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・ ｐ２－３   １月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   １月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ６     担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ７     令和２年度前期 科目追加登録について ／ 転居の際は「住所氏名変更届」を！ 

・ ｐ８－９   令和元年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    「熊本日日新聞記事」のご紹介 

・ ｐ１１    進路だより ～英語外部検定利用入試って何？～ 

・ ｐ１２－１３ 《健康だより》新型コロナウイルス感染症について 

・ ｐ１４    《海外留学・海外体験紹介》イギリス留学・冬休み編 

・ ｐ１５    学校Ｗｅｂサイトの新着情報を活用しよう！ 

／ ３月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１６－１７ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１８    ３月行事予定 

令和２年２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 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 

野野野菜菜菜スススタタタンンンプププででで試試試ししし書書書ききき   

野野野菜菜菜スススタタタンンンプププをををもももっっってててハハハイイイポポポーーーズズズ   

入入入校校校式式式のののサササシシシェェェ作作作りりり   

サササシシシェェェ完完完成成成   

野野野菜菜菜スススタタタンンンプププでででエエエコココバババッッッグググ完完完成成成   

たたたまままねねねぎぎぎののの皮皮皮ででで   
染染染めめめ物物物体体体験験験   
   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ サシェで久々のムーチーの葉の香り、癒されました～(^^)/ 

☺ エコバッグ、帰ったら早速使います！ 

☺ 自然体験だからできるジェルキャンドル作りや花の織り絵を作ったカレンダーが作れて
楽しかったです！ 

☺ 野菜スタンプでエコバッグを作ったり、玉ねぎで染めたハンカチや貝殻などを入れたジェ
ルキャンドルを作って自然に触れながら楽しむことができた。 

☺ 普段できないことを体験する事が出来、家でもできそうなことを学べたので良かった。 

☺ 玉ねぎの皮だけでこんなにきれいな色の染め物ができることにびっくりした！ 

☺ 貝殻などのでのジェルキャンドル作りがとても思い出になりました。 

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 

たたたまままねねねぎぎぎののの皮皮皮ででで染染染めめめ物物物体体体験験験   

学学学校校校ののの癒癒癒ししし犬犬犬ととと一一一緒緒緒ににに   

自自自由由由参参参加加加のののオオオプププシシショョョンンン   

ハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェ   

折折折紙紙紙でででカカカレレレンンンダダダーーー作作作りりり   貝貝貝がががらららををを使使使っっってててジジジェェェルルルキキキャャャンンンドドドルルル作作作りりり   



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 

４ 

綺綺綺麗麗麗ににに染染染まままりりりままましししたたた♪♪♪   

野野野菜菜菜スススタタタンンンプププでででエエエコココバババッッッグググ完完完成成成！！！   

野野野菜菜菜スススタタタンンンプププ   

玉玉玉ねねねぎぎぎののの皮皮皮でででハハハンンンカカカチチチ染染染めめめ   

玉玉玉ねねねぎぎぎででで染染染めめめたたたハハハンンンカカカチチチ完完完成成成！！！   

玉玉玉ねねねぎぎぎののの皮皮皮ででで染染染めめめ物物物体体体験験験   

学学学校校校ののの癒癒癒ししし犬犬犬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♬♬♬   学学学校校校ののの中中中庭庭庭ででで   

香香香りりり袋袋袋完完完成成成！！！   

月月月桃桃桃ででで香香香りりり袋袋袋ををを作作作りりりままましししたたた♪♪♪   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 
☺ 野菜を使ったスタンプで作るバッグは新鮮で楽しかったです！ 

☺ 玉ねぎの皮を煮て布を染める事はしたことがなかったので、とても貴重な 

体験ができました。 

☺ 桜祭りは食べ物もあり、桜もきれいでゆっくりくつろげて良かったです(^_-)-☆ 

☺ 桜祭りで買ったワタアメがめちゃくちゃ大きいのに 300 円だったので沖縄は安いな～と

驚いた！ 

☺ 授業ではないけど、雨上がりに虹が見えたり、自由時間に行った海でイルカやクジラが見

れて嬉しかった(^^)/ 

☺ 世界遺産の今帰仁城に初めて行って、大きな城壁や桜がきれいでした！ 

☺ 2 月に桜を観に行けるとは思わなかった！ 

☺ 沖縄の桜は初めてだったけど、東京の薄桃色の桜と違い、濃いピンク色が綺麗な桜だった。 

☺  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。 

５ 

   

