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・ ｐ２－３   １２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校(YAG)１２月⑤スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ６     令和元年度後期卒業証書授与式について ／ 証明書発行時期について 

・ ｐ７     長﨑佑先生が著書を刊行しました 

・ ｐ８－９   令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ１１    「沖縄産業開発青年隊（第１５６期）募集」のご案内 

・ ｐ１２    高専連携による特別活動の認定について 

・ ｐ１３    高専連携講座の特別活動視聴報告書について 

・ ｐ１４    進路だより ～面接のマナー～ 

・ ｐ１５    《海外留学・海外体験紹介》イギリス留学・日常生活編 

・ ｐ１６    《健康だより》最新統計でわかった高校生の健康悪化 

・ ｐ１７    令和元年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

／ ２月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１８－１９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２０    ２月行事予定 

令和２年１月２８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 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２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 

ゲゲゲススストトトララライイイブブブ   
シシシンンンガガガーーーソソソンンングググララライイイタタターーー   
「「「YYYAAAMMMAAATTTOOO   KKKOOONNNOOO」」」さささんんん   

ゴゴゴスススペペペルルル練練練習習習風風風景景景   

バババンンンドドド練練練習習習風風風景景景   

三三三線線線練練練習習習風風風景景景   

ハハハンンンドドドベベベルルル練練練習習習風風風景景景   

八八八洲洲洲ララライイイブブブ本本本番番番！！！   
《《《バババンンンドドド》》》   

ピピピアアアノノノ   

ドドドラララムムム   
ヴヴヴォォォーーーカカカルルル   
   

《《《三三三線線線》》》   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ このスクーリングで音楽、楽器の楽しさを知る事が出来ました！ 

☺ 最終日の八洲ライブはみんなクオリティーが高くてとっても楽しかったです(^_-)-☆ 

☺ 勉強はすごくきつかったけど、特別活動が楽しかった。みんなで音楽するのも悪くないな
って思えた。 

☺ 短い期間に練習して、ほぼ初対面同士なのに楽しく演奏したり歌ったりで最後には音楽に
なっていて感動しました(^^♪ 

☺ 3 年間あっという間だった。最初は卒業できるか不安だったけど八洲で卒業確定できて良
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 

真真真冬冬冬ののの花花花火火火大大大会会会   

《《《司司司会会会者者者》》》   

《《《ゴゴゴスススペペペルルル》》》   

《《《ハハハンンンドドドベベベルルル》》》   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

提携校(YAG)１２月⑤スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

ネネネオオオパパパーーーククク散散散策策策！！！最最最高高高～～～♪♪♪   

ネネネオオオパパパーーークククでででトトトナナナカカカイイイととと   

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   

ネネネオオオパパパーーークククののの前前前ででで   

休休休みみみ時時時間間間はははモモモモモモとととスススズズズととと一一一緒緒緒ににに   

森森森のののガガガラララススス館館館ででで   
いいいいいいもももののの見見見つつつけけけたたた★★★   

アアアイイイススス最最最高高高～～～！！！   

111222 月月月はははポポポイイインンンセセセチチチアアア   

ネネネオオオパパパーーークククののの   
おおお土土土産産産屋屋屋さささんんんででで   懇懇懇親親親会会会ででで大大大熱熱熱唱唱唱   



事務部 番場 晴美 

 

『１月は“いく”』『２月は“にげる”』『３月は“さる”』とよく言われる
ものですが、新年はじまってからの３か月はあっという間に過ぎてしまいま
す。やり残したことがないように、今この時を『自分のために』『大切な人
のために』充実した時間として過ごす事ができたらいいですね(*^-^*) 
 いよいよ卒業シーズン      大変な事もある中で、こうして八洲で卒業を迎え
る皆さんに心から感謝しています。皆さんの卒業を応援しています。そして、
お逢い出来る事を楽しみにしています。安心して学校へ来てくださいね。 
 副担任の新垣希先生と共にお待ちしております(*^_^*) 

５ 

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！2 月 3 日は何の日がご存知ですか？日本の伝統行事で

ある節分です。節分は、みんなが健康で幸せに過ごせますようにという意味

をこめて、悪いものを追い出す日です。「鬼は外、福はうち」と言いながら豆

まきをします。そして、節分の日の夜に、その年の恵方を向いて、 

願い事を思いながら一言も話さずに恵方巻きを食べると、 

願い事が叶うとも言われています。今年の恵方は「西南西」！ 

皆さんもぜひ、豆まきや恵方巻きを食べて、福を呼び込もう♪ 

 

