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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。 

※写真に写っている以外の 8 名の教職員については、教職員紹介ページをご覧ください。 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、2000年に「日本初の合宿によ

る集中スクーリング方式」を採用する通信制高校として開校致

しました。校舎からは、エメラルドグリーンの海が見え、とて

も教育環境が良い「沖縄」にあります。本学の教育システムで

日々の時間を有効に活用すると、海外留学（語学・スポーツ・

芸術）や芸能活動等、様々なジャンルにチャレンジし、夢を追

いかけながら高等学校の卒業資格を取得する事も出来ます。 

開校後、アメリカ合衆国の私立高校と教育提携した事により、「日本の高校卒業資格」と

同時に「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能になりました。また、保護者の方も学習で

きる資格取得コースを設置するなど、今も進化し続けている高等学校です。今後も、より多

くの生徒、保護者、卒業生、地域の方々などの期待に応えられるように努力してまいります。 
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２ 

校長あいさつ 

もももしししももも   願願願いいいががが   

～八洲学園大学国際高等学校 校歌～   作詞・作曲 Kiyomi 

もしも願いが一つだけ叶うなら 
あなたは迷わず答える事ができますか 

もしも願いが二つだけ叶うなら 
あなたは何を誰のために願うでしょう 

理想の自分に近づいていくために 
見えない未来にかけて進んでいく 

青い空の下でデイゴの花が咲いている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きているあなたとここにいる 

もしも１本の道が目の前にあったら 
あなたは勇気を出して歩けますか 
もしも２本の道が目の前にあったら 
あなたはどこへ足を進めるでしょう 

はるかなる大地にしっかりと足をつけて 
空っぽな心は大空へと飛んでいく 

青い空の下デイゴの花も揺れている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きている私がここにいる 

今を生きている私がここにいる 



事務部 板谷 幸恵 
 

八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえる

ように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！ 

      

校長 

中村 成希 

（福岡） 

教頭・横浜分室長 

鈴木 啓之 

（愛知） 

1･2 番ｸﾗｽ担任 

国語・芸術 

比嘉 彩香(沖縄) 

3･4 番ｸﾗｽ担任 

地理歴史・公民 

糸数 篤人(沖縄) 

5･6 番ｸﾗｽ担任 

情報・商業 

島袋 友美(沖縄) 

7･8 番ｸﾗｽ担任 

保健体育 

平安山 智子(神奈川) 

      

9･0 番ｸﾗｽ担任 

保健体育 

横田 裕美(福島) 

芸能ｽﾎﾟー ﾂ/海外ｸﾗｽ

担任  外国語 

仲田 由紀(沖縄) 

3･4 番ｸﾗｽ副担任 

家庭 

中島 菜々子（沖縄） 

5･6 番ｸﾗｽ副担任 

芸術・外国語 

上原 友子(熊本) 

7･8番ｸﾗｽ副担任 

数学 
宮城 泰之(沖縄) 

芸能ｽﾎﾟー ﾂ/海外ｸﾗｽ

副担任 国語・芸術 

玉城 健一（沖縄） 

      

保健体育 

島袋 瑠美 
(埼玉) 

国語・芸術 

原田 みき子 

（秋田） 

国語 

玉城 郁江 

(沖縄) 

国語・芸術 

小波津 美弥子 

(大阪) 

理科・数学 

島袋 正良 

（沖縄） 

理科 

長﨑 佑 
(長野) 

      

家庭 

与古田 初子 
(沖縄) 

地理歴史・公民 
玉城 優香 

(沖縄) 

地理歴史・公民 
松田 和則 

(沖縄) 

外国語 
エンブリー 章子

（沖縄） 

事務長 
平良 亮 
(沖縄) 

事務 
松本 美代子 

(東京) 

 

 

     

事務 
親川 瞳 
（沖縄） 

事務 
宮坂 あき 
（東京） 

横浜分室 事務 
板谷 幸恵 
（千葉） 

横浜分室 事務 
番場 晴美 
(神奈川) 

校務 
具志堅 慎一 

(沖縄) 

校務補助 
谷 和樹 
（沖縄） 

      

校務補助 

具志堅 将（沖縄） 

校務補助 

兼城 昌一(沖縄) 

学校食堂長 

儀間 雪深（沖縄） 

学校食堂スタッフ 

儀間 伸彦（沖縄） 
モモ スズ 
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教職員紹介 
 

３ 
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３月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

総総総合合合αααははは海海海洋洋洋博博博公公公園園園ででで   

総総総合合合γγγははは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   

オオオプププシシショョョンンン   森森森のののガガガラララススス館館館ででで   

ジジジェェェルルルキキキャャャンンンドドドルルルののの材材材料料料   

オオオプププシシショョョンンン      
名名名護護護パパパイイイナナナッッップププルルルパパパーーークククででで   

手手手作作作りりりのののジジジェェェルルル   
キキキャャャンンンドドドルルルはははおおお土土土産産産ににに   自自自由由由参参参加加加ののの花花花火火火大大大会会会   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

５ 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 特別活動の、万国津梁館（サミット会場）で大統領が座った椅子に座ってランチができて

嬉しかったです。 

☺ ジェルキャンドルも作れてとてもかわいい物ができました＼(^o^)／ 

☺ 古宇利大橋がめっちゃきれいだった。また機会があればぜひ行きたい！新型コロナウイル

ス感染症対策のための変更プログラムでもとても楽しめました(^^) 

