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・ ｐ２－３   ２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     令和元年度後期 卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ５     令和元年度後期 卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

・ ｐ６－７   令和元年度後期 卒業証書授与式 

・ ｐ８－９   教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１０    令和元年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

／ 「YouTubeチャンネル」のご紹介 

・ ｐ１１    「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介 

・ ｐ１２    「JAPANMODELS２０２０ Ｓ／Ｓ」開催のお知らせ 

・ ｐ１３    「沖縄タイムス（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ１４    進路だより ～職業紹介～ 

・ ｐ１５    令和３年度進学者 大学等奨学金予約について 

・ ｐ１６－１７ 《健康だより》新型コロナウイルス感染症【続報】 

・ ｐ１８    《海外留学・海外体験紹介》 フランス旅行編 

・ ｐ１９    住所を異動した方は「住所氏名変更届」を！ 

・ ｐ２０－２１ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２２    ４月行事予定 

令和２年３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。 

２２２月月月スススクククーーーリリリンンングググののの中中中ででで、、、卒卒卒業業業証証証書書書授授授与与与式式式ををを挙挙挙行行行しししままましししたたた。。。   

卒卒卒業業業生生生ののの皆皆皆さささんんん、、、ごごご卒卒卒業業業おおおめめめでででとととうううごごござざざいいいままますすす。。。   

在在在校校校生生生ののの皆皆皆さささんんんももも卒卒卒業業業目目目指指指しししててて、、、一一一歩歩歩ずずずつつつ確確確実実実ににに進進進んんんででで行行行きききままましししょょょううう。。。   

新新新年年年度度度ももも皆皆皆さささんんんととと楽楽楽しししいいい時時時間間間ををを過過過ごごごせせせるるるここことととををを今今今かかかららら心心心待待待ちちちにににしししててていいいままますすす！！！   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

★★★玉玉玉入入入れれれ★★★   

２ 

★★★綱綱綱引引引ききき★★★   
   

入入入校校校式式式ののの TTT シシシャャャツツツ作作作りりり♪♪♪   
八八八洲洲洲ンンンピピピッッッククク開開開催催催！！！！！！   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

★★★リリリレレレーーー★★★   

３ 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 楽しく元気よく八洲ンピックができて良かったです！ 

☺ いろいろな人と関わる事ができてとても楽しかった。 

☺ 久しぶりに運動したから少し筋肉痛になったけど、みんなで協力しながらやって 

楽しかった。 

☺ 体動かす事が苦手で嫌だったけど、いざ、ぐるぐるバッドをやったら 

とっても楽しくてまたやりたいなと思いました(^^)/ 

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。 

★★★キキキャャャタタタピピピラララ★★★   

優優優勝勝勝！！！   



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

３４９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。また、ご多忙

の中、この式典にご臨席賜りましたご来賓の皆様に、篤くお礼申し上げます。 

 

皆さんが一歩を踏み出す社会は、国内も国外も大きな変革の時の中にあります。この社会

で生き抜くためには、未来を見つめながら、先を読み、変化することを恐れず行動する必要

があります。行動せずに思うだけでしたら誰でも出来ます。 

 

八洲学園大学国際高等学校を今回卒業し、「高

卒」という学歴が新しく増えます。次の未来への

ステップの足掛かりとして、活かして下さい。そ

のために頑張ってきたと思います。ただ、学歴が

増えても、様々な困難、多くの試練が待ち受けて

いることと思いますが、日本初の短期集中スクー

リング制の八洲学園大学国際高等学校での高校生

活で培った力を存分に発揮すれば打ち勝つ事がで

きると私は信じています。また、夢と希望に向か

って歩んでいくことを期待します。 

 

八洲学園大学国際高等学校は、１０年に１回、同窓会を開催しています。次回は学校法人

八洲学園開学８０周年の２０２８年の予定です。再会できた際には、高校卒業後、どんな人

生を歩んだのかなど、色々聞かせて下さい。楽しみにしておきます。 

 

卒業される皆さんに、豊かな実りと、幸あらんことを心から祈念し、晴れの門出を祝福い

たしまして、式辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。 

 

令和２年２月２３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 

令和元年度後期卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 

４ 



事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度後期 卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 

６ 

 

