 発行開始日 

単位修得証明書 
2019年度前期で修得した科目は、10月 1日以降の発行 

（2018年度までに修得した科目は、随時発行できます。） 

卒業証明書 
2019年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式 (9月 15日)

の翌日から発行 

証明書の発行時期について 

 

文部科学省認可通信教育 

１９ 

学習書消費税改定のご案内 

トビタテ！留学 JAPAN について（予報） 



事務長 平良 亮 

 

１０月１日からの消費税改正により郵便料金が値上げされます。ついては、証明書発行等の際の

返信用送料、住所氏名変更届の手数料（配達証明郵便料金）を１０月１日より、次のように改定し

ます。（９月３０日消印までの証明書発行申請は、現行送料で受付けします。） 

なお、証明書発行手数料は１０月以降も変わりません。 

 

証明書等の種類 返信封筒の重さ 普通郵便 
速達郵便料金 

（お急ぎの場合） 

単位修得成績証明書 

単位修得証明書 

卒業証明書 

成績証明書 

奨学金用推薦書 

～２５ｇ 

（証明書２通まで） 

８４円 

（定型郵便） 
３７４円 

～５０ｇ 

（証明書４通まで） 

９４円 

（定型郵便） 
３８２円 

～１００ｇ 

（証明書８通まで） 

１４０円 

（定型外郵便） 
４３０円 

生徒証明書再発行 

旅客運賃割引証 

氏名変更届 

～２５ｇ 
８４円 

（定型郵便） 
３７４円 

調査書 

推薦書 

～１００ｇ 

（２通まで） 

１４０円 

（定型外郵便） 
４３０円 

～１５０ｇ 

（４通まで） 

２１０円 

（定型外郵便） 
５００円 

住所変更届 ～２５ｇ 配達証明郵便料金： ８３９円 

紛失リポート再購入・ 

追加のバーコードシール 

封筒（青色/黄緑色） 

視聴報告書 等の購入 

教材の購入申込前に学校へ確認の連絡をください。 

教材の荷の重量・大きさ・厚みを測って 

必要な返信用封筒の大きさ、返信用送料をご案内します。 

※ お急ぎで通数が多い場合は、レターパックライト（３７０円、４kg以内。Ａ４ファイルサイズ）が 

お得です。 

※ １０月１日以降消印の証明書等発行請求については、返信郵便料金の不足があれば、追加で不足分 

料金の切手を受け取ってからの発行となります。 

※ 令和元年度前期の成績は、１０月１日以降に証明書に反映されますが、成績証明書等発行願を 

９月中に申請いただければ、証明書返信郵送が１０月以降となっても旧料金で受付します。 

※ 「視聴報告書」、「リポート」を提出する青色封筒の「第四種郵便」料金は、従来通り変更なく 

１５円（１００ｇまで）です。 

証明書の返信送料等の郵便料金改定について 

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 

 

未成年者の飲酒は、非行の温床になるとの懸念や心身への害が大きいため、「未成年者飲

酒禁止法」により禁止されています。また、飲酒を契機に違法薬物や脱法ドラッグへの入

り口になりやすいなど、大きな社会問題となっています。そこで、みなさんに、飲酒のリ

スクと害について紹介します。 

 

 

 

 

 

。 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》未成年の飲酒の危険性について 

【保護者の方へ】 

・心身の発達途上の青少年にとって、飲酒の害は

深刻なため、成人年齢が 18歳に引き下げられた

後も、20歳までは法律で飲酒が禁止されます。 

・保護者は「未成年者飲酒禁止法」により「未成年

者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務」

の義務を負い、制止しなかった場合は科料の罰

を受けます。 

・酩酊すると、生徒本人の学習阻害だけでなく、授

業や他の生徒の学びを妨げることになります。 

八洲学園大学国際高等学校では宿舎管理規程

により、集中スクーリング中の飲酒を禁止していま

す。参加初日の「ガイダンス」授業や朝のホーム

ルームで飲酒をしないよう啓発するとともに、ルー

ル違反の場合は、参加する集中スクーリングから

強制帰宅させるなど飲酒防止に努めています。 

【 飲酒の害 Ｑ＆Ａ 】 

【Ｑ】どうして未成年は飲酒が禁止されているのですか？ 

【Ａ】発達途上の心身に重大な悪影響があることが分かっているからです。大人に 
比べて急性アルコール中毒になりやすく、急性すい炎・肝臓疾患のリスクが高 
いです。また習慣的な飲酒は、大人と比べ脳委縮・インポテンツ（性的不能）、 
生理不順のリスクが高くなります。 
精神面では、集中力が続かず学習意欲低下だけでなく、怒りっぽく、自己中心的になるな
ど、性格が変わってしまうこともあります。 

【Ｑ】急性アルコール中毒はどんな症状ですか？ 

【Ａ】意識レベルが低下し、嘔吐・血圧低下・呼吸数の低下などが起こり、吐物による呼吸不全・
低血圧ショック・凍死など命に関わります。酔った自覚症状がなくとも、ふらつきや判断ミス
による転倒・転落・交通事故・水難事故が起きやすくなります。また、興奮やハメを外した言
動で、ケンカや暴力事件を起こしやすくなります。 

【Ｑ】少しのお酒なら大丈夫ですか？ 

【Ａ】未成年は、（顔が赤くならなく自覚症状がない場合でも）少量でも大人より強くアルコールの
作用がでます。行動面では、動体視力が低下し、運動の正確さが損なわれます。精神面で
は記憶や判断力だけでなく、深く思考したり集中できなくなります。また、肝臓でのアルコー
ル解毒作用が未熟で、「酔い」や「二日酔い」症状が成人より長く続きます。 

２１ 

アルコール飲料の CM、広告

には、マーク「STOP!20歳未

満飲酒」がついています。こ

のマークのついた売場の商

品を未成年者は購入するこ

とができません。 

逆に販売した場合は、販売

者に罰金が科せられます。 

学校は学習の場です。良好な学習環境維持

のため、短期集中スクーリング参加中は、

成人・未成年者にかかわらず飲酒・喫煙を厳

禁と定めています。学校から一時外出中で

あっても飲酒・喫煙は厳禁です。 

通学者についても、酩酊した状態で集中ス

クーリングに参加することはできません。 

【生徒指導部より】 



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 北九州校 福岡県北九州市 

●CANアカデミーin寺子屋福津校 福岡県福津市 

●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 

「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 

大分県 
●プロ家庭教師のディック学園（大分校・中津校）※ 大分県大分市・中津市 

●明星国際ビューティカレッジ 大分県大分市 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院※ 佐賀県 

長崎県 ●アカデミア高等学院 長崎県大村市 

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 

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！ 
 

９月沖縄北部学習会（本校） ９月１０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 

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

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

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

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
英語基礎

コミュ英語Ⅱ

日本史B 家庭総合

科学と
人間生活

化学基礎 美術Ⅰ

コミュ
英語Ⅰ

地学基礎

体育α
コミュ
英語Ⅰ

家庭総合

9/10(火) 3年次（γ）

科学と
人間生活

生物基礎 古典Ｂ

体育α 体育γ体育β



 

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   https://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 日  16 月 敬老の日 

2 月  17 火  

3 火 
９月 S キャンセル返金可能〆切 

９月 S 返送書類必着 
18 水 後期科目追加登録開始日 

4 水  19 木  

5 木  20 金  

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 秋分の日 

9 月 ●９月スクーリング：７泊● 24 火  

10 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 25 水  

11 水 ●５泊コース● 26 木  

12 木  27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日 ２０１９年度前期卒業証書授与式 30 月 
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 
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