☺ 古宇利大橋のウォーキングは風が強かったけど友人と一緒に橋を渡れたことが思い出に

残った。（青春出来た！） 

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。 

特特特別別別活活活動動動   万万万国国国津津津梁梁梁館館館ののの前前前ででで   

特特特別別別活活活動動動   古古古宇宇宇利利利島島島ウウウォォォーーーキキキンンングググ   

特特特別別別活活活動動動   
万万万国国国津津津梁梁梁館館館ののの中中中ででで   サササミミミッッットトト会会会場場場でででララランンンチチチ   

ウウウォォォーーーキキキンンングググ最最最高高高★★★   

ウウウォォォーーーキキキンンングググでででハハハイイイポポポーーーズズズ   

ララランンンチチチタタタイイイムムム   

各各各国国国ののの代代代表表表ががが座座座っっったたた席席席ででで   
ラララッッッキキキーーー賞賞賞をををゲゲゲッッットトト   



事務部 番場 晴美 

 

今年度担任をさせて頂く事になりました横田 裕美（よこた ゆみ）です。 

新しい年度の幕開けと共に、新たな気持ちでスタートできるよう沖縄より応

援しています。高校卒業という大きなステップに向かって、共に前進してい

く事が出来るよう進んでいく事が出来たらいいなと願っています。 

『今出来る事』『今しか出来ない事』『今だから出来る事』を見つけながら…

みなさんの未来が輝きますように(*^_^*)１年間よろしくお願い致します。 

６ 

クラス担任あいさつ 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！５・６番クラス担任の島袋 友美（しまぶくろ ともみ）

です。新年度がスタートしました。『高校卒業』という目標をみんなが達成で

きるように、サポートさせていただきますので、困ったことなどあれば、遠

慮なく連絡くださいね♪また、学校からの大切なお知らせを、 

LINE で情報配信します。ぜひ右のＱＲコードを読み込み、 

お友達登録しましょう！    要チェック！ ⇒ ⇒ ⇒ 

では１年間、どうぞ宜しくお願いします( ﾟ▽ﾟ)/ 

 

３・４番クラスを担当します担任の糸数 篤人（いとかず あつと）(教科：公

民）と、副担任の中島 菜々子（なかしま ななこ）(教科：家庭科)です♪ 

皆さんの学習のサポートをしていきますのでよろしくお願い 

します！私たちの出身は沖縄県なので、スクーリングでは 

沖縄の素敵なところを皆さんに伝えられたらと思っています 

(^^♪ 

生徒番号末尾が１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆☆ 

担任の比嘉 彩香（ひが あやか）です。 

みなさんが目指している『高校卒業』という目標をクリアできるよう精一杯

サポートしていきますので、不明な点は必ずご連絡ください！また、学校か

ら郵送している書類は大切なものが多いですので、必ずご確認をお願いしま

す。普段の生活の中で手洗い・うがいなどできることから健康管理に努めて

くださいね！！ 

今年度、みなさんの担任をさせていただくことになりました平安山 智子 

（へんざん ともこ）です。担当科目は保健体育で健康第一の生活をしていま

す！また、大学受験の時に猛勉強をしたお陰で数学が得意科目です。日常生

活では美容と健康に興味があり、スキンケア商品や美味しい食べ物、飲み物

に興味があります。お勧め商品があればぜひ教えてください。みなさんの自

宅学習のサポート、スクーリング参加時期の相談、進路相談など、全力でサ

ポートさせていただきますので何かあればお気軽にご相談くださいね！ 

芸能スポーツ海外クラスの担任になりました仲田 由紀（なかだ ゆき）です

(^^♪ 担当科目は英語です。 

学生の時にイギリス留学をしたり、２年前にインドネシアのバリ島へ行って

みたりと、海外の文化に興味があります。みなさんが各国で経験した出来事

なども、ぜひ教えてください♪みなさんの高校卒業のサポートができるよう

にサポートさせて頂きますのでよろしくお願いします。 

副担任 中島 菜々子 



事務長 平良 亮 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

 

令和２年度 集中スクーリング「テーマ」案内 

 

 

 
「夏だ！沖縄だ！マリンスポーツだ！」ということで、真夏の太陽の下で沖縄
の海を満喫したい方を大募集です(^^)/シーカヤック、スノーケル、体験ダイビ
ングなど、沖縄の海を満喫  できるプログラムを企画します。 
有料オプションも検討中です(^_-)-☆ 

※泳げなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、 
海水につかることができない方、体力に自信が 
ない方はご遠慮ください。 

 
 

   

５５月月  

 

７７７月月月   

７ 

 

心身の健康を見つめ直すきっかけとなるような活動を取り入れ

る予定です(^o^)どなたでも参加できるスクーリングとなるよう

計画していきます♪ 

～詳細は現段階で未定のため、決まり次第皆さんにご案内します～ 

 

 

 

楽しく小物づくり♪ 

かわいいものをいっぱい作って持って帰ろう！ 

※少人数限定です。申込多数の場合は、他月をご案内する場合があります。 

 

 

 

芸芸術術ススククーーリリンンググ  （（少少人人数数制制））  

 

６６６月月月   
今は「高校卒業」が一番の目標かもしれませんが、「高

校卒業後」の進路選択のために少しでも視野を広げるこ
とを目標にします♪ 気軽に参加して下さい♪ 

進進進路路路スススクククーーーリリリンンングググ   

８月①② 料理スクーリング 
沖縄の様々な食材に出会えるかも・・・♡ 

料理ってすごい!(^^)! みんなで食べるって楽しい!(^^)! 