卒業生入場 

校長式辞 

アメリカの高校卒業証書も授与 

卒業証書授与 



 

７ 

文部科学省認可通信教育 

卒業生退場 

 

スクーリングの様子を振り返り 

卒業生代表挨拶 

やしまんちゅの皆さん、 
ご卒業 

おめでとうございます！！ 



事務部 板谷 幸恵 
 

 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） 失敗したらどうしよう…ではなく、走ってから考える。 
どうしたらよいか…ではなく、思いついたことはすべてやってみる。 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス担任） 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 
これから自分がどんな人生を歩んでいきたいのか、しっかり考え『今』という時間を 
懸命に生きていってください。 

 玉城 健一（3･4 番クラス担任） 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!! 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） ご卒業おめでとうございます。八洲で培ったことを糧
にそれぞれの道、大きく前進してください。ずーっと応援しています。 

 平安山 智子（7･8 番クラス担任） これからは高校卒業したことに胸をはって 
ステキな人生を歩んで下さい。これからもずっと応援しています。 

 横田 裕美（9･0 番クラス担任） 素敵な未来へ(^-^)  
出逢う事が出来て幸せでした！！ありがとう。  

 島袋 瑠美（芸能スポーツ・海外クラス担任） Congratulations!! 
夢に向かって羽ばたいてください。 

 仲田 由紀（1･2 番クラス副担任） Congratulations on your graduation! 
Best wishes for your future.（成功を願ってます     ） 

 新垣 希（3･4＆9･0 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます!! 
これからも応援しています。お体に気をつけて。 

 高江洲 萌（5･6 番クラス副担任） みなさんに出会えて良かったです。応援してます！ 

 中島 菜々子（7･8 番クラス副担任） 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これからの人生に活きてくると思います!! 
これからもずっと応援しています♡ 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。今後の人生も、あせらずに一歩ずつ前進して
いきましょう。応援しています。 

 原田 みき子 卒業おめでとう！１回きりの人生です。しっかり生きよう！ 

 島袋 正良 卒業おめでとう！これからもさらに前進！ 

 与古田 初子 あなたの桜も満開ですね。おめでとう！！ 

 長﨑 佑 祝 卒業 ・あきらめない ・相談する ・やすらげる場を持つ 
この言葉を心にひめ人生の荒波をのりこえて下さい。 

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 

８ 



 

 天野 葉月 卒業おめでとうございます。 
八洲で出会った仲間たちと築いた信頼や思い出が、みなさんの未来へとつながって 
いきますように。これからの幸せを心から祈っています。 

 玉城 郁江 卒業おめでとうございます！ 
リポート＆試験よく頑張ったと思います。これからも応援していますヨ！ 
チバリヨ～（がんばって）＼(^o^)／ 

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

 松田 和則 卒業おめでとう。これからも一歩一歩着実に前へ歩んで下さい。 

 小波津 美弥子 ご卒業おめでとうございます！新たな一歩が始まりますね。 
応援しています☺ 

 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 卒業おめでとう！竹には節がある、節があるから幹を丈夫にする。 
竹のように成長していって下さい。 

 親川 瞳 ご卒業おめでとうございます！これからもずーっと応援しています✨ 

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます!! 八洲での経験をバネに今後のご活躍を 
お祈りしています。 

 板谷 幸恵 できると思えばできる、できないと思えばできない。 
自分を信じて、自分のペースで歩んでいって下さい。 

 番場 晴美 私の好きな言葉を贈ります。 
『これまで』が『これから』を決めるではなく、『これから』が『これまで』を決める。 
卒業おめでとうございます！ 

 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 

 兼城 昌一 ご卒業おめでとうございます。これからも応援しています。 

 儀間 雪深 卒業おめでとう!! 
大きな自信を持って、未来に向かって羽ばたいてください！ 

 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 

 谷 和樹 卒業おめでとうございます。 

 具志堅 将 卒業おめでとう。何事にもチャレンジしよう 
結果は必ずついてきます。 

文部科学省認可通信教育 

９ 



校長 中村 成希 
 

令和元年度は、総計２７名の生徒さんに「功労賞」を授与いたしました。令和元年度後期

卒業証書授与式に出席した功労賞受賞者の久手堅 人君と担任の島袋友美先生とで記念撮

影をしました。八洲学園大学国際高等学校を卒業後も、今後のご活躍を期待しております。 

●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） 

 

