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・ ｐ３     提携校(YAG)10月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校(YAG)10月③スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     「沖縄タイムス（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ６－７   令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ８     「セブ島語学留学中」の生徒さんのご紹介 

・ ｐ９     《海外留学・海外体験紹介》バリ島・学校生活編 

・ ｐ１０    「黒板アート作品」のご紹介 ／ 共通ＩＤ申込の中止について 

・ ｐ１１    進路だより ～求人票の見方～ 

・ ｐ１２    《健康だより》歯の健康 

・ ｐ１３    年末年始のお知らせ ／ １２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    １２月行事予定 

令和元年１１月２６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 

 

 冬支度の準備は進んでいますか(*^_^*)冬は鍋が美味しく感じられる季節!!

普段、なかなか野菜を摂る事が出来ない方は、この季節を機に鍋でたくさん

の野菜を食べる事をお勧めします      様々な味で鍋をご堪能下さい。 

 皆さん、学習は進んでいますか。自分のペースですすめる中で迷いや悩み

があれば共に解決していきましょう。一つ一つの活動が卒業への一歩!! 大変

な時こそ『大きく変わる時』(*^_^*)みなさんの今を沖縄の空より、副担任の

新垣希先生と応援しています☆ 

２ 

担任からクラスのみなさんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！すっかり朝夕冷え込むようになりましね。この時期に
なると風邪、インフルエンザの感染が心配されます。風邪などにかからない
為に、日頃からしっかりと予防をしていきましょう。日常生活での予防法を
紹介しますね♪ ① 手洗い：外出から帰ったら石けんを使ってていねいに。 
② せきエチケット：せきやくしゃみにはティッシュやマスクの使用を。 
③ うがい：水うがいで風邪の発症が 4 割減少。④ 湿気・換気：適度な湿度
とこまめな換気が有効。⑤ 予防接種：感染予防や感染しても軽症ですむ。 
⑥ バランスの良い食事：免疫力が高まり感染予防に。 

３・４番クラスのみなさん、こんにちは！沖縄も日が暮れるのが早くなり、朝

晩もかなり冷え込むようになりました。みなさん、体調など崩していません

か？ 

今年も、残すところ 1 か月。スクーリングにまだ参加していない人は、目標

達成に向けて早めに参加しましょう。初めて参加する人は、何かと不安がある

と思いますが、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（●＾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！！ 

皆さん、こんにちは。沖縄も朝晩は羽織るものが必要な程、涼しい季節にな

りました。これからはインフルエンザが猛威をふるいます。スクーリングや

受験を控えている方は人混みを避けるか、人混みではマスクを着用し、こま

めな手洗い、うがいを心がけて下さいね。また、肌が乾燥してくる時期はボ

ディミルクやマッサージクリームで自分ケアをしてあげると身も心も癒され

ますよ！ぜひ、お試しを。 

芸能スポーツ/海外クラス担任の島袋瑠美です。今年も早いもので残り１ヶ

月となりましたね。今年は元号が平成から令和に変わり、何かと慌ただしく

過ぎ去っていったように感じます。皆さんやり残した事はありませんか。学

習が思うように進んでいない方は、新しい年を迎える前に少しでも進められ

るといいですね！困ったことやわからない事があれば、いつでも連絡くださ

い。お待ちしています。 



事務部 板谷 幸恵 
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提携校(YAG)10 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 

３ 

書書書道道道ののの授授授業業業風風風景景景   
   

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   
   

ネネネオオオパパパーーークククオオオキキキナナナワワワででで   
集集集合合合写写写真真真♪♪♪   

卓卓卓球球球大大大会会会   

体体体育育育館館館ででで   
ひひひさささしししぶぶぶりりりににに運運運動動動   

リリリレレレーーーももも   

楽楽楽しししみみみままましししたたた！！！   
   

オオオプププシシショョョンンンははは   
ハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェででで   森森森のののガガガラララススス館館館ででで   懇懇懇親親親会会会ででで弾弾弾ききき語語語りりり   

