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・ ｐ２－３   ８月②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     ２０１９年度後期集中スクーリング「テーマ」案内 

・ ｐ６     指定校推薦枠の追加のお知らせ 

／ 「女子美術大学」のご紹介 

・ ｐ７     進路だより ～職業体験講座～ 

・ ｐ８－９   令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    吹奏楽「第６１回 定期演奏会」のご案内 

・ ｐ１１    《健康だより》防災特集 

・ ｐ１２    学校への路線バス・高速バスアクセスについて 

・ ｐ１３    《健康だより》全国的にインフルエンザが流行【速報】 

／ １０月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６    １０月行事予定 

令和元年９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②スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

入入入校校校式式式ででで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   

オオオプププシシショョョンンンででで   
ハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェへへへ   

花花花火火火大大大会会会後後後後後後ののの集集集合合合写写写真真真   

自自自由由由参参参加加加ののの卓卓卓球球球大大大会会会   

 

特特特別別別活活活動動動ははは   

バババスススででで移移移動動動   

 

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   

古古古宇宇宇利利利大大大橋橋橋ウウウォォォーーーキキキンンングググ♪♪♪   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 健康というテーマにぴったりのスクーリングでした。特に体力テストを行うことによって今

の自分の健康状態を知れたのは良かったです。 

☺ 久しぶりに体を動かしたので筋肉痛になったりしたけど、鍛えることができたので良かった

です。 

☺ はじめは緊張していたけど、みんないい人達ばかりでとても楽しかったです。 

☺ 今回は健康がテーマだったので、綺麗な眺めのところをウォーキングできて 

気持ち良かったです。 

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 

上上上体体体起起起こここししし   

視視視力力力検検検査査査   桜桜桜満満満開開開ののの儀儀儀   

修修修了了了式式式ででで健健健康康康診診診断断断   ももものののさささししし落落落とととししし   

古古古宇宇宇利利利大大大橋橋橋休休休憩憩憩所所所   

瀬瀬瀬底底底ビビビーーーチチチ海海海水水水浴浴浴！！！   



事務部 板谷 幸恵 

 

 稲が育つ秋がやってきました(*^_^*)皆さんはどの様な秋をお過ごしです

か。とても過ごしやすい気候である今の時季、少し自分自身を振り返り、新

たな何かに挑戦するのも良いかも!!一歩を踏み出した何かが、未来へ繋がる

大きな出来事に繋がるかもしれません       

 もちろん、高校卒業へ向けての一歩も大切(*^_^*)令和元年度の後期がスタ

ートします。どんな時も、みなさんが自分の力を信じて前へ進む事が出来る

よう応援しています。スクーリングでお逢い出来る事を、副担任の新垣希先

生と共に楽しみにしています(*^_^*) 『フレー、フレー、八洲人      』 

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 

令和元年度前期卒業を迎えられた皆さん、ご卒業おめでとうございます。卒

業はゴールではなくスタートです。人との出会いを大切に、たくさんのこと

を経験し成長して下さい。これから卒業を目指される皆さん。自分のやりた

いことはなんなのか、すぐに見つかるものではありません。日々生活してい

く中で、何かをきっかけに自分の夢、道が拓けると思います。 

自分の人生、自分の道を自分で切り開いて、前進していきましょう。 

迷った時は、いつでも相談して下さいね♪♪ 

前期卒業を迎えられた生徒のみなさん、おめでとうございます!! これからも、

自分の決めた目標達成のために、一歩ずつ前進していってください。応援して

います。 

これから後期が始まりますが、まだスクーリングに参加していない人や、自宅

学習がなかなか進まない人は、気軽に連絡してくださいね。また、進路が決ま

っていない人も、気軽に連絡してください。一緒に相談しながらやっていきま

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、副担任の後藤まで気軽に連絡下さい！！ 

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。 

今年度前期卒業された方、後期卒業予定の方は進路選択の時期に来ています。

進学、就職など進路選択の相談は随時受け付けてしているのでいつでも連絡

くださいね。また、在校生の方でスクーリング参加時期未定の方は具体的に

考えていけない時期に突入しています。ぜひ、ご連絡ください！連絡お待ち

しています(^_-)-☆ 

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。 

沖縄では８月９月は旧盆やエイサー祭りなどでエイサーを目にする機会が

多くありました。１歳５ヵ月になる娘もエイサーが大好きで、「イーヤーサ

ーサー」の掛け声で足を大きく上げて踊りだします。これから１０月になる

と運動会でもエイサーの演舞を見かけます。本校でもスクーリング中に体育

の授業でエイサーをやる機会があるかもしれませんので、その際は楽しみに

していてくださいね！！※エイサーとは：本土の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能のひとつ 



教務部 島袋 瑠美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２０１９年度後期集中スクーリング「テーマ」案内 