校長 中村 成希 
 

卒業式内で、5th Elementsさんに「送別の歌」として楽曲「願い」を歌って頂きました。

その様子が彼らの「YouTubeチャンネル」で紹介されていますので御紹介します。 

 

 

 

 

令和元年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

「YouTubeチャンネル」のご紹介 

5th Elements（フィフスエレメンツ） 

●２人組ボーカルグループ。テレビ CM で多くの楽曲がタイアップされている。 

●歌って頂いた楽曲「願い」とは・・・夢を追って生まれ育った地元を離れ、時に苦しく、

寂しく、辛い時もあるけど 故郷の仲間を思い出し諦めずに夢に向かって行こうという思

いが詰まった楽曲。今、夢や目標に向かって頑張っているあなたへ…。 



【◆５つの学習ポイント◆】 

①英語による主要５教科の課題提出（必履修：Ｅｎｇｌｉｓｈ・Ｓｃｉｅｎｃｅ・Ａｍｅｒｉ

ｃａｎ Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ）マークシート形式 

②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。 

③Ｅラーニングによる英語訓練 

④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月） 

⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。 

⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする。 

●別途、米国私立高校の学費がかかります。 

校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｇｌｏｂａｌ Ａｃａｄｅｍｙ（コロラド州）』

と教育提携を結んでおりますので、「日本の高校卒業資格」と同時に、『アメリカの高校卒業

資格』の取得が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年２月２３日に挙行いたしました「令和元年度後期卒業証書授与式」で、米国私立

高校も無事に卒業致しましたのでご紹介します。私自身も、平成２５年度に卒業しましたの

で、また新しい後輩ができ、嬉しく思います。おめでとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八洲学園大学国際高等学校の「海外チャレンジコース」には、米国私立高校卒業の他に、

「短期語学留学」もあります。興味のある方は、詳しい資料を送らせて頂きますので、各担

任へ連絡を下さい。（※米国私立高校は、八洲学園大学国際高等学校を卒業後でもチャレン

ジする事が可能です。） 

 

 

 

 

 

 

「アメリカ合衆国私立高校の卒業証書授与」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



校長 中村 成希 

 

参加型ファッションイベント『JAPANMODELS（ジャパンモデルズ）』と八洲学園大学

国際高等学校は提携をしております。今まで開催のイベントへの参加者総数が１万人を

超えており、ファッションに興味がある方なら、誰もが参加しやすいファッションイベ

ントです。大阪と東京で開催しています。詳しくは公式サイトをご覧下さい。出演者と

してステージに立ちたい希望がありましたら、八洲学園大学国際高等学校の各担任にご

連絡下さい。 

 

●日時：2020 年 5 月 3 日（日） 11 時 30 分〜18 時 10 分予定。 

 

「JAPANMODELS２０２０ Ｓ／Ｓ」開催のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



校長 中村 成希 

 

長﨑佑先生（理科）の著書『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）が沖縄タイムス（令和２年２月２２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 

１３ 



進路指導部 仲田 由紀 
 

卒業後の進路として、どんな職業があるのか、またどのような試験を受けて就職したのか、進路だよ

りを通してみなさんの参考になれば幸いです。今回は実際に空港で働くグランドスタッフ、総合病院で

勤務する薬剤師の方をご紹介します(*^-^*) 

 

 

進路だより ～職業紹介～ 

文部科学省認可通信教育 

空港グランドスタッフＥさんをご紹介 

【出身地】  沖縄県  

【卒業学部】 アビエーションマネジメント学群 エアラインホスピタリティーコース 

・高校卒業の時点で将来の夢は決まっていた？ 

小さい頃から客室乗務員、または英語を活かすグローバルな仕事に興味があったので高校卒業後その職

種へ 1番近い大学を選びました。大学卒業後も、就活はほぼエアライン系に絞り、新卒で 4 年空港にてグ

ランドスタッフを経験しました。 

・どんな試験を受けた？ 

書類審査、第一面接(面接官 4人ほど+グループ面接)、第二面接(筆記試験+小論文でトータル 2時間程度)、 

役員面接(面接官 2人、個人面接で 20〜30分以内) 

