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・ ｐ４     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ５     令和元年度前期 卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ６－７   令和元年度前期 卒業証書授与式 

・ ｐ８     令和元年度前期 卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

・ ｐ９     令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０－１１ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１２    提携校(YAG)10月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ１３    高等教育の修学支援制度スタート！ 

・ ｐ１４－１５ 令和３年度大学受験の「共通ID」申込について 

・ ｐ１６    進路だより 

・ ｐ１７    《海外留学・海外体験紹介》バリ島編 

・ ｐ１８－１９ 国の留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN」について 

・ ｐ２０    １１月講演・勉強会 

・ ｐ２１    《連載 健康だより》インフルエンザを予防しよう 

・ ｐ２２    那覇空港の飲食店・ショップの大規模拡充について 

・ ｐ２３    新任教員紹介 ／ １１月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ２４－２５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２６    １１月行事予定 

令和元年１０月３１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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月スクーリングダイジェスト 
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いいいよよよいいいよよよ球球球技技技大大大会会会   

当当当日日日ででですすす！！！  

体体体育育育でででウウウォォォーーーキキキンンングググ   

体体体育育育でででフフフッッットトトサササルルル   

美美美術術術ののの授授授業業業風風風景景景   

各各各チチチーーームムムででで   
チチチーーームムム TTT シシシャャャツツツ作作作りりり♪♪♪   

家家家庭庭庭総総総合合合ののの授授授業業業風風風景景景   

作作作戦戦戦会会会議議議   

玉玉玉入入入れれれ：：：青青青チチチーーームムム   玉玉玉入入入れれれ：：：黄黄黄色色色チチチーーームムム   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 球技の内容が全員楽しめるような内容で良かったと思いました。勝ち負け関係なく 
楽しめました！ 

☺ 運動は苦手だし嫌いだけど簡単なもので構成されていてそこまで苦ではなかった。 

☺ 苦手な球技を楽しくできました。 

☺ 玉入れは小学生に戻ったようで楽しかった。 

☺ 初めてのスクーリングで不安いっぱいだったけど 
先生達がとても優しかったし部屋が一緒の子と友達になれて良かった。 

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 
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玉玉玉入入入れれれ：：：ピピピンンンクククチチチーーームムム   
   

球球球技技技大大大会会会   休休休憩憩憩時時時間間間   
   

フフフリリリーーースススロロローーー   
   

障障障害害害物物物リリリレレレーーー   
   

卒卒卒業業業式式式準準準備備備   
   

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   
   



事務部 番場 晴美 

 

 間もなく冬の準備となる季節が近づいてきます。鍋の美味しい季節!!冬に

味わう事が出来る美味しい味を堪能したいものです(*^_^*) 

 後期のスクーリング参加へ向けて準備を進めている皆さん。インフルエン

ザが流行する時季です。体調を整えて、無事単位修得出来るようにご参加下

さい!! 

 みなさんが高校卒業へ向けて前進できるよう、副担任の新垣希先生と共に

応援しています(*^_^*)一緒に歩んでいきましょうね       

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！最近は朝晩と涼しくなり、秋らしい過ごしやすい季節
になってきましたね。秋と言えば何をイメージしますか。食欲の秋、スポー
ツの秋など、色々な言葉が思い出されますが、ぜひ「読書の秋」を楽しんで
欲しいと思います。本嫌い、面倒くさいという人がいるかもしれませんが、
一冊の本との出会いが、人を成長させ、人生を変えるきっかけになる場合が
あると私は思っています。まずは、図書館や本屋さんなどで、自分が興味の
ある本を見つけてみましょう。また、皆さんのお勧めの本があれば、ぜひ紹
介して下さいね～((^∀^*)) 

沖縄も、朝夕はかなり涼しくなって、とても過ごしやすい時期なってきました。

私の趣味の１つ、キャンプをやるのにも、とてもいい季節です。ただ、季節の

変わり目でもあるので、風邪を引かないように気をつけたいと思います。皆さ

んも、体調面気をつけてくださいね。 

話しは、変わりますが、今年度まだ、スクーリングに参加していない生徒さん、

参加時期を迷っている生徒さんは、いつでも連絡してください。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☆ 

沖縄も少しずつ涼しくなってきましたが、学校犬の鈴とモモは毎日元気に走

り回っています！動物が大好きな副担任の仲田先生は、休憩中よく癒しを求

めて鈴とモモと遊んでいますよ～（笑）最後に、スクーリング参加申込、リ

ポート＆視聴報告書提出には最終〆切がありますので、手続きは早め早めで

お願いします♪ご不明な点がありましたら、気軽にご連絡ください！！ 

みなさん、こんにちは。沖縄も秋らしい爽やかな風を感じられる季節となり

ました。秋は美味しいものが沢山ありますし、過ごしやすいのでサイクリン

グなども良いですね！また、読書がしたいこの頃、お勧めの本があれば教え

て下さい。一方、これからの時期にスクーリング参加予定の方は、インフル

エンザなどが流行する時期になりますので予防接種や人込みを避けるなど、

スクーリング前は慎重に行動をお願いしますね。 

芸能スポーツ/海外クラス担任の島袋瑠美です。日中はまだまだ暑い沖縄で

すが、朝晩は心地の良い風が吹き始めました。秋と言えば「食欲の秋」です

ね。秋は美味しい食べ物が沢山ありますが、特に果物が美味しい季節ですね。

我が家ではシャインマスカットがブームになっています。皆さんのおすすめ

の果物があればぜひ教えてくださいね！ 



校長 中村 成希 

 