 

５ 

 
 

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   

 
 

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   

   

 

※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…🎶 

 

沖縄の植物や自然を満喫しよう♪ 

 

 
 
※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））  
シーサー？ 



進路指導部 横田 裕美 
 

ゆんたく７月号と８月号及び、八洲学園大学国際高等学校ＷＥＢサイトに指定校推薦一覧を掲載

いたしましたが、追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 中村 成希 

 

女子美術大学は、１９００年、当時男子校で女学生の入学を認めていなかった東京美術学校に対

峙し創設された「私立女子美術学校」に始まり、１００年以上続く歴史のある美術大学です。私立

美術学校としては最も歴史が長く、多くの女性美術家やデザイナー、クリエーターを輩出している

教育機関です。 

 

右の図のように、東京芸大を頂点に、

通称「東京五美術大学」が位置していま

す。「東京五美術大学」とは武蔵野美術大

学、多摩美術大学、東京造形大学、女子

美術大学、日本大学芸術学部のことで、

美術大学の早稲田・慶応と言われていま

す。 

 

今年度も、「女子美術大学」より指定校推

薦校の認定を受けました。出願期間は、

１１月頃より始まります。 

美術・デザインに深い興味を持ち、進学

して専門知識や技術を学びたい気持ちを

持っている方は、一度、ホームページで

確認してみてはどうでしょうか？ 

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 

 

【専門学校等】 

都道府県 学校名 学科 特典

看護師科

視能訓練士科

メディカル外語学科

福岡県 公務員ビジネス専門学校 救急救命士学科

専門学校日本医科学大学校埼玉県

「女子美術大学」のご紹介 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより ～職業体験講座～ 

 

文部科学省認可通信教育 

７ 

８月北部学習会にて、職業体験講座を実施しました。４部門に分かれての体験(*^_^*) 

普段体験できない学びの時間となりました。 

本校ホームページの進路ブログで、職業体験講座の内容を掲載します。ぜひご覧下さい♪ 

【ゲームプログラミング部門】 

【美容(メイク)部門】 

【写真部門】 

【理学療法部門】 



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②スクーリングに参加しました生徒さん達５名を表彰しましたのでご紹介します。

また、１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】 

●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 

●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 

【画像：前列の左から】 

●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 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 
●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 

●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 

●第８回 エヴァ・エフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション

プレパラトリー（クラシック部門 ジュニア Bの部）第４位 堀かなえ 

 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●第２回 西日本ＳＵＰ選手権大会ＲＡＣＥ「テクニカル」エリート男子レースボ

ード１４ｆｔ以下 第１位 田口頼 

●第２回 西日本ＳＵＰ選手権大会ＲＡＣＥ「ロングディスタンス」エリート男子

レースボード１４ｆｔ以下 第１位 田口頼 

●２０１９ＪＣＦスタンドアップパドルボード海外派遣選考会「テクニカル」男

子総合 第２位 田口頼 

●２０１９ＪＣＦスタンドアップパドルボード海外派遣選考会「ロングディスタ

ンス」男子総合 第１位 田口頼 

（※中国青島で行われる「世界選手権（世界カヌー連盟主催）」に日本代表として

参戦予定。左画像は１位の表彰台。） 

９ 

文部科学省認可通信教育 



校長 中村 成希 

 

大阪市にあります「学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校」の定期演奏会が１０月

２２日（火：祝日）に阿倍野区民センターにて開催されます。日本で「唯一の吹奏楽学科」

がある専門学校です。ご興味のある方はどうぞお越し下さい。また、学校法人八洲学園の姉

妹校ですので、進学を希望の方は各担任までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

吹奏楽「第６１回 定期演奏会」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



環境保健部 平安山 智子 

 