日々寒い日が続いていますが、皆さん体調崩すことなく過ごせているでしょう

か？ ３・４番クラス担任の玉城です。２０１９年度卒業を迎える予定の生徒

さんやまだ自宅学習課題・スクーリングが終わっていない生徒さん中心に、ど

のように前進したら良いかわからない場合は気軽に連絡下さい！ １人ひと

り生活環境や学習ペースが異なりますので、一緒に相談しながら前進しましょ

う！ また、インフルエンザ流行する季節になっていますので引き続き、体調

管理も徹底して下さい。 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●）今年もよろしくお願

いします。沖縄も冬らしくどんどん冷え込んできました。。。皆さんも体調を

崩さないよう日々気をつけて過ごしてくださいね～。課題が進まずに悩んで

いる、またはスクーリングに関して不安なことがある・・・など困った時は

担任の比嘉、副担任の仲田まで気軽に連絡下さい！！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！！ 課題を進めるときは、学校のＨＰ上

にある『自宅学習サポートページ』を参考に進めていきましょう♪ 

みなさんには座右の銘がありますか？私は最近、自分の部屋を大掃除してい
て、昔、部屋に貼り付けていた座右の銘が出てきたのでご紹介します。「鍛え
れば鍛えるほど人に安心感を与え、強くなれば強くなるほど人に優しくなれ
る」です。忙しくなると、自分を鍛える事よりも、やらなくちゃならないこ
とに追われることが多く、すっかり忘れていました。せっかく思い出せたの
で、昔の気持ちを思い出して初心を忘れずあらゆる面で自分を鍛えてみよう
と思います。みなさんも、自分を戒めるいい言葉、お持ちでしたら是非紹介
して下さい！ 

皆さん、こんにちは。芸能スポーツ/海外クラス担任の島袋です。 

沖縄では桜の咲く季節となりました。学校のある沖縄県本部町では「日本一

早い桜祭り」が開催されています。桜と言えば春のイメージが強いですが、

沖縄では１月から見ごろになります。学校にも桜の木がありますので、スク

ーリングに来た際は開花しているところが見られるといいですね。 



教務部 島袋 瑠美 
 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２３日（日）】に、令和元年度後期卒業証書授与式を挙行いたします。

１月①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１月２０日（月）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。 

卒業生代表挨拶を読んでくれる方、大募集！ 

令和元年度卒業証書授与式で、卒業生代表挨拶を読んでくれる卒業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、感謝の気持ちなどを発表したい卒業生は各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 平良 亮 
 

 進学や就職の際は、「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「単位修得成績証明書」「調査書」等の提出

が必要となります。また、証明書の有効期間は一般的には発行から３か月以内となっています。進学や

求人への出願／求職あるいは入学手続／就職手続にあたっては、証明書の提出が必要になります。事前

にどのような証明書が必要か調べて早めに準備しましょう。当校での証明書の発行には１週間＋郵送日

数をお見込みください。 

 なお、令和元年度後期卒業確定者・見込者からの２月２３日 卒業証書授与式の翌日以降に学校受理の

証明書発行願申請については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、証明書の必

要な方はお早めにお申込下さい。卒業式当日（２月２３日）までは「在校生料金」で事前申込もできま

す。 

■ 「卒業証明書」  ･･･令和元年度後期卒業の方は、令和２年３月１日以降に発行 

※令和２年２月２８日までは、「卒業見込証明書」の発行。 

■ 「成績証明書」「単位修得成績証明書」･･･令和元年度前期までに修得した科目を記載 

※令和元年度後期に単位修得した科目は、令和２年４月１日以降の発行で反映されます。 

ただし、令和元年度後期卒業生に限り令和２年３月１日以降に反映されます。 

▼注意事項▲ 

➢ 証明書発行申請は書面でのみ受理いたします。ＦＡＸやメールでは受理できません。 

➢ 証明書発行申請に不備がある場合は受理できません。手数料不足／返信用切手の入れ忘れ／返信用

封筒の入れ忘れ等のミスが増えています。事前にクラス担任に連絡して流れを確認してください。 

➢ 証明書発行の手続きの詳細・申請用紙は「学習の手帳」p51～53 に掲載しております。また、当校

Webサイト「在校生はこちら」でも掲載しておりますのでご利用ください。 

➢ 提出先の用意した様式・書式への証明や英文での証明は、作成に日数がかかりますので、余裕をも

って発行申請をしてください。 

令和元年度後期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 

６ 

証明書の発行時期について 

制服について 



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校の長﨑佑先生（理科）が著書『沖縄で生まれたマナティーの赤