本日、学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校の卒業証書を授与された、普通科５０名のみ

なさん、ご卒業おめでとうございます。教職員を代表して、心からお慶び申し上げます。卒業生を

今日まで支え、励ましてこられました保護者の皆様、ご家族の皆様にも、心からお祝いを申し上げ

ますと共に、本校に対してのこれまでのご支援、ご協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

今回の学校長式辞の内容のテーマは「感謝」にさせて頂きます。 

 

日本人が世界に誇れることの一つに「感謝の気持ちを表す言葉が豊かな事」がよくあげられます。

たとえば「すみません」「ありがとう」「恐縮です」「おそれいります」「助かりました」「お世話にな

りました」「ご馳走様でした」「お疲れ様でした」など。また、海外の方からは「感謝の国 日本」

とも言われています。 

 

ちょうど３年前、世界中の人たちが、あらためて「日本は感

謝の国だなぁ」と再認識した出来事があります。２０１６年

ブラジルで開催されたリオオリンピックの閉会式での東京

オリンピックへの引継ぎ式の時です。東日本大震災で被災し

た１万人の学生たちが人文字メッセージで世界中からの支

援に対しての「感謝」を伝えた出来事です。テレビ中継やニ

ュースでも多く取り上げられ、世界中の約２０億人が視聴し

たとも言われています。 

 

感謝の心と「ありがとう」と笑顔で伝えると、自分だけでなく周りの人たちの心も和ませ、幸せな

気持ちにしてくれます。また「感謝」は心に訴えるだけでなく、身体にも良い影響を与えると医者

の甲田光雄（こうだみつお）先生が言われていたので紹介したいと思います。私の父が癌の告知を

されたときに主治医に教えてもらった言葉です。 

 

『感謝の気持ちを持つと病気の治りがよい。治癒力が高められる。』  

 

非科学的と言われる方もいますが「感謝する心」は体に良い影響を与えると私は信じています。 

 

皆さんは八洲学園大学国際高等学校を今日卒業します。自宅学習を頑張り、スクーリング期間中は、

朝早くから夜遅くまで授業に出席、そして単位修得試験に合格。沢山の努力してきたと思います。

ただ、一人だけの努力ではなく、多くの人たちの支えのお陰で今日を迎えることが出来ているので

「他者への感謝の気持ち」を忘れないでもらいたいです。 

 

「感謝する事」は、自分自身にも周りの人たちへも良い影響がでます。卒業後もその心を忘れず、

人生を歩んでいって下さい。 

 

終わりになりますが、１０年に１回、同窓会を開催しています。昨年度、創立７０周年記念式典と

同時に開催しました。次回は２０２８年の予定です。またお会いできる事を楽しみにしておきます。

本日は本当におめでとうございました。 

 

令和元年９月１５日 

学校法人八洲学園 八洲学園大学国際高等学校 校長 中村 成希 

令和元年度前期 卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 

５ 
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令和元年度前期 卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 

６ 

 

卒業生代表挨拶 

卒業生退場 

卒業証書授与 

校長式辞 

卒業生再入場 



 

７ 

文部科学省認可通信教育 

卒業式前 

５０名の卒業生の 

皆さん、卒業おめでとう

ございます！！ 



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、

１０月代アニ①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。 

 
 
●第２３回 小学館 マンガワン月例賞「努力賞」 作品名「生徒会の裏事情」 

殿畠悠斗（Ｐ．Ｎ．神谷宮野）（代々木アニメーション学院広島校所属） 

●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） 

 

進路指導部 横田 裕美 
 

指定校推薦枠について、追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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指定校推薦枠の追加のお知らせ 

都道府県 学校名 学科 特典

第一理学療法学科(昼間部)3年制

第二理学療法学科(夜間部)3年制

キャリアカレッジ科(4年制)

総合ライセンス科(3年制)

情報ビジネス科(3年制)

総合ビジネス科(2年制)

情報処理科(2年制)

キャリアカレッジ科(4年制)

総合ライセンス科(3年制)

情報ビジネス科(3年制)

総合ビジネス科(2年制)

情報処理科(2年制)

総合ライセンス科(3年制)

総合ビジネス科(2年制)

情報処理科(2年制)

沖縄情報経理専門学校(名護校)

入学選考料免除

学費等一部免除あり

入学選考料免除

学費等一部免除あり

入学選考料免除

学費等一部免除あり

大阪府

沖縄県

沖縄県

沖縄県

近畿リハビリテーション学院

沖縄情報経理専門学校(沖縄校)

沖縄情報経理専門学校(那覇校)