中中中庭庭庭ででで   宿宿宿舎舎舎ののの様様様子子子   



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

提携校(YAG)10 月③スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

   

オオオプププシシショョョンンンのののハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェ   

国国国際際際通通通りりり楽楽楽しししいいい！！！   

ゾゾゾウウウガガガメメメににに乗乗乗っっってててみみみままましししたたた♪♪♪   

ネネネオオオパパパーーークククででで餌餌餌やややりりり体体体験験験   

琉琉琉球球球ガガガラララスススっっっててて癒癒癒ささされれれるるる♪♪♪   

111000 月月月なななのののににに真真真夏夏夏ののの気気気分分分   

こここののの職職職員員員室室室   居居居心心心地地地最最最高高高！！！   

食食食堂堂堂スススタタタッッッフフフさささんんんととと   

体体体育育育ののの休休休みみみ時時時間間間   

休休休みみみ時時時間間間はははモモモモモモににに癒癒癒ささされれれままましししたたた♪♪♪   

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   



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中で、スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）の日本代

表選手「田口 頼（たぐち らい）」君の活躍が、沖縄タイムス（令和元年１０月３０日朝刊）

に載っておりましたのでご紹介します。【提供：沖縄タイムス社】 

 

 

 

 

 

 

「沖縄タイムス（新聞）記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

５ 



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①②③スクーリングに参加しました生徒さん４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。 

●コスプレフォトコンｉｎいちタナ２０１９ グランプリ 山本瑠奈（代々木アニ

メーション学院名古屋校所属） 

●ジャンプＳＱ．ＲＩＳＥ「新人漫画賞」 セミファイナル選考 作品名「オタ子

の非日常」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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●女優活動（日本放映プロ所属）テレビ朝日ドラマ「遺留捜査 スペシャル」出演、

テレビＣＭ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）」出演等 原芽生 

（代々木アニメーション学院大阪校所属） 

 

●舞台活動（Ａ-Ｌｉｇｈｔ所属）

涙活朗読劇「ボクと７通の手紙」

主演、涙活朗読劇「さとり心霊

研究室」等出演 横井理子（代々

木アニメーション学院東京校所

属） 

 

 

 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

６ 



【功労賞授与確定者（新規）】 

●第２３回ボランティア・スピリット・アワード（高校生部門）コミュニティ賞 

原田琳音 

 

 

 

 

 

●ＩＣＦ世界選手権２０１９（スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）日本代表

選手：Ｕ１８）２冠（ロングディスタンス部門 優勝・テクニカル部門 優勝・

スプリント部門 準優勝）田口頼 

 

 

 

７ 

文部科学省認可通信教育 

◎地元にある高齢者施設にて、利用者の皆さんにヴァイオリン演奏を披露する活動

が評価され、今回、「コミュニティ賞」を授与されています。 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、アジアのリゾート地「セブ島」にあるＨｏｗｄｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ  

Ａｃａｄｅｍｙと提携しています。１週間単位から参加でき、マンツーマンシステムで基礎から

英語を学ぶ事が可能です。 

 

現在６週間のプログラムで参加している男子生徒

さん（沖縄県在住）の頑張っている様子の画像が届

きましたのでご紹介します。楽器演奏を得意として

いる生徒さんで、「三線（沖縄の楽器）」を現地に持

参したようです。「音楽」を通して良い国際交流が出

来たらと思います。 

 

 本学では「アメリカ私立高等学校」も卒業可能で、

「学研オンライン英会話（国内留学）」とも提携して

います。興味のある方は、資料を送らせて頂きます

ので、各担任までご連絡下さい。 

（単位読み替え対象。「学習の手帳」３１ページ参照。） 

「セブ島語学留学中」の生徒さんのご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



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。前号に引き続き、海外体験の豊富な英語科の仲田先

生に、海外での学びについて紹介してもらいます。 

  

 

 

 

  

 

↓１日の流れはこんな感じでした(*^▽^*) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

《海外留学・海外体験紹介》バリ島・学校生活編 

 