そんなスクーリングを計画中です♪ 

９月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 
 

３３３月月月①②   観観観光光光スススクククーーーリリリンンングググ   

 
 

生き物について一緒に学んでみませんか(*^_^*) 

みなさんの心が温かくなるような時間を準備します♪ 

111111 月月月   動動動物物物スススクククーーーリリリンンングググ（（（少少少人人人数数数制制制）））   

 
 

音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪ 

今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル） 

に分かれて音楽活動 

111222 月月月   

   

 

文部科学省認可通信教育 

※2020年度後期卒業となる生徒さんは参加できません 

 

2 月は、スポーツ大会で盛り上がっちゃいまーす♪チーム対抗で競技を行い、みんな

で一丸となり優勝を目指します！！楽しむ心が一番です。みんなで楽しめる、誰でも

できるような競技を用意していますので、みなさんの参加お待ちしています★ 

また、後期卒業式も執り行います。卒業予定の皆さん、卒業できるよう前進しましょう。 

沖縄県は様々な県や国の方が観光に訪れる土地!! 

その土地を満喫するために観光をテーマに企画中(*^_^*) 

沖縄の魅力を知り、沖縄の新たな発見がありますように…🎶 

 

 

１月①② 国国国際際際文文文化化化スススクククーーーリリリンンングググ   

広～い世界の文化や、国際社会におけるさまざまな

テーマに触れてみましょう!(^^)! 

異文化に触れ、新たな発見があるといいですね(^.^) 

２月 



教務部 比嘉 彩香 

 

新入生、在校生の皆さん手元に教材は届きましたか。 

さっそくリポート、視聴報告書の課題に取り組んでいきましょう。 

下記のページにアクセスし、自宅学習サポートページを確認しましょう。 

科目ごとにリポートのヒントや視聴報告書の枚数が表示されています。 

自宅学習を始める際にぜひご活用ください。 

 

① 学習中の「科目（科目コード）」を調べる！ 

② 「在校生はこちら」を開きましょう♪ 

URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪ 

③「自宅学習サポートページ」を開きましょう♪ 

◎パスワードは「yashima12」 

④ 指定枚数のリポート＆視聴報告書を学習する♪ 
◎リポートは「ヒント」を活用しましょう！ 

◎ＮＨＫ高校講座は好きなタイトルを選びましょう♪ 

◎不明な点は気軽に担任＆副担任へ質問♪ 

 

 

 

 

自宅学習サポートページを活用しよう！ 

文部科学省認可通信教育 

９ 

自宅学習 

サポートページ 

 

 

 

 

 

 

パスワード 

yashima12 

 



教務部 比嘉 彩香 

 

令和２年度 試験出題ポイント 

科目 出題ポイント 

国語表現 

教科書 P127「誤りやすい敬語の使い方」から 10 問。 

教科書 P131 の「面接の流れ」から 10 問。 

作文「私の長所」400 字以内。 

国語総合 
リポート No1～No12 の中の漢字、No3【4】【6】,№4【4】【5】No7【2】【3】,No9【2】

【6】,No11【1】【2】,No12【1】【3】 授業内容 

現代文Ｂ 

教科書 P24「みどりのゆび」の中から、P35 の「祖母が死んで」から最後の「戻れな

かった」までのほぼ 1 頁。 

漢字 10 問(かなふり)と意味を問う問題が 3 問。 

教科書 P266～P268 の中から俳句 5 句を出題。季節と意味を理解しておくこと。 

自由律と定形俳句の違いも調べておくこと。 

古典 B リポート№4、№9、№11、№12、授業内容 

日本語基礎 リポート№1【問１】、No2【問３】、No3【問１】【問３】、No5【問４】 

世界史 A リポート№2、授業内容、配布資料 

日本史 B リポート№5、授業内容、配布資料 

地理 B リポート No.6、No.7、授業内容、配布資料 

現代社会 リポート№2、No3,授業内容、配布資料 

倫理 リポート№6、授業内容、配布資料 

政治・経済 リポート№2、授業内容、配布資料 

数学Ⅰ 
リポート№2【4】、№3【4】【5】、№4【4】、№5【6】、№6【3】【5】【6】 

№7【3】【4】、№9【2】、授業内容 

数学 A 
リポート№1【2】【3】【5】【6】、№2【3】【4】、№3【1】【6】 No4【2】、№5【1】、 

№6【5】【6】、授業内容 

数学 B 
リポート№1【1】【3】【4】【5】【6】、№2【2】【3】、№3【5】【7】、№4【2】、№5【1】、

授業内容 

科学と人間生活 

リポート No1【1】【3】【4】【5】教科書 P17、P23～P25,P30,P31 リポート No6【1】～

【5】 

教科書 P169,170,171,P173,P177,P179,P190 授業内容 

生物基礎 
リポート№1【1】【3】教科書 P16～17、P26、№6、教科書 P174～177、P182、 

授業内容 

化学基礎 リポート：No2【1】～【5】、No3【1】【2】【3】、No４【1】【3】【4】【6】、授業内容 

地学基礎 リポート No5 全部、授業内容 

理科課題研究 リポート No1 全部,No3【2】、授業内容 

保健 リポート：№2【1】【3】【5】、No3【4】、№5【3】【4】、授業内容 

コミュニケーション英語基礎 リポート№1 の Be 動詞・一般動詞、リポート№3 全部、授業内容、配布資料 

コミュニケーション英語Ⅰ リポート№3、№4(助動詞)、授業内容、授業配布プリント 

コミュニケーション英語Ⅱ 

リポート№1 の内容と比較級、最上級  リポート№2 の内容と What の使い方 

リポート№7 の内容と Wonder if～    リポート№11 の内容と使役動詞 

リポート№12 Reading2 Olivia 

社会と情報 リポート No1【1】、No2【4】【5】、No3【2】【6】、授業内容 

※体育α ・β ・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α ・β ・γ、総合探求α ・β ・γ、キャリアガイダンスは 