・社会人になって最も苦労したことは？ 

体調管理の徹底と、お客様へ複数の代替え案を用意しご納得いただくこと。不規則なシフトなので健康

管理を維持することはもちろんですが、台風やイレギュラーが発生するとほぼ帰れません。長時間の残業

になることも多く、最長で 18時間働くこともあるので体調管理は徹底しないとチーム全体へ影響がでま

す。クレームやご意見を頂くこともあり、お客様に寄り添ってご納得いただけるよう努めていましたが、

状況によってはどうしても難しい時があります。その際は一つだけ答えを用意するのではなく、第二、第

三案とお客様の選択肢を多く用意し最善の方法でご満足頂けるようにしていました。 

医療の現場で活躍中！薬剤師Ｓさんをご紹介 
【出身地】  沖縄県  

【卒業学部】 薬学部 

・高校卒業の時点で将来の夢は決まっていた？ 

高校に入ってから化学の実験をすることが楽しく、理系学部に進もうと決めました。その中でも女性が

多く活躍する薬剤師という職に興味を持ち、大学受験では薬学部のみを受験しました。 

・どんな試験を受けた？ 

薬剤師国家試験を受けました。大学４年次には国家試験の勉強と並行して就職活動を行いました。就職

活動では、第一志望の病院のみを受験して採用が決定しました。 

主に薬剤師の就職先としては、調剤薬局、ドラッグストア、病院の院内薬局、製薬会社の研究開発・Ｍ

Ｒ（医薬情報担当者）、保健所や麻薬取締官などがあります。 

・社会人になって最も苦労したことは？ 

薬剤師を続けるためには、常に勉強をし続ける覚悟が必要です。医薬品は、時代の移り変わりとともに

大きく進歩していきます。新薬が出るたびに薬局で取り扱う薬の種類は変わりますし、副作用が明らかに

なったことで服用の仕方が変わることがあります。こうした新しい知識を常に吸収していかなければ、患

者さんに薬の説明をすることができなくなるので、勉強がつきものです。特に出産や育児等で数年間現場

を離れると、復職したときには薬の種類が大きく変わっているということもあります。正しい知識を身に

付け、患者さんへ寄り添った医療を提供することを心掛けています。 
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事務部 宮坂 あき 

 

日本学生支援機構は、国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念するこ

とのないよう、「貸与」または「給付」する奨学金により進学を後押ししています。 

次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいと認められた人が当校より推薦さ

れ、採用候補者として機構が決定します。 
 

 

 

 

 

■給付型奨学金 

 

昨年度より給付型奨学金の所得要件、学力基準が大幅に変更されました。 

給付奨学金の支給対象の学生は、授業料・入学金の減免も併せて受けることができます。 

「ＪＡＳＳＯ奨学金」で検索されますと詳細をご確認いただけます。 

予約奨学金申し込みの締切は貸与型も含めて 6月 30日(火)までとなっておりますが、期日過ぎました後

でも進学先にて給付型・貸与型共に在学採用としてお申し込みいただくことができます。 

○家計基準 

１．ＪＡＳＳＯが定める収入基準・資産基準のいずれにも該当する世帯であること 

２．児童養護施設退所者等社会的養護が必要な人は 18歳時点で施設等に入所等していた（いる）こと 

○学力基準 

１．申込時までの評定平均値が 3.5以上 

２．上記に該当せずとも、進学後に高い目標を持って進学する意欲を有していると学校が判断した場合 

 

■貸与型奨学金 

○家計基準  

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

家計基準 

4人世帯の場合の目安 

家計収入（年額）が 

747万円以下 

家計収入（年額）が 

1,100万円以下 

○学力基準 

第一種（無利子）：高等学校 1年から申込時までの成績の平均値が 3.5以上 

第二種（有利子）：学業成績が平均水準以上 

○貸与金額 

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

月次貸与額 
2万～6万 4千円／月 
（自宅通学/自宅外通学、 

私学/国公立大学で異なる） 

2万～12万円／月 

入学時特別増額 10万～50万円 

 