ちゃん』（出版：ボーダーインク）を刊行しました。長﨑佑先生は、日本各地の水族館（沖

縄美ら海水族館・新屋島水族館・鴨川シーワールド）で長年勤務されており、そこでの経験

から「命の大切さ、生きる力の尊さ」を多くの方に伝えたいとの熱い想いから、今回の刊行

にいたっています。ご興味のある方は、ご一読ください。 

 

【●本校経由での購入方法●】 

通常販売 1870 円のところ、著者割引適用に

より 1500 円で販売いたします。長﨑佑先生

の直筆サイン入りになります。送料無料。 

（お問い合わせ、予約、販売窓口は事務部平

良） 

 

【●お支払方法●】 

郵便局の「現金書留」で 1500 円を郵送して

下さい。本校に到着しだい発送いたします。 

 

 

 

 

 

 

【●ネット経由での購入方法●】 

本校を通さず、下記 URL出版社ボーダーイン

クのホームページからインターネット経由

での購入も可能です。通常販売 1870 円（定

価 1700+消費税）送料無料。（長﨑佑先生の

直筆サインはありません。） 

 

https://borderink.com/?pid=147474161 
 

 

７ 

長﨑佑先生が著書を刊行しました 

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、１２月スクーリングに参加しました生徒さん達３名、１２月代々木アニメーション学

院スクーリングに参加しました生徒さん達４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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第４回 九州国際ダンスコンペティション（クラシック女子Ｄ部門） 第３位  

狩俣瑠風（画像左側） 

●モデル・舞台活動（ハートフル所属）テレビＣＭ、各種雑誌「ゼクシィ」等 出

演 曲尺ルビーナあゆみ（画像中央） 

●ジェネ インターナショナル バレエ コンペティション 2018（香港）ブロンズ

メダル 佐藤慧乃花（画像右側） 

 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●ＩＳＡワールドサップアンドパドルボードチャンピオンシップ２０１９（日本

代表選手：Ｕ１８）準優勝 田口頼（日本人初） 

●comicoマンガ全国学生選手権２０１９「入賞」作品名「STOP★overprotection」 

 Ｐ.Ｎ.北田さん（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 

８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●comicoマンガ全国学生選手権２０１９「期待賞」作品名「ちなみといぶき」 

 Ｐ.Ｎ.百合川会長（代々木アニメーション学院福岡校所属：画像左から１番目） 

●歌唱オーディション「つんく♂アワード２０１８」準グランプリ 兼子七海 

（ＹＫエンターテイメント所属、代々木アニメーション学院仙台校所属：画像

左から２番目） 

●歌唱オーディション「つんく♂アワード２０１９」最終選考 山田愛海 

（代々木アニメーション学院福岡校所属 画像右から２番目） 

●歌唱オーディション「つんく♂アワード２０１９」最終選考 杉村光香瑠 

（代々木アニメーション学院福岡校所属 画像右から１番目） 

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、ＴＶニュースや新聞等で報道されていまし

た。今回、琉球新報（令和元年１２月５日朝刊）に載っておりました記事を御紹介します。

【琉球新報社提供】 

 

 

「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校の建築業技術訓練分野で提携をしています『沖縄産業開発青年

協会』の第１５６期青年隊の募集が始まりました。１０種類以上の資格・技術を取得する事

ができ、八洲学園大学国際高等学校の科目「校外技能取得」に読み替える事が可能です。興

味がある方は資料を発送しますので各担任に問合せて下さい。また、沖縄県うるま市に在住

の方は、別途補助金受給対象者になる可能性があります。 

（※「学習の手帳」３１ページ参照。【訓練期間：令和２年４月１１日～９月１２日】） 

「沖縄産業開発青年隊（第１５６期）募集」のご案内 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



校長 中村 成希 
 

学校法人八洲学園の系列にＥＳＡ音楽学院専門学校があります。この度、ＥＳＡ音楽学院

専門学校が開催している定期演奏会（年２回）を聴きに行き視聴報告書を作成する事で八洲

学園大学国際高等学校の「特別活動として認定する高専連携事業」を始めますので、生徒・

保護者の皆様にご案内します。 

 

 

●時間：開演１８：３０（開場１７：３０） 

●料金：入場無料 

●場所：東成区民センター大ホール（大阪市東成区大今里西３－２－１７） 

 