試験は実施せず、授業中の提出物やリポートなどを基に総合的に評価します。 
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校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の卒業生「新沼 涼（にいぬま りょう）」君の活躍が、沖縄タ

イムス（令和２年４月４日朝刊）に載っておりましたのでご紹介します。彼は在学中、「漁

業の仕事」と「高校卒業の勉強」を両立させ、高校卒業後は、父親の跡を継ぎ船長としてよ

り一層の努力をしていました。今後も、美味しい新鮮な魚を皆の食卓に届けて下さい。 

【提供：沖縄タイムス社】【本人了承済】 

 

 

 

 

 

 

「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 
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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、３月スクーリングに参加しました生徒さん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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●GREAT COMPOSERS COMPETITION （ Rising 

Talents of Asia & Oceania Age Group V）

ヴァイオリン（アメリカ合衆国） 第１位  

原田琳音 

●Quebec Music Competition(International 

Online) SENIOR SOLO CATEGORY ヴァイオ

リン（カナダ） THIRD PRIZE（第３位） 

原田琳音 

●Golden Classical Music Awards 

international Competition 弦楽器部門

（アメリカ合衆国）第１位 原田琳音 

●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 

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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【功労賞授与確定者（新規）】 

●ＣＡＲＶＹ ＣＵＰ２０２０ 優勝 田口頼（サップ競技 日本代表選手：右） 

【嬉しいお知らせ】 

八洲学園大学国際高等学校には「海外バレエ留学」をしている方が多くいます。先日、卒

業生の戸田昂希（とだこうき）君から嬉しい報告が来ましたのでご紹介します。（画像中央） 

●Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ Ｋｙｉｖ２０２０ 第３位 戸田昂希 

●ユースアメリカグランプリ（ニューヨーク予選）第２位 戸田昂希 

１３ 
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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」を授与しております。

令和元年度中の対象者一覧をご紹介します。（令和２年４月以降、受賞等ありましたら、各担任にご連絡

下さい。） 

●第２３回 全日本ジュニアスカッシュ選手権大会（ＪＯＣジュニアオリンピック

カップ） 準優勝 渡邉安佑未 

●Lion City Junior Squash Open 2019（Girls Under 17）スカッシュ（シンガポール） 

優勝 渡邉安佑未 

●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 

●第９回 全国鎌倉バレエコンクール（１７～２２歳の男女）第１位 山口ひな 

●GREAT COMPOSERS COMPETITION （ Rising Talents of Asia & Oceania Age Group V）

ヴァイオリン（アメリカ合衆国） 第１位 原田琳音 

●Quebec Music Competition(International Online) SENIOR SOLO CATEGORY  

ヴァイオリン（カナダ） THIRD PRIZE（第３位）原田琳音 

●Golden Classical Music Awards international Competition 弦楽器部門 

（アメリカ合衆国）第１位 原田琳音 

●第７１回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）優勝 阿世賀咲良 

●第７１回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 吉田小町・

原紫緒奈 

●第７回 座間全国舞踊コンクール（高校生部門）第２位 村上莉瑚 

●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 

●第５２回 埼玉全国舞踊コンクール２０１９（クラシックバレエ ジュニア部）

埼玉県舞踊協会奨励賞 春山奈緒 

●ヴィクトワールバレエ コンペティション東京２０１９（高校生の部）第５位 堀かなえ 

●第８回 エヴァ・エフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション

プレパラトリー（クラシック部門 ジュニア Bの部）第４位 堀かなえ 

●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 

●ＩＣＦ世界選手権２０１９（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 

●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） 

令和元年度「功労賞」のまとめ 

文部科学省認可通信教育 
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●ＣＡＲＶＹ ＣＵＰ２０２０ 優勝 田口頼 

●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） 

●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 

●コスプレフォトコンｉｎいちタナ２０１９ グランプリ 山本瑠奈 

●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 

●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 

●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 

●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 

●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） 

●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 

●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 

●サーフィン活動 久手堅海斗 

●第４６回 国際理美容選手権大会（ワインディング美容国家試験巻き部門） 

第３位 阿世賀咲良 

●第４６回 国際理美容選手権大会（ワインディング美容国家試験巻き部門） 

敢闘賞 岡田小枝 

●第４６回 国際理美容選手権大会（ワインディング美容国家試験巻き部門）入賞 田中日菜 

●第４６回 国際理美容選手権大会（レイヤーカットドライヤー仕上げ）敢闘賞 吉田小町 

●第１１回 全国理美容学生技術大会 九州地区大会（理容ワインディング部門）

優秀賞 西村友愛（全国大会出場） 

●第１１回 全国理美容学生技術大会 九州地区大会（美容ワインディング部門）

敢闘賞 阿世賀咲良 

●第２９回 レボルワインディングコンテスト（全国大会）準優勝 阿世賀咲良 
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【◆米国私立高校の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 Ａｃａｄｅ