指定校推薦枠の追加のお知らせ 

【専門学校等】 
※学校WEBサイトの指定校推薦一覧もあわせてご覧ください 
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 中村 成希（校長） ご卒業おめでとうございます。 

 鈴木 啓之（教頭） 人生は長い。青春は短い。 
となると、ぼやぼやしてるのはもったいない。 
やりたいことは今すぐ着手あるのみ！ 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス） ご卒業おめでとうございます。 
これから歩んでいく人生は選択の連続です。 
立ち止まることなく、前に進む勇気を持ち続けて下さい。 
みなさんの輝かしい未来に幸あれ(^^) 

 當山 全（3･4 番クラス） 祝 卒業おめでとうございます！ 
自分の夢に向かい、これからも一歩一歩前進して下さい。 

 島袋 友美（5･6 番クラス） 卒業おめでとうございます!!! 八洲で培ったことを糧に、こ
れからも自分の道を自分の足で歩んでいってください。応援しています。素敵な思い出
ありがとう。 

 平安山 智子（7･8 番クラス） 高校卒業した後の人生をどう過ごすかは自分次第です！ 
皆さんの今後のご活躍をお祈りしています。 

 横田 裕美（9･0 番クラス） ご卒業おめでとうございます(^_^)v  
出逢うことが出来て幸せでした。素敵な未来へ向けて… 

 島袋 瑠美（芸能スポーツ・海外クラス） ご卒業おめでとうございます!! 
出会いを大切に… 

 仲田 由紀（1･2 番クラス副担任） Congratulations on your graduation!! Never forget us!  

 玉城 健一（3･4 番クラス副担任） 高校卒業おめでとうございます。 
これからも自分らしく、自分のペースで前進して下さい。応援しています!! 

 高江洲 萌（5･6 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます！みなさんに出会えて
良かったです。応援しています。 

 中島 菜々子（7･8 番クラス副担任） 卒業生の皆さんへ 卒業おめでとうございます!! 八
洲で頑張った高校生活は皆さんの人生にきっと生きてくると思います。身体を大切に頑
張ってください(^^) 

 新垣 希（9･0 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます!! 皆さんの進む道を応援
しています。 

 原田 みき子 ご卒業おめでとうございます！楽しく実り豊かな人生にしてください。 

 玉城 郁江 卒業生のみなさん この卒業という日を迎えることができたのは自分の力
です。胸を張ってこれからの人生歩んで下さい。卒業おめでとうございます。 

教職員から卒業生へのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



 

 島袋 正良 卒業おめでとう。本部の自然の中でのスクーリングは、とても良い経験にな
ったと思います。これからもがんばって！ 

 長﨑 佑 祝 卒業 「諦めない」「相談する」「安らぎの場、時間を持つ」 
この４つを忘れずに、大きく羽ばたいてください。 

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。この喜びは今までの努力のおかげ!! 
次は何を目標にしましょうか。 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます!! 今後もあせらず一歩ずつ自分のペースで人生
を歩んでいってくださいね。 

 天野 葉月 卒業おめでとうございます。八洲で得た知識や経験をこれからの人生に活か
し、また新しい良い出逢いにつなげていって下さいね！幸多き人生でありますように。 

 エンブリー章子 Congratulations and good luck in your future endeavors. 卒業おめでとう!! 

 平良 亮 ご卒業おめでとうございます。数ある学校の中から八洲学園を選んでくれたこ
と、そして、卒業していくこと、とてもうれしく思います。またいつか笑顔で再会しま
しょう。 

 松本 美代子 ご卒業おめでとうございます。あっという間でしたね。これからもいろい
ろな事にチャレンジして下さい！ 

 親川 瞳 卒業おめでとう！  

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます!! 自分を信じて一歩一歩進んでいって下さい。
応援しています!! 

 具志堅 慎一 NEVER GIVE UP. 人生の大地に根を張り大きくなれ！アバヨ！ 

 谷 和樹 卒業おめでとう 

 具志堅 将 卒業おめでとう！令和を守り、日本の救世主になって下さい。 

 兼城 昌一 ご卒業おめでとうございます。皆さんのこれからのご活躍を祈っています。 

 儀間 雪深 卒業おめでとうございます。大きな自信を持って、未来に向かって羽ばたい
ください！ 

 儀間 伸彦 卒業おめでとうございます。新たなスタートがん
ばれー 

 板谷 幸恵 自分らしく一歩一歩進んでいって下さい。 
応援しています！ 

 番場 晴美 未来は、頑張り次第でいくらでも変えることがで
きます。努力を惜しまず自分の生きる道を見つけてください。 

１１ 

文部科学省認可通信教育 
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提携校(YAG)10 月①スクーリングダイジェスト 
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体体体育育育ででで海海海水水水浴浴浴♪♪♪   

休休休みみみ時時時間間間ははは職職職員員員室室室ででで   

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   

特特特別別別活活活動動動ででで森森森のののガガガラララススス館館館   

卓卓卓球球球大大大会会会   体体体育育育ののの授授授業業業ののの合合合間間間ににに   

特特特別別別活活活動動動でででネネネオオオパパパーーークククへへへ！！！   

特特特別別別活活活動動動ででで国国国際際際通通通りりりへへへ   



進路指導部 横田 裕美 

 