令和３年度進学者 大学等奨学金予約について 

文部科学省認可通信教育 

１５ 

令和３年度大学進学予定者で、給付型／貸与型奨学金予約を希望する方は、事務部 宮坂

（0120-917-840）まで連絡をください。 要項が到着次第（4 月下旬～5 月）、郵送いたします。 



環境保健部 平安山 智子 

 

「新型コロナウイルス感染症」による国内での感染の広がりや、行政によるイベント開催自粛要

請などの感染予防措置、マスクや生活必需品買占めなど、みなさんを取り巻く社会情勢や状況が大

きく動いています。「ゆんたく２月号」に引き続き、新型コロナウイルス感染症予防・対策について

特集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》新型コロナウイルス感染症【続報】 

文部科学省認可通信教育 

新型コロナウイルス感染症についての医療相談・受診の目安 

１．医療相談・受診の前に心がけるべきこと 

○発熱等の風邪症状が見られるときは、習い事や仕事を休み外出を控える。 

○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

２．都道府県帰国者・接触者相談センターに相談する目安 

・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様） 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

※ 次の場合は重症化しやすいため、家族に該当する方いて、この状態が２日程度続く場合には、 

帰国者・接触者相談センターに相談してください 

・ 高齢者 

・ 基礎疾患がある方（透析治療者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患など） 

・ 免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方 

・（妊婦の方も念のため、２日程度続く場合） 

※ （お子様をお持ちの方へ） 

小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウイルス感染症について

は、「２．」に挙げた目安どおりの対応をお願いします。 

※ なお、現時点での医療相談状況は、新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多く、

インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に相談してください。 

３．医療相談後、医療機関にかかるときのお願い 

○帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してください。 

複数の医療機関をかけもち受診はしないでください。 

○医療機関を受診する際にはマスクを着用し、手洗いや咳エチケットの徹底をしてください。 

厚生労働省文書を抜粋・編集 

海外渡航中／渡航予定の方への注意事項 

日本を「感染者確認国」とみなす国や、日本政府が「感染者確認国」と認定して渡航注意情報を出している

国が拡大してきています。海外渡航中の方／渡航予定の方は、「外務省海外安全ホームページ」、在外大使

館・領事館ホームページを確認して、安全の確保をはかってください。 

・日本からの入国制限や入国後の行動制限措置をしている国が増加しています。すでに発行されたビザ

の効力を失効／減ずる措置をとっている国もあります。経由国／乗り継ぎ地の情報も収集してください。 

・海外に渡航予定／在住している方は、必ず「在留届」または外務省「たびレジ」へ登録してください。緊急

時の連絡、安否確認、支援などが受けられます。 外務省文書を抜粋・編集 
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日常生活での注意点（手洗い・消毒、咳エチケット、十分な睡眠）を「ゆんたく２月号」で案内

いたしました。政府機関より追加の指示がありましたので、みなさんに周知します。 

 外出を控える  

・軽い風邪症状（のどの痛みだけ，咳だけ，発熱だけなど）でも外出を控えること。 

・規模の大小に関わらず，風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所や 

イベントにできるだけ行かないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デマやチェーンメールに惑わされない  

新型コロナウイルス感染症に関するデマや流言を拡散するチェーンメールやSNS、悪徳商法が流行っていま

す。中には厚生労働省をかたるメールや、コンピュータウイルスや悪意あるサイトへ誘導するメールも確認され

ています。怪しいメール等が来ても鵜呑みにせず、都道府県や市町村Ｗｅｂサイトの新型コロナウイルス感染症

関連ページで最新の信頼できる情報をご確認ください。また、添付ファイルは開けずにメールごと削除してくださ

い。 

 デマ 例）お湯を飲むと予防できる／２６℃以上の温度のお湯でウイルスが死ぬ 

 かたり 例）「国立感染症予防センター」、「厚生労働省」、「＊＊保健所」と名乗るメール 

 詐欺商法 例）マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた 

 

日々の生活・活動の注意点 （続報） 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省事務連絡（令和２年３月４日）「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学