ｍｙ（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。 

 

２０１９年３月に本学と米国私立高校を卒業し、マレーシアにある大学に進学した男子卒

業生（鹿児島県出身）から頑張っている報告と画像が届きました。彼は高校在学中、カナダ

に語学留学に行ったり、本学で心理カウンセラー＆アートセラピストの資格を取得したりと

活動的な生徒さんでした。八洲学園大学国際高等学校は、１年に１回の短期集中スクーリン

グしか登校（面接指導）がありませんが、色々な事にチャレンジする時間が沢山あります。

在校生の皆さんも、熱中できることを探してみて下さい。 

【左画像：マレーシアでの様子。右画像：２０１９年３月卒業式での様子。】 

 

米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｇｌｏｂａｌ Ａｃａｄｅｍｙ（コロラド州）』に興味

のある方、資格取得を目指したい方は、各担任までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「海外の大学に進学した卒業生」のご紹介 
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進路指導部 横田 裕美 
 

進学をお考えの皆さん!! 各学校の募集要項を取り寄せましょう。必ずヒントがあります

よ。情報収集を試みて下さい(*^_^*) 

【学校選びのポイント】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【大学・専門学校の入試】（７月頃から募集要項が公表されます） 

 

大学・短大

大学・短大

通信教育部

専修学校

就職

その他

通信制高校卒業者の進路別内訳

教育内容の充実 

カリキュラムや教育スタッフが充実しているか確認しましょう!! また目指す職業に繋

がる学校か確認する事も重要!! 

施設・設備 

実際に学校へ行ってみる事!! 自分の目で確かめる事も大切です。 

就職実績 

就職に関する指導方法や就職実績を確認しましょう。学校によって異なります。 

学費 

初年度の総額、納入期日を確認しましょう。また他費用が必要になるか確認も重要!! 

資料請求 

同じ分野の学校でも学費・就職実績・カリキュラムなど異なります。比較しながら学

校を選びましょう。複数校の資料請求を試みて下さい。 

近年は、高校卒業後に進学する

方が多くなってきています。 

文部科学省「学校基本調査(令和元年

度)」より 

ＡＯ入試 

面談重視。進学先の理念にあっているか確認。 

公募推薦 

学校の推薦が必要。一定以上の成績が必要。また倍率が高い傾向にある。 

指定校推薦 

学校側が指定する高校から決められた人数のみ出願。高校内での倍率が高く成績と生

活態度で評価。 

一般入試 

各学校が実施する学力試験で合否が決まる。 

《進路だより》高校からの進学について 

文部科学省認可通信教育 
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進路指導部 横田 裕美 
 

卒業後、就職を考えている皆さん!! 会社見学等、積極的に参加しましょう。迷った際はす

ぐに担任の先生へ連絡をして下さい(*^_^*) 

 

 

 

 

 

 

【正社員とフリーター（非正規社員）の違い】 

内容 正社員 フリーター 

休暇 

・最低でも１週１休か、４週４休以

上の休みが必要 

・有休休暇、育児休暇、介護休暇な

どの制度がある 

・自由に休みがとりやすい 

・半年以上の継続勤務、所定労働日

の８割以上出勤していれば有休

休暇が与えられる (育児休暇、介

護休暇は無い場合が多い) 

福利厚生 

・法定福利厚生 

(厚生年金保険、健康保険、雇用保

険など) 

・法定外福利厚生 

(住宅手当、家族手当、交通費、ラ

イフサポートなど) 

・無い場合が多い 

給与 

・(基本給+手当)-税金 

・ボーナス、昇給、退職金制度など

もある 

・時給×労働時間 

・ボーナス、昇給、退職金制度など

は無い 

生涯賃金 

・大学卒 

[男性]約２億９０００万円 

[女性]約２億４０００万円 

(※１)大卒後、６０歳で退職の場合 

・月収２０万円として 

 約１億８０万円 

(※１) 高卒後、６０歳まで勤める場合：年

収２４０万×４２年 

(※１)厚生労働省「平成２８年賃金構造基本統計調査」より 

 

● 就職は、「職種（仕事の内容）」と「業種（どのような分野の事業をおこなっているか）」、「働き方（正

社員・有期雇用など）」で大きな方向を選んでゆきます。 

● 正社員は(有給休暇など)制度が整っているため安心です!! 高校卒業後、就職を考えている方は、ど

のくらいの待遇・賃金となるのか調べておきましょう(*^_^*)。生きがいや自己実現だけでなく、安定

した生活を送るために、働く事は重要です。 

《進路だより》高校卒業からの就職について 

文部科学省認可通信教育 

サービス 販売
事
務

保
安

専門的技術的職業 農林漁業

その他・不明

通信制高校卒業生の就職職種内訳（Ｈ30年度卒業生）

文部科学省「令元年度学校基本調査」より 
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進路指導部 横田 裕美 
 

 令和２年度卒業予定のみなさん。今年度は高等教育機関への入学制度変革の年であり、新型コロナウイ

ルス感染症による社会の大きな動きがありました。進学予定者も就職希望者も、新しい状況に対応するた

め早くから情報収集や行動に出てください。 

 

 

 

 