 消費税増税を原資に、令和２年度の進学より「意欲ある子供たちの進学を支援

するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の

大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化（入学金・

授業料減免と給付型奨学金）する」新修学支援が始まります。 

関心のある方は、文部科学省特設ページをご覧ください。 

                                http://www.mext.go.jp/kyufu/ 

■支援内容 

■支援を受けられる保護者年収の目安と支援額 

支援対象者 
年収の目安 

（4 人世帯の場合） 
支援額 

住民税非課税世帯の学生 ～約 270 万円 満額 

住民税非課税世帯に 

準ずる世帯の学生 

～約 300 万円 満額の 2/3 

～約 380 万円 満額の 1/3 

■支援の対象となる大学・短大・専門学校 

文部科学省ページより確認できます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421393.htm 

※ 専門学校や地方公共団体立の学校は、各所管都道府県のサイトで確認してください 

■支援の手続き 

進学時に各大学等で申込みを行います。詳細については、受験する大学等にお問い合わせください。 

高等教育の修学支援制度スタート！ 

文部科学省認可通信教育 
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http://www.mext.go.jp/kyufu/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421393.htm


進路指導部 横田 裕美 

 

令和３年度入試（令和２年度前期または後期卒業の生徒）から、従来のセンター試験に代わって「大

学入学共通テスト」に移行します。共通テストでは、民間の英語資格・検定試験を活用して、大学入試

で英語の４技能（「読む」「聞く」「話す」「書く」）を評価することになります。 

下図に示しますように、受験生が大学を受験する年度の４月から１２月までの期間に、大学入試セン

ターが発行する個人を特定するための１０ケタのコード（共通ＩＤ）を記入して受験した２回までの資

格・検定試験の成績を、大学入試センターが集約・管理し、大学の求めに応じて提供します。受験生は、

成績を取り寄せて志願先の大学に送るなどの手間や費用を削減できるメリットがあります。 

共通ＩＤの申請が始まりますので、大学進学をめざす生徒さんは、共通ＩＤ取得の申請をしてください。 

 

 対象生徒  令和２年度前期または後期卒業予定の生徒で、かつセンター試験を受ける予定の方 

  （受験する大学や資格・検定試験の種類が未定でもかまいません。） 

  ※令和元年度卒業者が、浪人対策に取得する場合は、今年度に限り登録可能 
 

 申込方法  八洲学園大学国際高等学校で取りまとめて、学校から一括申請します。 

 １．申込用紙入手法：大学入試センターのホームページより、 

   「B 共通ＩＤ発行申込み」と「共通ＩＤ発行申込書Ⓐ」の両方をダウンロード・印刷 

  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_id_manual.html 

   または、最寄りのセンター試験実施大学より冊子「共通ＩＤ発行申込案内」を入手 

 ２．提出先：八洲学園大学国際高等学校 進路指導部 宛 

 ３．提出期限： 第一回提出〆切 令和元年１１月１２日(火) 必着 

   第二回提出〆切 令和２年 １月２４日(金) 必着 

   ※令和元年度卒業予定者（希望者）の提出〆切 令和元年１２月６日(金) 必着 

   ※その後も申込可能です。上記期日後に申し込む場合は、各担任へご連絡下さい。 

 

 共通ＩＤ取得  令和２年１月以降に、大学入試センターより自宅宛にハガキで通知 

  

令和３年度大学受験の「共通ＩＤ」申込について 

文部科学省認可通信教育 
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 民間の英語資格・検定試験   

・ 大学ごとに対象とする英語資格・検定試験が異なりますので、大学の募集要項を確認した上で、

受ける試験を選んでください。試験は個人での申し込みになります。受験期間は、下図のＡ・Ｂ・

Ｃの３期間から選んで受験します（各期１回まで）。 

・ 大学入試英語成績提供システムに登録される試験の成績は、令和２年度の４月から１２月の間に

受験した２回までとなります。同じ検定試験を２度受験して高い得点の回を登録してもよいし、

異なる試験を受けて自分の能力をより発揮できた試験を登録することもできます。 

・ へき地在住者は、「共通ＩＤ」申請時に申し込むことで、民間試験の受験料の減免措置を受けら

れます（沖縄県では、離島と国頭村が対象地域）。 

  