文部科学省認可通信教育 

ガガガジジジュュュマママルルルののの前前前でででパパパーーーララランンンクククーーーををを持持持っっっててて   

体体体育育育ののの授授授業業業でででグググラララウウウンンンドドドゴゴゴルルルフフフ   

世世世界界界遺遺遺産産産ののの今今今帰帰帰仁仁仁城城城跡跡跡でででおおお花花花見見見見見見学学学   

沖沖沖縄縄縄ののの桜桜桜ははは濃濃濃いいいピピピンンンククク   

おおお花花花見見見最最最高高高！！！   

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



事務部 板谷 幸恵 

 

ゆっくりと春に近づく頃となりました。みなさんいかがお過ごしですか。今
年度が間もなく終わろうとしています。３月までの間に、一人一人に出来る
事が何かあるかもしれません。それは、『趣味』だったり『勉強』だったり
…みなさんの大切な時間を費やす事が出来ます。一人一人に与えられた平等
な２４時間を有意義なものとして過ごして下さい。 
 ３月スクーリング参加予定の皆さん!! 体調を万全にし、元気な姿で来校さ
れることを楽しみに待っています(*^_^*) 副担任の新垣希先生と共に沖縄か
らいつも応援していますよ       

６ 

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！寒い日が続いていますが、乾燥気になりませんかー？

乾燥はお肌だけでなく、健康や生活など様々なリスクがあるそうです。乾燥

対策といえば加湿器を使うのが一般的ですが、加湿器を使わずに身近なアイ

テムで出来るお部屋の乾燥対策も様々あります。私がオススメ 

したいのが、床の水拭きです。部屋の湿度が上がり、同時に 

ほこりも掃除できるのでウイルス対策にもなりますよ。 

ぜひ試してみてくださいね♪ 

 

こんにちは。３・４番クラス担任の玉城です。 

年度の最後に差し掛かってきましたが、皆さんは無事に今年度の目標を達成で

きましたか？ ４月の新年度を迎える前に達成出来そうな目標がありました

ら、ぜひラストスパート頑張って下さい！ また、達成できそうな目標が「リ

ポート＆視聴報告書」の提出でしたら、進め方のポイントを教えますので気軽

に連絡下さい！ 卒業～入学(入社)と周りは慌ただしく動いていく時期です

が、自分のペースでしっかりと前進しましょう！！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●） 

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

…など困ったときは担任の比嘉、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♪ 

全国的に 1 年で一番寒い時期となりました。そんな時は甘いものが心と体を

ほっとさせてくれますよね(^_-)-☆ 最近、あるお店で飲んだマシュマロラテ

が最高に美味しかったです！甘いマシュマロが温かいカフェラテで口の中で

ほどよく溶けてゆく感覚はこの寒い季節に最高の贅沢を味わわせてくれるこ

と間違いなし！ぜひ、お試しを。またお勧めドリンクあればぜひ教えて下さ

いな！ 

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。 

沖縄では桜の時期がピークを迎え、外に目を向けると鮮やかなピンク色が映

ります。まさにインスタ映え！！ 空の色と海の色と桜の色が見事にマッチ

しています( *´艸｀) 沖縄の冬は花が綺麗に咲きますので、ぜひ冬の沖縄も

満喫してみてくださいね。最後に、この度卒業を迎えた生徒、保護者の皆様

ご卒業おめでとうございます。 



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。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。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す。 

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 】 

 

事務長 平良 亮 

 