９月は、関東大震災を契機とし「広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、 

これに対処する心構えを準備する」ことを目的に国を挙げて防災啓発活動がなされています。また、関東を

直撃した台風１５号による広域の被災（停電、断水、交通障害や通信障害）は、日本のどこにでも想定以上

の災害が襲いえることを見せつけました。そこでみなさんへ、災害に対する日ごろの備えについて啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》防災特集 

１１ 

【保護者のみなさまへ】 

・当校では、飲料水や非常食の備蓄、教職員による

救護訓練を行っており、スクーリング参加の生徒

さんの安全確保や地域防災に努めています。 

（学校は海抜５０ｍの高台に立地し津波は到達高

度外にあります。また、校地内にはブロック塀等

はありません。） 

・学校周辺のハザードマップを職員室の受付カウン

ター付近に掲示しております。また、学校周辺の

危険個所（ブロック塀施設の有無、交通事故リス

ク）の点検・巡回を定期的に行っております。 

・生徒さんへは、スクーリング参加初日の特別活動

において、安全教育を行っております。 

【地域のリスクを知ろう】 

・各自治体は、Webサイト／広報／防災パンフレ

ットを通じて津波・浸水・土砂災害などの危険

地域や避難場所を記したハザードマップ（防災

マップ）を公開しています。 

自宅周辺、バイト先やその経路での危険個所を

把握するとともに、避難所や避難場所への安全

な経路を確認しましょう。 

 集合住宅にあっては、屋外への避難経路や緊急

通報設備の位置を把握し、定期的に開かれる消

防訓練に参加しましょう。 

【家族でよく話し合おう】 

・家族とはぐれたり連絡がとれなくなる場合もあ

ります。平時から非常時の行動や連携について

話し合い、情報を共有しましょう。 

：避難場所や集合場所の確認 

：電話・通信が使えない場合の連絡方法 

（「災害用伝言ダイヤル」や「災害用伝言板」の

利用法を家族でよく確認しましょう。） 

：避難時の役割分担（持ち出し物など） 

：日ごろから、外出するときは行き先やスケジュ

ールを家族で交換しましょう。 

【防災情報を知ろう】 

・地震／津波／大雨・台風／大雪／落雷でどのよ

うな災害がおこり、どのように警戒情報が発せ

られるか研究しましょう。 

・スマホに専用着信音で報じられる緊急速報「エ

リアメール」を受信した際の緊急の行動（机の

下に隠れるなどの身の安全確保／避難など）を

想定し、予行しておきましょう。また、「避難指

示」や「避難勧告」があった際のとるべき行動

を確認しておきましょう。 

【自室や自宅のリスクを知ろう】 

・玄関ドアや自室ドアが塞がったり開かない場合

や、火災が広がった際の脱出方法を確かめましょう。 

・自宅や自室の床にガラスが散乱した場合や浸水

がある場合の避難方法を確かめましょう。また、

屋内の安全な一時避難場所を確かめましょう。 

・持ち出し品・防災用品（懐中電灯、防災頭巾、

毛布、医薬品、非常食、充電器など）の備えと

所在を確認しましょう。 



①  

②  

③  

事務長 平良 亮 

 