１５ 
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進路指導部 仲田 由紀 

  
 海外留学の目的は様々ですが、「進路」の視点から分けると、語学力を磨き将来の進路選択の幅を広げ

る「語学留学」、進学先の１つとしての「海外大学留学」、現地学生の中に混じって学ぶことで自身の視

野を広げる「正規留学」が代表的です。 

八洲学園大学国際高等学校では、高校在学中から「アメリカ合衆国」への短期語学研修・ホームステ

イ、そして、アジア随一のリゾート地「セブ島（フィリピン）」へ語学研修の機会を提供しています。一

定の語学力（プラス度胸）がついたら、どのように世界や選択肢が広がるか、私の海外留学体験を踏ま

えてみなさんを海外留学にいざないます。 

◆海外大学留学（海外の大学に進学して単位や学位を修得） 

海外の大学で学ぶことで、専門科目の勉強も深めながら国際人としての力をつけます。単位や学位を

修得することが目的のため、１年～長期留学となることが多いです。ポピュラーな留学先としては、 

アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリスなどがあげられます。 

・私が最初に経験した留学は１８歳のときで、イギリスに約１年間住んでいました。高校３年生のと

きに「大学在学中に留学したい」と目標を立て、留学制度の充実した大学や外国人留学生が多く在籍す

る大学を受験することにしました。行きたい国が決まっていたわけではなく、英語圏であればどこでも

よいと考えていました。私の進学した大学は海外の大学の日本校でイギリスにもキャンパスがあったた

め、イギリス留学中に修得した単位や在籍期間も認定されて、休学することなく４年間で卒業すること

ができました。高校からの夢をかなえつつ充実した大学生活を過ごしました。 

◆正規留学（海外の教育機関で学ぶ） 

正規留学は、海外交流交換団体の実施する留学プログラムに選考試験を受けて応募する「交換留学」と、

費用を全額自己負担する代わりに出発時期や期間・滞在形態などを自由に決められる「私費留学」の 

２種類があります。 

・イギリスでの留学経験で私の留学熱はますます燃え上がり、「アジア圏のどこかに行きたい！できれ

ば宗教についても知りたい」との強い思いから、２回目の留学は「私費留学」を選択しました。 

自分でゼロから企画し、留学先探し／連絡／期間や時期の設定／留学契約や支払い手続き／ビザや航空

券の手配／入国手続き全部を自分で行いました。アジア圏の語学学校（英語専攻）を調べ、観光地バリ

やヒンドゥー教で有名なインドネシア・バリ島を選び約２カ月間滞在しました。幸いにも空港からの送

迎やステイ先などは留学先の学校のサポートを受けることができました。計画から出発までは大変でし

たが、充実したかけがえのない海外留学経験を得ました。 

 

進路だより ～進路・目標としての海外留学～ 
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みなさんも、海外大学留学や正規留学、当校の提携するセブ島への 

語学研修に興味があれば、担任の先生や進路指導 仲田までお気軽に

ご相談ください。 



教頭／ゆんたく編集部 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学国際高校では、日々通わなくてもよいという学習スタイルを活かした海外留学や海外旅