科目追加登録の教材は、宅配業者を利用して配達されます。郵便局に転居届を届けていても、学校で

住所変更の手続きをしない限り、教材を届けることができません。住所が変更となった、または異動の

予定があれば、速やかに「住所氏名変更届」を提出してください。学校から配達証明郵便にて住所変更

届受理証明書を返送いたします。生徒証とセットにして携行してください。 

新しい住所での生徒証の再発行をする場合には、証明書発行願（生徒証明書再発行）・写真（縦 3 ×

横 2.5cm ）・手数料分の切手を添えてお申し込みください。申込み方法・発行願用紙は「学習の手帳」

54～55ページまたは学校 Web サイト「在校生ページ」をご覧ください。 

在校生ページ ⇒ https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

また、機種変更などにより携帯電話の番号やメールアドレスが変更となったら、速やかに担任までお

知らせください。 

  申込期間 授業料納入期限 

第１期 3月 18日（水）～ 3月 31日（火）当日必着または当日受信分まで 4月 15日（水） 

第２期 4月 1 日（水）～ 4月 30日（木）消印有効または当日受信分まで 5月 15日（金） 

令和２年度前期 科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

７ 

 

 

 

◎ 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） 

転居の際は「住所氏名変更届」を！ 



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、１月①スクーリングと１月②スクーリングに参加しました生徒さん計２名を表彰しま

したのでご紹介します。 

 

●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（エル

サルバドル開催 日本代表選手：Ｕ１８）準優勝 田口頼（日本人初） 

●ＩＣＦ世界選手権２０１９（中国開催 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 

●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 

令和元年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 

●サーフィン活動 久手堅 斗（マイン高等学院中部キャンパス所属） 

 

 

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、「異才発掘プ

ロジェクト ROCKET（東京大

学先端科学技術センター＆

日本財団 共同企画）」メン

バーの「德永 喜大（とく

なが きみひろ）」君の活動

の様子が、熊本日日新聞（令

和２年１月４日付朝刊）に

載っておりましたのでご紹

介します。 

【熊本日日新聞社提供】 

 

 

「熊本日日新聞記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１０ 



進路指導部 仲田 由紀 

 

英語外部検定利用入試って何？ 
英語成績提供システム導入見送られるとのニュースを聞いて、「もう外部検定を受ける必要がないのでは…」

と思った人もいるかと思います。しかし、今回見送られたのは「英語成績提供システム」の導入で、大学入試

における英語外部検定利用が見送られたわけではありません。 

 

「英語外部検定利用入試（＝外検入試）」を実施する大学が近年、急激に増えてきています。 

英検®、TEAP、TOEFL、TOEIC などの英語資格のことを指し、合否判定で優遇されるなど、メリット

があります。 

今回は「外検入試」についてのおおまかな内容を紹介します。外検入試でどの外部検定を利用できる

かは大学によって異なります。自分が受験する大学の募集要項やＨＰなどの情報から、どの外部検定を

受けたら良いのか・どんなメリットがあるのかを確認しましょう。例えば↓下記のいずれかの情報が掲

載されています。 

 

出 願 資 格 
大学が指定した外部検定を出願の要件にする。 

例：英検２級に合格していないと出願できない 

得 点 換 算 
大学が指定した外部検定を、その大学の英語入試の点数に換算する。 

例：英検２級に合格していると、英語入試の 80 点に換算される 

加 点 
大学が指定した外部検定を、その大学の入試の総合点に上乗せする。 

例：英検２級に合格していると、総合点に 10 点が加算される 

合否参考 

判定優遇 

合否判定の際に何らかの優遇措置を行う。 

例：入試の得点が同点だったとき、英検２級合格者が優遇される 

 

このように大学によってメリット等が異なってきますので、まずは次の２点を確認しましょう。 

 

 

        

 

外検入試を行っている大学の多くは、英検準２級以上を対象としています。大学によっては、合格

してから２年以内などと有効期限を設けていますので、注意しましょう。 

外検を受けたことのある人や受けてみようと思っている人は、志望大学の入試に利用できるか、また、

利用できる大学がないかなどを、ぜひ調べてみましょう。受験の際は各大学へ問い合わせてみてくださ

い。 

進路だより 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

・志望大学が必要としている資格は何なのか 

・その資格でどのようなメリットが受けられるのか 



環境保健部 平安山 智子 

 