文部科学省認可通信教育 

９ 

英語科の仲田 由紀です。手にもっているのはバナナの葉っぱです！ 

傘の代わりに使っていました！（本当に本当） 

今回は、バリ島での学校生活を紹介したいと思います(≧▽≦)感想を一言で

述べますと・・・「すっっっっごく楽しかった！！！」です。 

先生たちもみんなフレンドリーで、授業外の時間でも 

一緒に音楽を聴いたり、歌ったり♪罰ゲームをしたり（笑）最高でした～ 

← 授業風景 

これは文法メイン

の授業でした！お

しゃべりに夢中に

なることも…（笑） 

会話中心の授業に

したい等のリクエ

ストもできまし

た。 

← 一番仲良しの柚日ちゃん(10歳) 

親子留学コースもあったので、 

保護者の方と長期休暇を利用して参

加していました。 

私のアパートでお泊り女子会をした

ときの写真です（笑）お揃いの T シ

ャツを着ています(≧▽≦)（笑） 

日本に戻っても連絡を取り合って、

沖縄に来てくれたり私が会いに行っ

たりしています！ 

← バリ島での最終日 

私を含む４名の帰国日でした。 

先生方とは同世代で共通の話題

も多かったため、休み時間も放

課後も先生たちの部屋で過ごし

ました（笑）。一緒に外出するこ

とも(*^^*) 

今回の記事を書くにあたって、

先生たちに「写真載せてもいい

～？」と聞いたら、「一番可愛く

写ってる写真にして！」、 

「セルフィーもあるけど送る？」と

の返答が～(゜-゜)（笑） 

 

時間 スケジュール 

７時 起床・準備 

８時 朝食（宿泊先にて） 

９時  

授業 

 
１０時 

１１時 

１２時 お昼休憩（学食有り） 

１３時  

 

授業 

 

１４時 

１５時 

１６時 

１７時 フリークラス（自由参加） 

１８時 夕食（学校から配布） 

１９時  

自由時間（外出 OK） 

 

～就寝 

２０時 

２１時 

２２時 



校長 中村 成希 
 

代々木アニメーション学院１０月②スクーリングに参加していました名古屋校の女子生

徒さん３人（イラスト科・アニメーター科）が、黒板にチョークで絵を描いてくれました。

とても完成度が高く素晴らしかったのでご紹介します。 

 

進路指導部 横田 裕美 
 

以下の発表がありましたので速報します。令和２年度入試の続報が出ましたらゆんたく誌上で紹介い

たします。 

大学入試センター プレス発表 

令和 元年１１月１日 

 

大学入試英語成績提供システムの導入見送り及び 

「共通ＩＤ発行申込」の中止について 

 

 

「黒板アート作品」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

共通ＩＤ申込の中止について 

１０ 

〇 11月１日に文部科学大臣から、令和３年度大学入学者選抜から導入予定であった英語民間

試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」の導入を見送るとの発表がありました。 

文部科学省ホームページ 「大臣メッセージ（英語民間試験について）」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1422381.htm 

〇 これを受け、大学入試センターでは、11 月１日より予定していた「共通ＩＤ発行申込」を

中止いたします。関係者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけすることとなりお詫びい

たします。 

〇 ご準備いただいていた方におかれましては、申込されないようお願いいたします。 

すでに申込済みの場合の取扱いやその他詳細は改めて公表いたします。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1422381.htm


進路指導部 横田 裕美 
 

 

 

 

● 求人票の主な項目 

【雇用形態】 
求人票を見る上で、最初に確認しておくべき項目は「雇用形態」です。 
多くの場合は、正社員、契約社員（準社員）、アルバイト、パート等、常用型派遣、登録型派遣といった
形で分けられています。雇用形態によって給与や勤務先、休日や社会保険の条件なども変わってきます。 
 