令和３年度入学の大学等入試が「共通テスト」へ変わります。受験勉強や民間試験受験など、早く

から対応が必要です。 

１：試験が難しくなります（平均６０点から５０点） 

２：科目「英語」はリスニングの得点配分が大幅に増えます。 

３：従来の「AO入試」は「総合型選抜」へ、「推薦入試」は「学校推

薦型選抜」へ、それぞれ名称が変更され、募集枠が増加します。 

４：「思考力や活用力を測る問題を重視」し「実用的な文章や身近に

あるものを題材とした問題」が出題されます。 

５：英語などに、民間試験利用の大学等が増えます。 

６：日程、マーク式、科目数は変わりません。（数学は試験時間が変わります） 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策で、イベント開催や企業求人に変更や延期が相次いでいます。 

状況が動いていますので、気をつける必要があります。 

 

１：大学や専門学校の合同説明会の中止／延期／規模縮小が相次いでいます。 

２：各学校発表のオープンスクール日程が、中止／延期／規模縮小など相次いでいます。 

３：大学や専門学校独自のオンライン説明会などを導入している学校が増えています。 

４：合同就職説明会や事業者の就職説明会の中止／延期／規模縮小など相次いでいます。 

５：就職相談のオンライン説明会など、リアルの面接ではない形態がでてきています。 

６：業種や職種ごとに、例年にない規模での求人の縮小や拡大が起きています。 

 

 進学・就職についてまだ迷っている方についても、情報収集と資料取り寄せや説明会参加などは、

機をとらえて、積極的に情報収集しつつ、キャリアプランを固めていってくださいね!! 

《進路だより》令和２年度は情報収集と行動を！ 

「センター試験」から「共通テスト」へ 

新型コロナウイルス感染症の影響 
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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 

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。 
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事務部 宮坂 あき 
 

沖縄県は、返済義務のない給付型奨学金「沖縄県県外進学大学生奨学金制度」を募集します。関心・

ご希望のある方は、事務部 宮坂（0120-917-840）までお知らせください。沖縄県より募集要項及び出

願書類一式が学校に到着次第の発送とさせていただきます。募集要項の公表は令和２年７月の予定とな

っております。 

●応募資格 

・保護者、生徒が沖縄県在住であること 

・高校入学から出願時までの評定平均が 4.0 以上 

・経済的な理由で県外大学支援が困難な世帯の生徒 

・令和３年度に文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望

する生徒 

●採用予定人数・給付額 

・県全体で２５人程度を予定 

・入学支度金３０万円以内、奨学金を月額７万円以内 

●選考方法 

・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う 

・第２次選考として面接審査を行う 

・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格

し、入学することによって給付型奨学金を受給する 

●スケジュール 

・令和２年度初めに沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定 

事務部 宮坂 あき 
 

かつて日本育英会が行っていた高校奨学金事業は、各都道府県に移管されました。現在では、都道府

県やその所管する公益法人が高校奨学金事業を継承実施しており、お住いの自治体により支給要件や支

給額が異なっております。 

また、都道府県以外にも政府機関・自治体・公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。

かつ、その内容も一般型・留学支援・新聞少年など就労支援・特定の地域限定など多岐にわたっていま

す。それら多様な奨学金等を紹介する Webサイトをご案内いたします。興味のある方は、次の URLにア

クセスして各奨学団体の募集案内をご照覧ください。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・

成績証明・推薦状が必要となった場合は、クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。 

 

奨学金.NET > 全国の高校生がもらえる奨学金の一覧 

https://xn--kus49bd41h.net/high.html 

沖縄県県外進学大学生奨学金制度について 

高校奨学金について 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 平良 亮 
 

 

国および都道府県は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高

等学校教育にかかる家庭の経済的負担の軽減を図っています。昨今、修学支援の制度が新設・拡充

されてきましたので、各種修学支援制度の概要と生徒さん・保護者様から見たスケジュールをご案

内します。 

 

 

 

●制度の目的：高等学校等就学支援金の支給により授業料負担を軽減することで、高等学校教育に

かかる経済的負担の軽減をとおして、国民の教育の機会均等を図る。 

●制度の主体：「高等学校等就学支援金に関する法律」に基づく国の制度です。制度利用の審査・支

給決定は国の委託をうけた沖縄県が行います。 

●制度の概要：保護者の所得状況（年収約910万円未満）に応じて授業料負担を軽減します。1単位

当たり4,812円～授業料額を上限に、学校を通じて授業料軽減に充てられます。 

 八洲学園大学国際高等学校では、入学時や追加科目登録時に、授業料を高等学校等就学支援金

支給見込み額で相殺して請求しています。また、低所得世帯への加算支給や年度途中での支給

額の変更決定があり支給が増額される場合は、生徒さん保護者様ご指定の銀行口座に見込み額

との差額を振り込む形で支給しております。 

※ 県の決定により支給が減額または取消しとなった場合は、差額分の授業料を追加徴収いたします。 

●支給額・支給要件： 

 

 

 

 

 

※支給要件を超えた分の履修登録については、8,000円×単位数分の授業料を徴収します。 

●制度の利用：受給には申請が必要です。入学時に当校を通じて沖縄県に「高等学校等就学支援金

受給資格認定申請書」と保護者の市町村民税課税証明書を提出し、「高等学校等就学支援金受給

資格認定」を受けます。在学中は、毎年６月に「収入状況届出書」と市町村民税課税証明書の

提出が必要です。 

 

 

 

 