「新型コロナウイルス感染症」が学校保健衛生法に定める第一種感染症に指定されました（令和

２年２月１日付）。当校へも文部科学省通知があり、生徒・保護者への周知依頼を受けました。そこ

でみなさんに、記事執筆時点で判明している「新型コロナウイルス感染症」情報をご案内します。 

◆コロナウイルスとは◆ 

かぜの原因となるウイルスの一つです。通年では、かぜや上気道症状の原因の１０～ 

１５％程度ですが、冬の流行期には３０％を超えることもあります。軽い症状ですむ

ことが多いですが、まれに高熱を引き起こすこともあります。 

◆「新型コロナウイルス感染症」とは◆ 

中華人民共和国湖北省武漢市において令和元年１２月以降、原因不明の肺炎や肺炎による死亡が相次ぎ、

医学的調査の結果、いままでにないタイプのコロナウイルスによる呼吸器感染症と判明し「新型コロナ

ウイルス感染症 COVID-19（コービット 19）」と命名されました。世界的な感染の広がりから世界保健機

構（ＷＨＯ）が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、日本においても中国からの訪

日者や帰国者に複数の感染者がみつかったことなどから、感染症法の「指定感染症」に指定して感染症

対策を徹底することとなりました。 

現状では、当初懸念されたほどの感染力や悪性度は観察されてないことから、国民の冷静な対応が国か

ら呼びかけられています。 

◆「新型コロナウイルス感染症」の症状◆ 

感染から２日～１２．５日の潜伏期間を経て発症し、発熱やせきなどの呼吸器症状がみられます。肺炎

など症状が重くなる場合やほとんど症状の出ない事例もあります。高齢者や基礎疾患がある場合には、

重篤な症状に陥る場合があります。症状の軽い場合は、ふつうのかぜと症状の区別がつきにくいとされ

ています。症状のない潜伏期においても排菌や伝染の恐れがあるという他のコロナウイルス感染症にな

い特徴が、感染拡大リスクとされています。 

◆新型コロナウイルスの感染経路◆ 

感染経路は執筆時点で未確定ですが、通常のコロナウイルスによるかぜ

と同じように、感染者のくしゃみやせきによる飛沫感染と、ウイルスに

汚染された環境にふれることによる接触感染の２経路が想定されています。 

◆「新型コロナウイルス感染症」の治療方法◆ 

特異的な治療法や特効薬はなく、かぜへの治療と同じような対症療法に限られます。感染予防が最も効

果的な防御法となっています。新型コロナウイルス感染陽性と判定された場合は、感染症法に基づく入

院措置となります。 

◆「新型コロナウイルス感染症」の診断◆ 

患者又は医療機関の希望による検査は行っていません。国が定めた「新型コロナウイルス感染症」が疑

われる条件に合った患者がいた場合に限り、通知を受けた保健所の判断で行われます。 

 

《健康だより》新型コロナウイルス感染症について 
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かぜへの予防対策で、「新型コロナウイルス感染症」やインフルエンザも効果的に予防できます。 

（１）手洗い・消毒 

 ドアノブや手すり・押しボタンなどに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している

可能性があります。外出先からの帰宅時や食事前は手を洗います。石鹸でウイルスは死にませんが、

効率的に洗い流せます。時間をかけて流水でごしごし丹念に洗ってください。 

手指のアルコール消毒もコロナウイルスを失活させる効果があります。ただし、アルコールを主成

分としない消毒液はウイルスに対する効力はありませんので利用の際は成分に気をつけてください。 

（２）マスク着用 

空気中の飛沫を吸わないよう、移動や外出の際はマスクを着用してください。 

マスクをすることで、自分の手で口や鼻に触れる接触感染リスクも減ります。マスクを脱着する際

も、マスクのヒモの部分を持ってください。 

（３）十分な睡眠と適度な運動・バランスのとれた食事 

体の抵抗力を維持することで、感染症にかかりにくくなったり、

かかっても症状が軽くなります。 

 

※図は、内閣府政府広報誌より転載 
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【保護者のみなさま】 