【第１部 〜 Solo Stage 〜】 

●フルート独奏：カンタービレとプレスト / G.エネスコ 

●トロンボーン独奏：トロンボーン協奏曲より第１楽章 / L.グレンダール 

●サクソフォン独奏：ソナタ嬰ハ調より第１・４楽章 / F.デュクリュック 

●トランペット独奏：コンチェルティーノ / F.エリクソン 

●サクソフォン独奏：パガニーニの主題による奇想的協奏曲 / G.M.カリンコビッチ 

  

【第２部 〜Wind Stage〜】指揮：石田忠昭 

●フローレンティナー行進曲 / J.フチーク 

●吹奏楽のための第一組曲 / A.リード 

●シェナンドー / F.ティケリ 

●韃靼人の踊り / A.ボロディン 

高専連携による特別活動の認定について 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

●学校法人八洲学園 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。吹奏楽学科があり、「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） 



教務主任 島袋 瑠美 

 

【特別活動の視聴報告書作成の流れ】 

① クラス担任に、特別活動の一部をＥＳＡ音楽学院との高専連携講座による視聴報告で行
うことを伝える 

② ＥＳＡ音楽学院定期演奏会で演奏を鑑賞する。その際、演奏会パンフレットを受け取る。 

③ 演奏会プログラムの演奏楽曲の中から２曲を選んで、それぞれ曲タイトル／作曲者／感
想を【内容】欄に記す。 

④ うぐいす色封筒中に、会場で入手した演奏会パンフレット１部を同封してください。 

★１回の定期演奏会鑑賞で、視聴報告書１通を作成します。合格すると特別活動時間２時間を認定

します。 

★視聴による特別活動認定は、（卒業要件３０時間中）最大６時間までです。 

★不合格だった場合は、不合格の用紙を使用し、指摘点を反映させて再提出してください 

★視聴報告書の提出票の記入欄、青色封筒記入欄は、下に例示するようしっかり記入します。 

記入がない場合は、不備の扱いになります。 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

高専連携講座の特別活動視聴報告書について 

１３ 

☆余白が内容欄全体の 1/4 以上ある場合は不合格にします。空欄を
作らずまとめましょう。 

☆演奏会パンフレットの同封がない場合は不合格になります。 

☆枠内に書ききれない場合は裏面に追記してください。 

☆定期演奏会全体を通した感想がある方は、「【感想】」欄に記入して
ください。採点には含みません。 

視聴報告書 記入例 

青青色色封封筒筒  記記入入例例  

「高専連携」にマルを
つける。 
（２０１９年版を利用
の場合は、手書きで
「高専連携」と記入） 

「科目名」欄に 
「特別活動」と記入 

「リポートＮｏ.」欄に 
「高専連携」と記入 

「科目名」欄に 
「特別活動」と記入 

「番組タイトル」欄に 
演奏会名を記入 

「科目名」欄に 
「特別活動」と記入 

「科目コード」欄は 
空欄のまま 演奏楽曲の中から２

曲を選んで、それぞ
れ曲タイトル／作曲
者／感想を記入 



進路指導部 横田 裕美 
 

 

 

 

 

 

 

[訪問～受付までのマナー] 

遅刻は NG。会場へ 10分前には到着するようにしましょう。 

(注 1)やむを得ず遅れる場合は必ず電話を入れ、到着時刻を連絡します。 

(注 2)コートはビルに入る前にきれいに折りたたみましょう。 

(注 3)携帯電話の電源は OFFにしておきましょう。 

※待合場所に着いたら、スマホや本などを読まず、姿勢を正して静かに待ちましょう。 

[控え室で待っている時のマナー] 

すでに面接は始まっています。資料を見るなど静かに待機しましょう。案内されて面接の控え室に入っ

たときに、待機している方がいるなら迷惑をかけないよう、静かに席について順番を待ちましょう。 

(注 1) 携帯電話をいじったり、キョロキョロしたりするとマイナスの印象を与えてしまいます。 

[入室時のマナー] 

ドアをゆっくり 3 回程度ノックします。扉を閉める際、後ろ手で閉めるのはマナー違反。ドアのほうに

振り返ってから、静かに閉めるようにしましょう。 

(注) 面接官に「どうぞ」と言われてから、席に腰掛けるようにして下さい。その際、カバンは椅子の横

に置きましょう。 

[面接中のマナー] 