校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出について」 より 

【解説】 新型コロナウイルス感染症感染経路のデータの分析から明らかになってきたことは、症状の軽

い人も、気がつかないうちに、感染拡大に重要な役割を果たしてしまっていると考えられることです。なか

でも、若年層は重症化する割合が非常に低く、感染拡大の状況が見えないため、結果として多くの中高

年層に感染が及んでいると考えられます。 

 これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約８０％の方は、他の人に感染さ

せていません。一方で、一定条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が

報告されています。 具体的には、ライブハウス、スポーツジム、ビュッフェスタイルの会食、スキーのゲス

トハウス、密閉された仮設テント等です。 

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解（3/7）」を抜粋・編集 

厚生労働省「新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールについて」 より 

独立行政法人 国民生活センター 「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！」より 
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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》フランス旅行編 

文部科学省認可通信教育 

１８ 

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。 

 

夏休み中はフランス・モナコへ～ 

イギリスからフランスまではユーロスターという電車を使って約２時間程度で着きます。 

このとき驚いたのは、ユーロスターは日本の会社「日立製作所」が作ったそう！ 

ヨーロッパで「HITACHI」の文字を見て、「え、日本の日立！？」ってビックリ衝撃でした(゜.゜) 

まず、フランスまでは２時間かかりますが、時差が１時間生じるため、なんだか不思議～という感じ

でした。フランスのホテルに着いてから、定番のトラブル発生！なんと部屋の予約がされていないと

のことで！！「いやいや、確実に予約したよ！控えあります！」と言っても断られてしまい、紹介さ

れた近くのホテルに行くことに・・・。そのホテルの場所が薄暗く、あの「フランス、パリ」ってい

う雰囲気からはかなりかけ離れた印象。不安で一杯のスタートでしたが、無事に帰国できたので今と

なっては良い思い出です（笑）。 

←人気がある作品はこんな感

じ。ちょうど高校生の時の現代

文の教科書に出ていたミロのヴ

ィーナス。日本人観光客に囲ま

れていた気がします。こんな感

じで有名な作品には人がいっぱ

い集まっています！美術に詳し

くなくても楽しめると思います

(#^.^#) 

←ちょこっ

と凱旋門に

も行きまし

た! 

すごい迫力

と、近くの

通りがとて

もお洒落で

したよ～! 

やっぱオススメはルーブル美術館！！→ 

ぜひ、行っていただきたい！ルーブル美術館。有名なだけあ

って、本当に本当にすごかったです！何がすごいかって、ま

ず広さ。北ウィングと南ウィングに分かれます。行くときは

歩きやすい靴・服装で行くことをおすすめします。有名作品

は人気があって、カメラを持った人が作品の周りに集まって

います。 

モナリザは格別で、広い展示室の中にあって近くからは見ら

れないようになっています。絵の両サイドに警備員が常に立

っていて、「さすがモナリザは違うな」という印象でした（笑）。 



事務長 平良 亮 

 

入学後に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「住所変更届」を提

出してください。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。 

住所変更手続きは、「学習の手帳」５５ページをコピーするか学校ＷｅｂサイトよりＰＤ

Ｆファイルをダウンロード・印刷し、必要事項を記載し、手数料（８３９円）分の切手と返

信用封筒を同封して学校へ送ってください。 

学校Ｗｅｂサイト ＞ 在校生はこちら 

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

住所変更届を受理すると、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。 

※ ネットから科目追加登録の申込をする前に、余裕をもって住所変更の手続きをしてください。

宛先不明で教材が差し戻しになると、受け取りが１か月以上遅れたり、再発送の追加宅配

料金が発生する場合があります。 

 

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（５００円）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」５１～５３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。 

※ 教材の宛先が不明であったり表札がない場合、宅配業者より学校登録の電話番号へ宛先

照会の電話が入る場合があります。機種変更などによりスマートフォン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。学校から連絡が取れなくなると、

教材配達だけでなく、学習案内や重要なお知らせがあっても速やかにお伝えできなくなりま

す。 

文部科学省認可通信教育 

１９ 

住所を異動した方は「住所氏名変更届」を！ 

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


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 水  16 木  

2 木  17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火  

7 火  22 水  

8 水  23 木  

9 木  24 金 ゆんたく発送 

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 ５月 S 申込〆切（～１７：００受信分まで） 

13 月  28 火  

14 火  29 水 昭和の日 

15 水  30 木  

      

 

 

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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