行に関心のある生徒さんが多数いらっしゃいます。また、アメリカやセブ島への短期語学留学参加者も

増えています。そこで、海外体験の豊富な英語科の仲田先生に、海外体験や海外生活の魅力や楽しみ

方・海外事情について、紹介してもらいます。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

《海外留学・海外体験紹介》バリ島編 
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１７ 

こんにちは！英語科の仲田 由紀です。 

旅行大好き・交流大好きです(*^^*)学生時代にはイギリスに１年留学し、そ

の間にフランス・ベルギー・モナコへ旅行しました。日本に戻ったらアジア

圏に行ってみたいな～と思い、インドネシア・バリ島への留学を叶えること

ができました。不安もありましたが、行って良かったと思っています。 

◆インドネシア・バリ島で過ごした２カ月～宗教編～◆ 

バリ島に興味を持ったのは、今から約１年前に、バリ島出身の方と宗教に

ついて話したことがきっかけです。 

私にとって「宗教」はあまり身近なものではなく、何となくニュースで耳

にする程度でした。インドネシアではイスラム教徒が多いですが、バリ島

だけは唯一ヒンズー教徒が多いです。現地の語学学校の先生たちも７割ヒ

ンズー教徒、３割はイスラム教徒でした。 

まず紹介したいのは、イスラム教についてです。上の写真（右）に写って

いるのはイスラム教徒の先生 Ria です。イスラム教徒の女性は髪の毛をヒ

ジャブで隠しています。Riaはいつもオシャレで、毎日洋服に合わせてヒジ

ャブの色や柄を選んでいるようでした(*^^*) ちなみにバリ島にもユニク

ロがあって、ヒジャブが売っていました。驚き！！花柄やヒョウ柄のヒジ

ャブもあります。そして、お祈りの時間があるようで（多分１日４回）、一

緒に外出しているときも「お祈りの時間だからちょっと待っててね～」と

いう感じで、お祈りして戻ってきました。これにもプチ衝撃でした（笑） 

そして、私の中の最大の疑問。「イスラム教徒はイスラム教徒同士で結婚し

なきゃだし、ヒンズー教徒はヒンズー教徒同士じゃなきゃダメでしょ？ど

うやって違いを見分けるの？」と聞いてみたところ…（イスラム教の女性

は一目で分かるけど…男性は分からないんじゃ？） 

なんと、その答えが…「名前で分かるよ！！」でした(゜-゜)これは、私が

バリ島で過ごした中で、最も驚いたことかもしれません。（笑）イスラム教

徒の方に多い名前は Muhammad や Ahmad など（この２つは男性の名前らし

い）。また、ヒンズー教で多いのは、Putuや Madeなど。なんと、この名前

は全員についていて、生まれ順がわかるようになっているそうです。長男・

長女は Putu、次男・次女は Madeだそうで！初対面で名前を聞いたときに、

Putuがあまりにも多すぎて混乱しました（笑） 

紹介したい寺院はまだまだありますが…気になる方はぜひ調べてみてくだ

さい(*^^*)次号はバリ島での学校生活を紹介したいと思います～♪ 

↑世界遺産のタマンアユン寺院。

1634年に建立。国寺として 

建てられたそうです。 

↑タナロット寺院へ行く途中。 

ヒンズー教の正装です。 

← 一番仲良しの Indah 先生♪インドネシアでもアヒル口が流行っていました。 

 Duck face と言っていました（笑）女子は世界共通～( *´艸｀) 

Ria 

Nakada 



教頭 鈴木 啓之 
 

高校生の留学を資金面で応援する国の事業「トビタテ！留学 JAPAN」

（官民協働海外留学創出プロジェクト）を紹介します。海外留学を希

望する方は、ふるって応募してください。 

全国から 800人の高校生に、令和 2年 7月以降に出発の留学に対し

て平均 50万円の留学資金が援助されます。留学先や留学目的は自分で

探してきて、各地で行われる書類選考・面接試験に合格すれば採用さ

れます。語学や学力は一切問わず、「熱意」や留学計画の具体性が評価

されます。留学期間は 2週間程度の短期～12か月の長期留学までと多

様で、他の留学支援との併用も可能です。 

募集のコース種類と募集人員数 

 

分野名 活動 留学期間 募集数 

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク 

テイク

オフ 

海外の語学学校等において外国語の習得を主たる目的とするプログラムに

参加するとともに、留学先で外国語を用いて異文化交流を行うもの。 

例) 外国語の学修を目的とした大学等のサマースクール・語学学校への

通学等 

14～21 
日間 

240名 

ショート 

海外の高等学校や大学等の教育機関に在籍し、外国語を用いて様々な科

目を学修したり、教育プログラムに参加したりするもの。 

例)大学等で実施されるサマースクール・サマーキャンプ、現地校への

ターム留学等 

14～106 
日間 

120名 

ロング 
海外の高等学校等に長期間在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修す

るもの（※）。 

例)交換留学や私費留学等による現地高等学校等への長期間の通学等 

107～365 
日間 

20名 
（※） 

プロフェッショ

ナル 

現在学んでいる専門知識・スキル等を生かして、あるいは将来的に携わり

たいと考える領域について、実地研修やインターンシップ等を通じて専門知

識やスキルの習得を目指すもの。 

例)農場、工場、病院等での実地研修、観光、調理等のキャリアカレッ

ジでの学修、インターンシップ等。 

このうち「未来テクノロジー人材枠」(プログラミング、制御技術、ロボティク

ス、Webサービス・デザイン、モバイルアプリ開発等に関する学修やインター

ンシップ等の実践活動を行う)を設ける。 

例)テクノロジーキャンプ、プログラミングの授業に参加等 
14～106 
日間 

100名 
 

（60名） 

スポーツ 

・ 芸術 

学内の部活動または学外の活動等を生かして、海外のトレーニングセンタ

ー、教育機関、芸術学校等に在籍し、現地指導者の下で技量の向上を目指

すものや、現地でのレッスン・トレーニングを伴って大会等に参加するもの。 

例)現地チームの練習・現地在住の指導者の下で行うレッスン参加等 

100名 

国際 

ボランティア 

海外でのボランティア活動に参加し、体験を通じて国際協力についての理

解を深めるもの。 

例)NGO 団体によるボランティア活動への参加等 

100名 

国の留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN」について 

文部科学省認可通信教育 
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●事業主体と趣旨  

・「トビタテ！留学 JAPAN」（官民協働海外留学創出プロジェクト）として国が民間から 116億円を 
集め、（独）日本学生支援機構を通じて留学生を金銭支援する 

●支援の内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・研修参加費、奨学金（渡航費、授業料、現地活動費）を支給 

・令和 2年 7月下旬（予定）に、派遣留学生本人又はその親権者に直接支給 

●応募要件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・日本国籍または日本永住権があり、留学に必要な査証（ビザ）を確実に取得できる生徒 

・留学時に高校在学し、留学後も学業の継続又は卒業をする生徒 
（令和元年度卒業予定者は、進学後に大学生向け「トビタテ！留学 JAPAN」をご利用ください） 

・「トビタテ！留学 JAPAN」の事前研修・壮行会・事後研修に参加する生徒 

・留学先機関が受け入れを許可する生徒／受け入れ先の具体的計画がある生徒 
（民間の留学エージェントの利用も可） 

・令和 2年 4月 1日現在で 30歳未満である生徒 

・所得 1000万円未満の世帯の生徒（1000万円以上世帯でも総募集数の 1割の人数枠あり） 

●採用者の義務 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・事前研修、壮行会に参加すること 

・留学中は「アンダバサー活動」として日本について発信し自国の理解を深めること 

・事後研修および「エヴァンジェリスト活動」として学校や地域で自らの体験を語り伝え、 
留学機運を盛り上げること 

・留学後は留学生の同窓会組織「留学生ネットワーク」に属して、留学生間で交流すること 

●奨学金 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・返還不要の奨学金を 7月下旬に保護者口座へ振込み支給 