立ち振る舞いや言葉遣い、姿勢、コミュニケーションの取り方など、総合的に判断しています。 

[退室時のマナー] 

面接終了後、「ありがとうございました」と自ら進んで挨拶をしましょう。退室前に、「失礼いたします」

の一言を忘れずに。ドアを静かに閉めて退室しましょう。 

[カバン～ワンポイントアドバイス～] 

男女問わず床に置いたとき、カバンがしっかり自立できる構造の製品。色に関しては、スーツや靴など

に合わせて「黒」「紺」「茶」が基本です。 

[靴～ワンポイントアドバイス～] 

「清潔感」が大切になるため、靴自体が汚れていたり、傷んでいるような場合はきれいに磨いたり、新

品に取り換えることが大事です。 

進路だより ～面接のマナー～ 

 

文部科学省認可通信教育 

１４ 

 

 今回は【面接のマナー】についてのお話です。『進学のための入試』『就

職のための試験』は皆さんの力が発揮される場所!!その中で、面接試験は、

面接官が皆さんを細かく見ている重要な試験になります。自信を持って面

接へ向かう事が出来るよう、身近なところから振り返っていきましょう

(*^_^*) 



英語科の仲田 由紀です。今回はイギリスでの生活

や、学校での過ごし方について紹介します(*^^*) 

自分で撮影した写真を見返しては…「またイギリ

スに行きたい～！」という気持ちになります(..) 

今となってはイギリスで１年間も住んでいたなん

て信じられないくらいです(゜-゜)笑 

←写真は卒業式に撮影したものです♪ 

（今より+７kg） 

 

 

教頭／ゆんたく編集部 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

《海外留学・海外体験紹介》イギリス留学・日常生活編 

 

文部科学省認可通信教育 

１５ 

学校での授業について 

授業の内容は、とても充実していました。

１日のスケジュールは時間割で決められ

ていて、日本の中学や高校で受ける授業を

そのまま英語で進めていました。先生方は

ほとんどがイギリス出身で、日本語を話せ

る先生はいませんでした。世界史の授業で

は、イギリスの歴史をより身近に感じるこ

とができ、海外でしか味わうことができな

い経験だと思いました。日本にいるときに

は、海外の歴史についてはイメージすらで

きなかったです（笑）。また毎週水曜の午

後の授業が休みだったので、友達とロンド

ンに行ったり、観光に行ったりしました。

先生が観光に連れて行ってくれることも

あって、歩きながら「あれはシェイクスピ

アのお家だよ～」と教えてくれることも！

これには「あのシェイクスピア！」と感動

しました～(*’▽’)放課後には BBC ニュー

スを見て英語で内容をまとめるというフ

リークラスのようなものもありました。海

外のニュースは日本と違ってテロップが

少ないため、理解するのが大変でしたが、

すごくいい勉強法になるのでおススメで

す♪ 

イギリス 

といえば！ 

アフタヌーンティ

ー！ 

ホームステイ先

でもホストマザ

ーに毎日紅茶

を出してもらい

ました♪ 

ロンドンのビッグ

ベン！ 

週末はほとんど

ロンドンで過ごし

ていたと思いま

す。 

近くにはロンドン

ブリッジもありま

す☆ 

イギリスは建物や風景を見ているだけで楽しめる場

所だと思います。日本ではなかなか見られない、ゴ

シック建築や大聖堂内の厳かな雰囲気にも圧倒され

ます。 

←写真は住んでいた町の最も有名な「カンタベリー

大聖堂」の中のステンドグラスです。実際の美しさ

を私の語彙力で伝えることができません・・・(T_T)

ちなみに、カンタベリー大聖堂の中庭はハリーポッ

ターの撮影で使われたみたいですよ～(≧▽≦)ヨー

ロッパ圏に遊びに行く際には、ぜひ大聖堂や寺院巡

りをしてほしいと思います！あの空気を感じてほし

いです♪ 



環境保健部 平安山 智子 

 

最新の学校保健統計調査（文部科学省 令和元年１２月２０日発表）によると、令和元年の高校

生の健康状態が、統計を取り始めて以来（昭和５２年～）、最悪になったことがわかりました。そこで、

みなさんへ健康にいっそうの注意を払ってもらうべく、最新統計を紹介します。 

 