万一、生徒が「新型コロナウ

イルス感染症」に感染した場

合、治癒するまで学校への出

席が停止となります（学校保

健衛生法第 19条）。治癒する

まではスクーリングに参加す

ることができません。 

お子さまをスクーリングに送

り出す際は、経路でのマスク

の着用やこまめな手洗いをご

案内ください。 

効果的な予防方法 

文部科学省認可通信教育 



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。 

 

《海外留学・海外体験紹介》イギリス留学・冬休み編 

文部科学省認可通信教育 
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英語科の仲田 由紀です。今回はイギリス留学中に旅行し

た国を紹介していきたいと思います(#^.^#) 

夏休みと冬休みの間に、ヨーロッパ地区を回ることがで

きました。夏休みにはフランス・モナコへ、冬休み中に

はベルギーへ行ってきました(≧▽≦) 

今でもすごくいい思い出です。 

 

冬休み中はベルギーへ！ 

チョコレート（ゴディバもベルギー発！）とワッフルで有名な

ベルギー!(^^)! 甘いものが大好きな私にとって、絶対行き

たい国の１つでした。ちょうどクリスマスのシーズンだっ

たので、イルミネーションがとても綺麗でした～♪写真右

の小便小僧もサンタさんになっていました。小便小僧の衣

装は世界中から大量に贈られてくるようで、１日に何度も

着替えておりました（笑）。 

グランプラスという場所ではプロジェクションマッピン

グもしていました。お昼からお酒を飲んでいるサンタさん

がたくさんいましたよ～(゜-゜)→写真右 

 

 

クリスマスの時期がおススメ！ 

留学時、１８歳だった私はそれまで沖縄

を出たことがありませんでした（修学旅

行くらい）。とにかく、この冷蔵庫の中

のような「寒い」気候にテンションが上

がりました（笑）。大学の友達はみんな

東京や大阪の出身の子ばかりだったの

で、寒いことや、雪が降ることに感動す

る私を見て、やや引き気味でしたが…

(゜-゜)（笑） 

この時期のヨーロッパはまさにクリス

マス！！というような雰囲気を味わえ

ます。クリスマスマーケットも開いてい

るので、ぜひ行ってみてください。寒い

中のホットチョコレートは最高です♪ 

 

日本ではなかなか見

ることのできない風

景！！ 

路上オーケストラ??

感動しました(*ﾉωﾉ) 

クリスマスの雰囲気も

あって最高でした！ 

夕方あたりの 

グランプラス広場。

音楽に合わせて 

ライトが点滅しま

す。 

もう一度観に行き

たい～！！ 



教頭 鈴木 啓之 
 

「ゆんたく」紙上では、奨学金や留学支援など様々な公募を紹介しています。しかしながら、急募の

奨学金や大学奨学金予約など募集期間の短い事業については、月刊の「ゆんたく」掲載では間に合わな

いため、八洲学園大学国際高等学校Ｗｅｂサイト Topページ 「最新情報」や、「進路ブログ」 に速報していま

す。生徒・保護者のみなさんにおかれては、適時、学校Webサイトの更新をご確認ください。 

 また、各月の短期集中スクーリングの様子は、 

Topページ ＞ やしまライフ ＞ フォトギャラリー から見ることができます。 

自身のスクーリング参加をふり返ったり、次回参加の選択にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 
 

３月沖縄北部学習会（本校） ３月２６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。 

 

 

 

 

 

学校Ｗｅｂサイトの新着情報を活用しよう！ 

３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）

3時間目
（14：10～15：30）

書道Ⅰ コミュ英語Ⅰ 美術Ⅰ

合同体育α・β・γ

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)

合同体育α・β・γ

★コンビ二まで学校バスで送迎します。

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 



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 

●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 日  16 月  

2 月  17 火  

3 火 
３月Ｓキャンセル返金可能〆切 
３月Ｓ返送書類必着 

18 水 前期科目追加登録開始日 

4 水  19 木  

5 木  20 金 春分の日 

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月  

9 月  24 火  

10 火  25 水  

11 水 ●３月スクーリング● 26 木 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加 

12 木  27 金 成績発送 

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 ゆんたく発送 

   31 火  

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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