【給与】 
注意しておくべきなのが、求人票の給与額は額面であるということです。実際には、その額面から所得
税や健康保険料や雇用保険料などが天引きになるため、手取りはより少なくなります。 
「月給」「固定給制」など給与にも様々な形態があります。「月給」「固定給」は毎月決まって支給される
金額です。ここには残業手当や皆勤手当など月によって変動するものは含まれません。ただし、欠勤の
場合は給与が引かれる場合がありますので注意しましょう。 
 
【保険】 
パートやアルバイト、派遣だとない場合も多いですが、正社員や契約社員であれば社会保険への加入が
あります。これは福利厚生上とても大事ですのでしっかり確認しましょう。 
雇用保険：失業時に失業給付や教育訓練が受けられるなど様々なメリットがあります。 
労災保険：業務中や通勤途中に事故やケガが生じた場合に保険金が支払われます。 
厚生年金保険：定年退職後、一定の年齢になると老齢年金が支給されます。また、事故や病気、障害 

などで死亡したり労働ができなくなった場合、本人や遺族に保険金が支払われます。 
健康保険：病気やケガなどで医療機関を利用した場合に、医療機関の 7割が健康保険から支給されます。 

また、出産などの際の一時金の受給条件となっています。 
※ 社会保険に関する記載がない場合、必ず企業側に確認しましょう。ない場合は自分で国民年金や国民

健康保険などに加入する必要があります。 
 
【休日】 
完全週休 2日制：年間を通し、毎週 2日は必ず休みがあります。曜日固定の場合が多いですが、シフト 

制などの場合は休みの日が変動しますが、2日は原則キープされます。 
週休 2日制：「完全」がつかない場合は、毎月、最低でも 1週は週に 2日の休日があることになります。 

この場合は休日数が思ったより少ないこともあるので、月の休日数の実績を確認した方が
良いでしょう。 

 

 

 

進路だより ～求人票の見方～ 

 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは。今回紹介させていただくのは求人票の見方です。就職を希望している方が

どんな就職先があるのか探すのに必ず利用するものです。求人票からは様々な情報を得ることがで

き、就職活動を満足させるものにするために正しい求人票の見方を身に付けましょう。 

就職を考えている場合や、求人票を確認したい場合は、まずは担任の先生に相談しましょう！ 

求
人
票
の
見
方 

１１ 

（表面） （裏面） 



環境保健委員会 平安山 智子 
 

歯は一生のパートナー 

おいしく食べて、健康で長生きをするために、欠くことのできない「歯」。 

歯は、食べ物を摂取するだけでなく、噛むことによって脳を活性化させる、唾液の分泌を促し抗

菌作用を高める、発音を助けるなど、人の成長や体を守るための効果もあり、私たちが日常生活を

送るうえでとても大切な役割を担っています。虫歯や歯周病などを予防し、生涯のパートナーであ

る自分の歯を長く守るための口腔ケアをご紹介します。 

 

歯と歯の間や奥歯の後ろなど、どうしても通常の歯ブラシだけでは歯垢を取り除き 

にくいところもあります。ブラッシングを助ける道具もいろいろあるので、みがき残し 

ゼロ！ を目標に上手に利用しましょう。 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》歯の健康 
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～歯みがきがセルフケアの基本～ 