疾患・異常 出現率 状況 

裸眼視力１.０未満  ６７.６％ 過去最悪！ 

鼻・副鼻腔疾患（蓄膿症・アレルギー性鼻炎）  ９.９％ 過去最悪！ 

耳疾患（中耳炎・内耳炎・外耳炎）  ２.９％ 過去最悪！ 

アトピー性皮膚炎  ２.４％ 昨年に次いで過去二番目に最悪 

むし歯（※処置完了を含む） 

うち、未処置歯 

 ４３.７％

（１７.３％） 

Good！ 過去最低 

Good！ 過去最低 

◆裸眼視力の悪化について◆ 

裸眼視力１.０未満の者が１０年前の５９.４％と比べ、８％ほど悪化しています。 

また、裸眼視力１.０未満の者のうち約半数の者が眼鏡やコンタクトレンズを使用し

ていない視界不良状態にあります。 

近年の保健統計を用いた視力と生活要因の連関分析では、運動不足（一日６０分以

下）で有意に視力低下が見られます（学校保健会「児童生徒の健康状態サーベイランス事業」より）。 

近年の視力悪化傾向は、高校生の普段の生活や行動に起因するとされています。暗い環境での読書

やスマホ画面の長時間の注視など眼を酷使する習慣があれば、照明の工夫や休憩を取りながらの利

用など、目を護るという観点から習慣を見直しましょう。 

◆鼻・副鼻腔疾患／耳疾患◆ 

鼻がつまっていると口で息をするので喉を痛めやすくなります。 

副鼻腔と中耳は耳管でつながっており、副鼻腔炎を放置すると、中耳

炎になりやすくなります。また、慢性の副鼻腔炎や中耳炎は頭骨や耳小

骨を侵すので、鼻やほほの変形や難聴にいたるリスクがあります。鼻や耳

の不調を感じたら、すみやかに医療機関にかかって処置を受けましょう。 

◆むし歯（う歯）◆ 

むし歯のある高校生は、１０年前の６２.２％から４３.

７％へと大きく改善しました。近年の向上傾向は、歯

磨き習慣の定着によるとされています。しかしながら、

いまだに高校生の約１７％に未処置歯が

みつかっています。放置すると口臭や歯

痛だけでなく、歯を失うことになるので、

歯の違和感を感じたら速やかに歯科に

かかってしっかり直しましょう。 

《健康だより》最新統計でわかった高校生の健康悪化 

文部科学省認可通信教育 

【保護者のみなさま】 

・軽微な疾患や体の不調であっても、放置

すると慢性化や症状の悪化を招きかねま

せん。とりわけ発達期にある高校生は、

視力や聴力の発達が頭打ちになったり、

職業選択の幅を狭めるリスクがありま

す。子どもの不調や疾患に気づいたら、

すみやかに医療機関で検査をうけるよう

促してください。 

１６ 



事務部 平良 亮 
 

大学や専門学校の令和２年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで出願を受け付けて

いる場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、沖縄本校事務宛てに申し込みくだ

さい。申込用紙が学校に到着後、発行までに１週間程度かかります。必要な方は出願期間、出願締切日

などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

なお、調査書発行手数料は、卒業証書授与式当日の２月２３日までの受理については無料ですが、２月

２４日以降は、一通につき２００円の手数料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

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 

１７ 

・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！ 
 

２月沖縄北部学習会（本校） ２月１８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。 

 

※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。 

 

 

 

令和元年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

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

科学と 人間生活 コミュ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅱ

コミュ
英語基礎

家庭総合

生物基礎
化学
基礎

美術Ⅰ

コミュ
英語Ⅰ

国語総合 日本史Ｂ

体育α
コミュ
英語Ⅰ

家庭総合

地学基礎

2/18(火) 3年次（γ）

コミュ
英語基礎

生物基礎 古典Ｂ

体育α 体育β 体育γ



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 
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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 土  16 日  

2 日  17 月 ●2月スクーリング：７泊● 

3 月  18 火 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

4 火  19 水 ●5泊コース● 

5 水  20 木  

6 木  21 金  

7 金 
2 月Ｓ：ＲＨ提出〆切 
3 月Ｓ申込〆切（消印） 

22 土  

8 土  23 日 
天皇誕生日 
２０１９年度後期卒業証書授与式 

9 日  24 月 振替休日 

10 月 
2 月Ｓ返送書類必着 
2 月Ｓキャンセル返金可能〆切 

25 火  

11 火 建国記念の日 26 水  

12 水 3 月Ｓ申込書〆切（必着・17：00 迄受信受付） 27 木  

13 木 3 月Ｓ詳細発送 28 金 
ゆんたく発送 
3 月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

14 金  29 土  

15 土     

      

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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