修学支援制度の利用について 

文部科学省認可通信教育 

高等学校等就学支援金 

【主な支給要件】 

・支給対象単位数の上限：74単位 

（前籍校での履修単位数を含む） 

・年間の支給対象単位数：30単位 

・支給期間の上限：48月 

（前籍校での在籍期間を含む） 

【支給額】 

・年間所得910万円以上：支給対象外 

・   590万円以上～910万円未満：4,812円／単位 
 （相殺後の授業料負担額：3,188円×単位数） 

・      0円以上～590万円未満：8,000円／単位 
 （相殺後の授業料負担額：0円） 
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ゆんたく５月号（５月２８日発送）に「収入状況届出書」様式を同封い

たします。新入生・在校生ともに、６月中に必ず「収入状況届出書」 

「令和２年度市町村民税課税証明書」の郵送提出をお願いします。 

※提出されないか著しく遅れた場合は、７月以降の高等学校等就学支援金支給が

減額または打ち切りとなり、授業料の追加徴収となる場合があります。 



 

 

 

●制度の目的：全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費の負担

を軽減するため、高校生がいる低所得世帯を対象に支援を行う。 

●制度の主体：学校の所在地に関わらず、保護者の住所地にある都道府県が経費の一部に国の補助

を受けて行う各都道府県独自の制度です。 

●制度の概要：非課税世帯を対象に行う返済不要の給付金で、保護者の住所がある都道府県より保

護者の指定する銀行口座に給付金が直接振込まれます。 

 都道府県により支給要件・申請先・申請方法、申請期間が異なります。基本は、保護者が自ら

住所のある都道府県で申請手続きをとる必要があります。ただし、沖縄県など都道府県から当

校宛に一括取りまとめ依頼のあった場合は、当校へ申請を出していただきます。 

●支給額・支給要件 

 

 

 

●制度の利用：受給には申請が必要です。毎年６月から7月に各都道府県の案内・要項が公開されま

したら、受給対象となりうる保護者様宛に個別に郵送いたします。 

 

 

●制度の目的・主体：高等学校等を中途退学した後、再び私立高等学校等で学び直す方に対して、

高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給

することで、教育の機会均等を図ることを目的とし、沖縄県が経費の一部に国の補助を受けて

行う制度です。 

●制度の利用：在学中の生徒が新たに制度利用可能となった際は、当校より個別に案内します。当
校を通じて沖縄県に申請手続きをとります。 

※６月中に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」と課税証明に基づいて、対

象の有無を判断します。提出が遅れた場合は、案内できない場合があります。 

 

 

●概要：日本政策金融公庫の「教育一般貸付」事業のことをいいます。年1.66％（令和2年4月14日

現在）程度の固定金利で350万円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでもネットから利

用申し込みをすることができ、手続き完了から２０日ほどで指定口座に送金されます。手続き

は、全国の日本政策金融公庫支店または日本政策金融公庫Webサイトで受け付けています。 

※返済は、15年以内の元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定） 

●詳しい資料は、ハローコール（０５７０－００８６５６）にご請求ください。 

奨学給付金制度 

【支給額】 

年額38,100円の一括支給 

（保護者銀行口座へ振込み） 

【主な支給要件】※都道府県により支給要件は異なります。 

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。 

・高等学校等就学支援金の支給対象である。 

・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。 

国の教育ローン 

学び直し支援制度 

文部科学省認可通信教育 
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QR コードよりパンフレットやサイトを閲覧できます。 

高大連携推進委員会 鈴木 啓之 
 

「自分のペースで、なりたい自分を見つけたい」 

自分のペースで大学卒業を目指したい方はぜひ「八洲学園大学」を入学先として検討ください。学年

制を敷いていないので「4年間で卒業しなければいけない」ということもなく、自分のペースで学習で

きます。また、一度も通学せず在宅学習のみで卒業できます。 

 

【実際の学習システムの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学生さんの受講中の様子は映りません。授業は横浜からリアルタイムで配信され、 

チャットを通じて左上に映る講師へ直接質問できます。） 

 

【八洲学園大学の特長】 

●通学不要（学習はすべてネット上で行う） 

●資格取得（「司書」など4つの国家資格を取れる） 

●就職支援（就活セミナーをネット上で開催） 

 

【在学生の特徴】 

10代～80代まで幅広い層が学んでいます 

  ●司書など国家資格を取得し、それ活かして働きたい方 

  ●大学まで来校することが難しい方、対面でのコミュニケーションが少しだけ苦手な方 など 

 

【学費・特典】 

八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！4年間の学費総額は約110万円～。 

※お支払いは半年ごと。半年間で約13万円～ / ※奨学金制度や各種学費サポートプランを用意 

興味がある方はクラス担任にご相談ください。 

 

 

八洲学園大学のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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■大学サイトはこちら           ■大学パンフレットはこちら     ■説明会申込はこちら 

 