・支給額は実際に発生した費用ではなく、留学期間・留学先に応じて設定された定額 

●留学計画の申請要件 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・令和 2年 1月 28日(火)17時までに、学校を通じて申請 

・令和 2年 7月 1日から令和 3年 3月 31日までの間に諸外国において留学が開始される計画 

・諸外国における留学期間が、分野ごとに規定する日数を満たす計画 

・留学先受入機関（予定も可）がある計画 

・留学先での「アンバサダー活動」及び自主活動が含まれている計画 

●選考 --------------------------------------------------------------  

・書面審査：令和 2年 2月中に審査し、3月上旬に結果通知 

・面接審査：全国 9カ所で令和 2年 3月下旬に実施し、4月下旬に結果通知 
（応募者による 3分のプレゼンテーション、持込み・演出は自由） 

・審査事項：熱意や独創性、計画の具体性（英語力・学力は問わない） 

●応募方法 -------------------------------------------------------------------------------  

・作成した留学計画書を、八洲学園大学国際高等学校を通じ、（独）日本学生支援機構に申請 

・校内問い合わせ先： 横浜分室 鈴木まで（フリーコール０１２０－８４０－５９８） 

・応募書類入手先： 「トビタテ！留学 JAPAN」特設サイトよりダウンロード 

https://tobitate.jasso.go.jp/document-koukousei/ 

・校内締切： 令和２年１月２７日（月）１２時 必着 

１９ 

文部科学省認可通信教育 

留学プランの 
相談です！ 



          続く１０年間の日本の教育を規定する学習指導要領に

よる学校教育が令和 2年度から始まります。今回の改訂

は、学び方の改革「主体的・対話的で深い学び（アクテ

ィブラーニング）」が目玉となっています。 

 

「分かる喜びや学ぶ意義を実感できない授業は児童にとって苦痛であり、

児童の劣等感を助長し、情緒の不安定をもたらし、様々な問題行動を生じさ

せる原因となることも考えられる。（同 解説より）」との問題意識が根底に

あります。また、高校教育で不登校の生徒への教育課程について新たに規定

するなど要配慮児童・生徒への対応の充実を打ち出しています。 

 

そこで今回は、改訂のねらいやポイントについて紹介し、みなさんととも

にこれからの学校教育について理解を深めてゆきます。 

 

 

校長 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

２０ 

◆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：１１月１０日（日）１３～１５時（１２：３０～受付） 

◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要） 

◆参加費：５００円 

◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ） 

◆講 師：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学教授 博士（医学） ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

【職歴】岡崎国立共同研究機構 生理学研究所、ドイツ国ハンブルグ大学

生理学研究所、茨城大学、茨城県教育庁を経て現職。 



環境保健委員会 平安山 智子 

 

今年度は、８月からインフルエンザの全国的な流行が始まり、各地で学級閉鎖が相次いでいます。

日ごろより手洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。 

沖縄短期集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共交

通機関での移動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。 

予防接種が一番ですが、加えて公共交通機関を利用する時や人ごみの中を通る時にはマスク装用を

するなど、事前の十分な予防対策をお願いします。 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《連載 健康だより》インフルエンザを予防しよう 

 
 

インフルエンザにかかった人がせ

きやくしゃみをすることでウイルスが

空気中に広がり、それを吸い込むこと

によって感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れたと

ころを触ることによる接触感染でも広

がります。よく見られる症状は、突然

の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など

で、のどの痛み、鼻水などがありま

す。 

 

 

① 予防接種がもっとも有効です。 

 

② 日頃から充分な栄養・休養が大切

です。 

③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗いと

うがいを心がけましょう。 

④ マスク装用、うがい薬や食塩水で

のうがいなどを心がけ、喉を乾かさ

ないようにしましょう。 

 

 

予防接種用のワクチンは、流行予

測に基づいて毎年調整されており、

Ａ型、Ｂ型のいずれにかかっても効

果があります。なお、接種してから予

防効果を発揮するまでに約２週間程

度かかるため、スクーリング参加の２

週間以上前に接種することをお奨め

します。また効果は半年持続すると

言われています。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定

める第二種感染症です。生徒さんが発症す

ると、学校保健安全法により出席を停止さ

せることと定められています。 

生徒さんのインフルエンザ感染がスクーリ

ング参加中に判明・発症した場合、授業・体

育実技・単位修得試験などに出席すること

はできません。食事についても別室でとっ

ていただきます。 

インフルエンザ予防接種の受け方 

・地域の医師会や保健所が、予防接種を実施して

いる医療機関のリストを公開しています。かかりつ

け医があればそこでご利用ください。 

・料金は医療機関により異なり、2500～3500円ぐら

いが相場です。予約の必要な医療機関もあれば

その場で受付けてくれるところもあります。事前に

電話で確かめてご利用ください。 

（市町村によっては公的補助により格安で利用で

きるところもあります） 

・接種当日は保険証をお持ちください。 

・発熱している方は治ってからご利用ください。 

・病院待合室などは患者さんも利用しますので、マ

スク装用など感染対策を心がけてください。 

咳エチケット３か条 

・マスクをする 

・咳をする際にはティッシュなど

で口を覆い、使ったら棄てる 

・上着の内側やそでで口をおおう 

※手で口を押えると、手についた 

ウイルスが接触感染で広がります 

２１ 



教頭 鈴木 啓之 

 