八洲学園大学国際高等学校はバスアクセスに恵まれており、那覇空港・県中部を結ぶ高速バスが４

系統、名護バスターミナルを起点として県北部を循環する路線バスも３系統が利用できます。学校最

寄りのバス停の場所と路線バス／高速バス路線をご案内します。北部学習会参加など来校の際にご利

用ください。 

① 「石川入口」バス停（路線バス） 

●[系統 65/66 番]本部半島線（本部廻り／今帰仁廻り） 

 （「名護バスターミナル」発着循環） 

●[系統 70 番]備瀬線（備瀬廻り／謝花廻り） 

 （「名護バスターミナル」発着循環） 

② 「エメラルドビーチ前」バス停（降車専用） 

沖縄エアポートシャトル リゾートライナー／特急便 

（「那覇空港 国内線」１番バス乗り場発 恩納村経由） 

※一日１３便、空港から３時間（特急は２時間） 

③ 「オリオンモトブリゾート」バス停 

●系統 117番高速バス（「ｵﾘｵﾝﾓﾄﾌﾞﾘｿﾞｰﾄ」行／「那覇空港」行） 

（「国内線旅客ターミナル前」２番バス乗り場発 「国場」経由） 

 ※１日上り９便／下り１０便、空港から２時間１５分 

「ホテルオリオンモトブリゾート&スパ」バス停 

●やんばる急行バス（「運天港」行／「那覇空港」行） 

 （「那覇空港国内線」１番バス乗り場発 「古島駅前」経由） 

 ※１日９便、空港から２時間２０分 

●リムジンバス（「ｵﾘｵﾝﾓﾄﾌﾞﾘｿﾞｰﾄ」行／「那覇空港」行） 

 （「那覇空港国内線」１２番バス乗り場発 直行便） 

 ※１日２便、空港から３時間 

「ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ」バス停（乗車専用） 

●沖縄エアポートシャトル エアポートライナー（「那覇空港」行） 

 ※一日１３便、空港まで３時間（特急は２時間） 

△ 短期集中スクーリングの初日と最終日はスクールバス

にて「那覇空港」― 学校間を無料送迎（事前予約制）

します。北部学習会実施日は「名護市民会館」― 学校

間を無料送迎いたします。 

△ 高速バスは路線によって「那覇ＢＴ」／「県庁北口」／

「名護ＢＴ」／「名護市役所前」で路線バスと接続する

ほか、高速道路バス停にも停まります。 

△ ホテル「ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ」正面玄

関前のバス停名称は、路線により名称が変わりますが同

じバス停です。 

△ 高速バスの運賃支払いは、路線ごとに「乗車時車内払い」

「降車時払い」「空港カウンタ／ホテルフロントで事前

発券」と異なります。また、同じ目的地行でも、路線に

より運賃が異なります。 

△ １０月１日以降、消費税増税を反映したバス料金の値上

げが予定されています。新運賃については運行バス会社

にお問い合わせください。 

学校への路線バス・高速バスアクセスについて 
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環境保健部 平安山 智子 
 

今年度は、季節外れの７月からインフルエンザの流行が始まり、９月になって全国的に患者数が

増加し小学校から高校の学級閉鎖が相次いでいるとの速報が発せられました（国立感染症研究所９

月１０日発表）。 

外出時はマスクなど装用し、こまめに手洗いやうがいをするなど、インフル

エンザ予防に努めてください。 

なお、「2019/20シーズン向けインフルエンザワクチン」は１０月からの製

品出荷が見込まれるそうです。予防のためのワクチン接種をお奨めします。 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄北部学習会（本校） 
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・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！ 
 

１０月沖縄北部学習会（本校） １０月８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ください。（℡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。 

《健康だより》全国的にインフルエンザが流行【速報】 

 

 

 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 

国語総合 現代文Ｂ 
コミュニケーション

英語Ⅱ （12：40～14：00） 

●3時間目 
コミュニケーション

英語基礎 
コミュニケーション

英語Ⅰ 家庭総合 
（14：10～15：30） 



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 

●マナラボ高等部 調布キャンパス（東京） 東京都調布市 

神奈川県 
●カルミア学舎 神奈川県横浜市青葉区 

●マナラボ高等部 青葉台キャンパス（神奈川） 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 

●マナラボ高等部 下総中山キャンパス（千葉） 千葉県船橋市 

茨城県 
●マナラボ高等部 みらい平キャンパス（茨城） 茨城県つくばみらい市 

●マナラボ高等部 研究学園キャンパス（茨城） 茨城県つくば市 

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 

●一般社団法人あいち子ども包括支援協会 愛知県尾張旭市 

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 

●旭自由学院 大阪府大阪市旭区 

●デモクラティックスクール ASOVIVA!高等部 大阪府南河内郡 

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 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 
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※印：無施設型（家庭教師派遣等） 

 

 

    【学習提携校名】 【住 所】 

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 

●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 
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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 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金  

4 金  19 土 11 月Ｓ申込〆切（必着・17：00 迄受信受付） 

5 土  20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火 即位礼正殿の儀 

8 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 23 水 11 月Ｓ詳細発送 

9 水  24 木  

10 木  25 金  

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月 体育の日 29 火  

15 火 １１月Ｓ申込書〆切（消印） 30 水  

   31 木 11 月Ｓ：ＲＨ提出〆切  ゆんたく発送 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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