教頭 鈴木 啓之 
 

全国的に新型コロナウイルス感染症が広がっています。八洲学園大学国際高等学校では、新型コ

ロナウイルス感染症予防について、文部科学省や県の指針に学校独自の追加措置を加えて、感染防

止の取り組みをしています。学校、生徒さん、保護者様が一丸となって、この険しい状況を乗り越

えてゆきたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やしまの新型コロナウイルス感染症対策について 

文部科学省認可通信教育 

やしまの普段の取り組み 
・職員室では、教職員が常時マスクを装着し、出退勤や食事前の手洗いや手の消毒をおこ

なっています。 

・毎朝の健康観察、出勤時の検温で教職員健康状態の把握をおこなっています。 

・職員室・校舎は窓開けによる換気を行い、机上、情報機器、ドアなど手の触れる箇所の

消毒を毎朝および随時行っています。 

・当面、５月６日までを登校禁止期間として生徒さんに移動の自粛を呼び掛けています。 

生徒さん・保護者様へのお願いとご案内 
・お住いの自治体の出す最新の「新型コロナウイルス感染症予防/対策情報」に気を配り、感

染症予防に努めてください。 

・「新型コロナウイルス感染症」は学校保健安全法に指定される第二種感染症です。生徒さん

や同居するご家族が感染した場合は、直ちに学校へ届け出てください。 

また、本人やご家族が感染または感染の疑いがある場合は、同法によりスクーリング参加

が禁止されます。 

・海外在住の方は、参加に際して外務省・厚生労働省「入国の際の検疫・隔離」情報を確認し、

余裕をもって日程を立ててください。 

今年度の沖縄短期集中スクーリングについて 
・「学習の手帳」行事予定で示した日程での沖縄短期集中スクーリングを予定しています。 

情勢の推移により活動内容に変更がある場合は、「ゆんたく」および学校Ｗｅｂサイトでご

案内します。（各回の参加予定者には個別にご案内いたします） 

・今年度の短期集中スクーリング参加に際し、移動の際は必ずマスクの装着をしてください。 

（令和元年度３月スクーリングより継続措置） 

・スクーリングの特別活動の中で感染予防学習をおこないます。 

・参加にあたって、発熱症状のある方／体調を崩された方は、勇気をもって参加をキャンセル

してください。（授業料は２年間有効です。参加延期の場合は、担任と今後の学習計画をご

相談ください） 
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環境保健部 平安山 智子 

 

新型コロナウイルス感染症が広がっています。感染すると、自らの健康が損なわれるだけでなく、家族や

大切な人の健康や命を脅かす脅威があります。そこで、みなさんの普段の生活での新型コロナ感染症予防

について案内します。（４月１４日時点での厚生労働省／文部科学省発表情報に基づきます） 

 

１：外出はできるだけひかえる  
やむを得ず外出する場合には、マスクを着用します。 

２：「三密」（密集、密室、密接）を避ける  
 集団感染は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空

間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」という共通

点があります。そこで、できるだけ、そのような場所に行くことを避け、

やむを得ない場合には、マスクをするとともに、換気を心がけ、大声

で話さない、相手と手が触れ合う距離での会話はさけます。 

３：咳エチケットを心がける  
 咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを 

使って、口や鼻をおさえる「咳エチケット」をします。 

４：手洗いや消毒をしていない手で、自分の鼻や口を触らない  
 手から口や鼻への接触によりウイルスが感染します。また、マスクの外側は触ら

ないでください。ウイルスが付着している可能性があります。 

５：普段の健康管理、十分な睡眠と規則正しい生活を  
 十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。 

６：自宅の環境整備  
 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使っ

て、適切な湿度（50～60％）を保ちます。 

 使用済みのマスクは、ウイルスが付着している前提で、袋にくるむなど安全に棄ててください。 

 

《健康だより》新型コロナウイルス感染症予防 

文部科学省認可通信教育 

以下に該当する方は、最寄りの保健所に設置される「帰国者・接触者相談センター」に相談を！ 

1. 風邪の症状や 37.5度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む） 

2. 強いだるさや息苦しさがある場合 

3. 風邪の症状や 37.5度以上の発熱が２日程度続き、 強いだるさや息苦しさがある場合 

※ 発熱などのかぜ症状については、新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況です。 

風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかりつけ医等に相談します。 
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環境保健部 平安山 智子 

 

新型コロナウイルスの集団感染のリスクを避けるため、特に屋内で近距離での会話や発声が必要

な場面では、マスクの装着が推奨されています。しかし、現在マスクの需要が大幅に高まり、使い

捨ての不織布マスクは手に入りづらい状況が続いています。文部科学省のサイトでは、ハンカチを

使った簡単なマスクの作り方なども紹介していますので、咳・くしゃみによる飛沫の飛散を防ぐ「咳

エチケット」を守る手段として参考にしてみてください。 

 

【文部科学省】子供の学び応援コンテンツリンク集 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 

 

《健康だより》簡単マスクで感染拡大防止！ 

文部科学省認可通信教育 

２７ 

新型コロナウイルスから身を守る方法や 

他人にうつさないために心がけることを 

わかりやすく紹介する動画です。 

マスクがない場合に自作する方法も紹介 

しています。 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html


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 

２８ 



※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（福岡） 福岡県遠賀郡 

●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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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 ５月Ｓ詳細発送 16 土  

2 土  17 日  

3 日 憲法記念日 18 月  

4 月 みどりの日 19 火  

5 火 こどもの日 20 水 
５月Ｓキャンセル返金可能〆切 

５月Ｓ返送書類必着 

6 水 振替休日 21 木 ６月Ｓ詳細発送 

7 木  22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火 ●５月スクーリング● 

12 火  27 水  

13 水  28 木 ゆんたく発送 ・ 成績発送 

14 木  29 金  

15 金 
５月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

６月Ｓ最終申込〆切（必着・17:00 受信分迄） 
30 土  

   31 日  

※学校からのお願い※ 

『ＬＩＮＥ(ライン)』にて学校情報を一斉

配信していますので、閲覧することが出

来る保護者・生徒さんは必ず右記ＱＲコ

ードより登録を進めて下さい。 

また、閲覧が出来ない方は、 

担任とこまめに連絡を取る 

ようにお願いします。 

 

文部科学省認可通信教育 
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