ブラッシングのポイントを押さえて上

手に日々のケアをしていきましょう。 

●力を入れすぎず、痛くない程度に小刻

みに動かしてみがく。 

●１本の歯の全ての面を細かくみがく。 

●みがく順番を決めて、一巡するように

みがくとみがき残しが防げる。 

●歯ブラシの角度を変えて、いろいろな

歯の面にきちんと毛先が当たるように

工夫する。 

～かかりつけ歯科医は「歯の健康」サポーター～ 

ていねいにみがいていても、残ってしまう汚れ

があるもの。歯周病を防ぐには１年に１～２回

は歯科医師にチェック（健診）してもらいまし

ょう。かかりつけ歯科医を決め、定期的に診察

を受けておくと、歯や歯ぐきのちょっとした変

化にも気づいてもらいやすくなります。 

最近は「ＰＭＴＣ」（プロフェッショナル・メカ

ニカル・トゥース・クリーニング）という、専

門的な歯のクリーニングを行っている歯科も増

えています。自分では取り除けない歯周ポケッ

トの歯垢（プラーク）や歯石などを除去したり、

歯垢をつきにくくするために歯の表面を 

滑らかにしたりします。 

◇電動歯ブラシ◇ 

歯ブラシ自体が振動して、短時間で効率的に歯垢を

除去できるのが電動歯ブラシ。最近は、音波歯ブラ

シや超音波歯ブラシ、イオン式音波歯ブラシなど、

さまざまな電動歯ブラシも登場しており、使用法や

効果にそれぞれ特徴があります。 

◇歯間ブラシ◇ 

歯のすき間が広い場合に使います。すき間の広さに

合わせて、少し抵抗があるくらいのものを選びまし

ょう。ゆっくり歯と歯の間に入れ、前後に２～３回

動かします。歯ぐきを傷つけないように鏡を見なが

ら使うとよいでしょう。 

◇デンタルフロス◇ 

切って使うタイプと柄のついたタイプがあり、歯と

歯の間の歯垢を取るために使います。歯ぐきを傷つ

けないように、前後にゆっくり動かしながら歯と歯

の間に入れ、歯の側面をこすりながら、前後左右に

２～３回動かします。 

◇洗口剤（マウスウォッシュ）◇ 

適量を口に含んですすぐことで、口内をきれいにし

ます。殺菌作用のある成分が含まれているものは、

歯周病やむし歯の予防、口臭予防の効果も期待でき

ます。成分によって効果が異なるので、お口の状態

やライフスタイルに合わせて選びましょう。 

外出する時もマイ

歯ブラシを忘れず

に♪ 



事務部 番場 晴美 
 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 
 

■ 仕事納め １２／２６（木）１７：３０ まで 

■ 休業  １２／２７（金） ～ １／５（日） 

■ 仕事始め １／６（月）８：３０ から 

 

 緊急時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 
 

１・２番クラス   比嘉クラス  090-6869-8550 ahiga@yashima.jp 

３・４番クラス   當山クラス  090-6869-8551 atoyama@yashima.jp 

５・６番クラス   島袋（友）クラス 090-6869-8552 shimabukuro@yashima.jp 

７・８番クラス   平安山クラス  090-6869-8553 thenzan@yashima.jp 

９・０番クラス   横田クラス  090-6869-8554 yokota@yashima.jp 

芸能スポーツ/海外クラス 島袋（瑠）クラス 090-6856-3434 rumis@yashima.jp 

 

 

 

 

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 
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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！ 
 

１２月沖縄北部学習会（本校） １２月４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。 

 

※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。 

 

 

 

年末年始のお知らせ 

 

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 国語表現

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

コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅱ

家庭総合

体育α
コミュ
英語Ⅰ

美術Ⅰ 化学基礎

書道Ⅰ

書道Ⅰ 生物基礎

科学と
人間生活

コミュ
英語Ⅰ

家庭総合

国語総合 日本史Ｂ

美術Ⅰ 化学基礎

12/4(水) 3年次（γ）

コミュ
英語基礎

現代文Ｂ 古典Ｂ



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 

１４ 



※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 日  16 月  

2 月  17 火  

3 火 ●12 月スクーリング：7 泊● 18 水  

4 水 
☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

１月Ｓ①申込〆切（消印） 
19 木  

5 木 ●５泊コース● 20 金 １月Ｓ②申込〆切（消印） 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火  

10 火  25 水 ゆんたく発送 

11 水 1 月Ｓ①申込書〆切（必着・17：00 迄受信受付） 26 木 １月Ｓ①：ＲＨ提出〆切 

12 木  27 金 学校休業日 

13 金 1 月Ｓ①詳細発送 28 土 学校休業日 

14 土  29 日 学校休業日 

15 日  30 月 学校休業日 

   31 火 学校休業日 

 

 

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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