沖縄短期集中スクーリングの初日と最終日は、スクールバスが学校と那覇空港間を結んで送迎し

ています。空港での集合前にランチを取ったり、空港で解散後の航空便や路線バスの待合の際の食

事に、空港内の飲食店が利用されています。この度、国際線と国内線ターミナルを結ぶ「際内連結

ターミナル」の完成で安価な飲食店が数多く新規出店し、ますます利用しやすくなりました。また、

ショップやアミューズメント施設も拡充されましたので一端を紹介します。 

 

 【４階 フードコート】  

 ドトールコーヒー 吉野家 

 とんかつ新宿さぼてん はなまるうどん 

 グルメ風月（鉄板料理） 御殿山（沖縄そば） 

 サブウェイ（サンドイッチ） 丼 なんと屋 

    

 【３階 レストラン街】  （イベントホール「ふくぎ」を併設！） 

 マクドナルド ステーキハウス 88 東京豚骨ラーメンばんから 

 Snow Lagoon IceCream cafe & sweets（アイスクリーム） あだん 和食と沖縄料理 

 ピンクベリー（フローズンヨーグルト） 

 

 【２階 専門店街 (YUINICHI Str.)  
日本百貨店（手作り品） HabuBox（沖縄モチーフ服） Dear Okinawa（沖縄クラフト） 

塩屋（お塩専門店） オハコルテ（焼き菓子） INTERLINK OKINAWA（和菓子） 

おたべ・辻利（京菓子） 黒船（カステラ） 福地商店（沖縄陶器） 

あしび～にょ（アミューズメント） Airビッグカメラ（家電） MUJI to Go（旅行用品） 

ココカラファイン（ドラッグストア） ちゅら玉（沖縄ジュエリー） DFSウォッチストア（腕時計） 

BLUE SKY 国際売店（全国のお土産） うみちゅらら（美ら海水族館アンテナショップ） 

ビジネスレザーファクトリー（牛革品） カプセルトイルーム（ガチャガチャ無人店） 

フルーツアイランド by ANAFESTA（フルーツ） BAKER'S KITCHEN（パイナップルスイーツ） 

Hanaha EDELWEISS OKINAWA（物販）  

 

 

 【国内線 ゲート内（ＡＮＡ側）】 
 ViTO（イタリアンジェラート） 

那覇空港の飲食店・ショップの大規模拡充について 

文部科学省認可通信教育 

２２ 

空港内にはコンビニエンスストアもあり

ます。バス送迎や航空機利用の際のドリ

ンク購入などにご利用ください 

１Ｆ：ローソン（集合場所付近）他１店 

２Ｆ：ファミリーマート、ローソン 



事務長 平良 亮 
 

10月着任の新任教員を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄北部学習会（本校） 

 

文部科学省認可通信教育 

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！ 
 

１１月沖縄北部学習会（本校） １１月２８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。 

新任教員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松田
ま つ だ

 和則
かずのり

 

担当教科：地理歴史・公民 

出身地：沖縄県名護市 

趣味：三線 

小波津
こ は つ

 美弥子
み や こ

 

担当教科：国語・書道 

出身地：大阪府 

 

１１月

北部学習会（本校）

1時間目
（10：10～11：30）

昼休み
（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

体育α
コミュニケーション

英語Ⅰ
美術Ⅰ

3時間目
（14：10～15：30）

書道Ⅰ 国語表現
コミュニケーション

英語Ⅱ

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)

合同体育α・β・γ（食堂）

★学校バスでコンビ二まで送迎します



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 

●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 

文部科学省認可通信教育 

２４ 



※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 

２５ 

文部科学省認可通信教育 



 

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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日 文化の日 18 月  

4 月 振替休日 19 火 12 月Ｓ詳細発送 

5 火 
11 月Ｓ返送書類必着 

11 月Ｓキャンセル返金可能〆切 
20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金  

8 金 １2 月Ｓ申込書〆切（消印） 23 土 勤労感謝の日 

9 土  24 日  

10 日 ●11月スクーリング● 25 月 12 月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

11 月  26 火 ゆんたく発送 

12 火  27 水 
12 月Ｓキャンセル返金可能〆切 

12 月Ｓ返送書類必着 

13 水  28 木 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

14 木  29 金 成績発送 

15 金 12 月Ｓ申込書〆切（必着・17：00 迄受信受付） 30 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 

２６ 


