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・ ｐ２－３   ８月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ５     令和２年度後期 集中スクーリング「テーマ」案内 

・ ｐ６     令和２年度「功労賞」のご紹介 ／ 

「インフィニティ国際学院」３期生募集開始のお知らせ 

・ ｐ７     「沖縄タイムス（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ８     学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 

・ ｐ９     集中スクーリング参加にあたっての感染予防 追加情報 

・ ｐ１０    進路だより ～面接における質問事項例～ 

・ ｐ１１    《健康だより》防災と感染予防 

・ ｐ１２－１３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１４    １０月行事予定 

令和２年９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。 

 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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 

２ 

入入入校校校式式式でででコココーーースススタタターーー作作作りりり   

紅紅紅型型型
びびびんんんがががたたた

模模模様様様ののの箸箸箸袋袋袋作作作りりり   

食食食紅紅紅ででで染染染物物物体体体験験験   

染染染物物物前前前ににに輪輪輪ゴゴゴムムムででで   

食食食紅紅紅染染染めめめ＆＆＆沖沖沖縄縄縄のののちちちぎぎぎりりり絵絵絵はははがががききき   食食食紅紅紅ででで染染染めめめたたたハハハンンンカカカチチチ   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ バイトでよくパスタを作るので、特別活動でパスタの作り方を見せて 
いただけて勉強になりました。 

☺ 箸を入れる袋を作るのがめっちゃ難しかったけど良いおみやげになった。 

☺ 調理実習はできなかったけど、その分、日頃体験できないようなことをたくさんできて 
とても良かったし思い出に残りました。 

☺ 特別活動は料理に関する様々なものをつくって楽しかったです。 

☺ ゼリーみたいな野菜せっけんを作り、とても印象に残るスクーリングでした。 

☺ 味覚の話は自分が食事をする中で知識が備わったので、より食事をすることが楽しくなっ
た。 

☺ ソムリエの方が来て、目の前で料理をしているところを見れて良かったです。 

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 

レレレススストトトララランンンサササーーービビビススス会会会長長長ににによよよるるる講講講座座座   

料料料理理理のののプププロロロがががゴゴゴーーーヤヤヤチチチャャャンンンプププルルルパパパスススタタタををを
イイイタタタリリリアアアンンンででで仕仕仕上上上げげげままましししたたた♪♪♪   

野野野菜菜菜せせせっっっけけけんんん作作作りりり   

八八八洲洲洲学学学園園園ゴゴゴーーーゴゴゴーーーカカカレレレーーーののの日日日   

沖沖沖縄縄縄のののイイイラララススストトトでででちちちぎぎぎりりり絵絵絵ハハハガガガキキキ   

沖沖沖縄縄縄ののの食食食材材材ビビビンンンゴゴゴででで商商商品品品ゲゲゲッッットトト！！！   
   

沖沖沖縄縄縄ののの食食食材材材にににつつついいいててて勉勉勉強強強   



事務部 番場 晴美 

 

１０月から本校では後期がスタートします。皆さんの一日一日が充実した

日々になりますように。学校に関して、困った事・わからない事・不安な事

は、共に考え共に解決していく事が出来たら良いなぁと考えています。 

沖縄も少しずつ秋空になってきました。様々な制限のある今です。その中

で、『出来る事』を見つけ一歩ずつ前進していく事が出来たらいいですね。

副担任の圭一郎先生と共に、皆さんの事を想い浮かべながらエールを送りま

す(*^_^*) 

４ 

担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

文部科学省認可通信教育 

みなさん、こんにちは！５・６番クラス担任の島袋友美です♪近頃、日中は

暑く、夜は涼しく少し肌寒くも感じるようになりました。そうなると体調も

崩しやすくなってきます。体調を崩さず、毎日元気に過ごすためにも、日頃

からできること、「手洗い、うがい、消毒」を徹底してほしいなと 

思います。コロナの収束も不透明で不安な状況が続きますが、 

そんな時こそ今自分ができることを精一杯進めてほしいなと 

思います。何か困ったことなどあれば、いつでも電話・メール 

・LINE お待ちしています★ 

こんにちは、3・4 番クラスの糸数です(^^) 

沖縄は朝や夕方は、少し涼しさを感じられるようになってきました！ 

みなさんは、どうお過ごしでしょうか。 

体調管理に気をつけて、自宅学習も進めていきましょう。 

何か困っていることがあれば、いつでも気軽に連絡してください。 

電話、メール、LINE での連絡を糸数、副担任の中島でお待ちしています。 

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りましたら気軽に連絡下さい！！ 

どうしても電話が苦手という方は、メールやＬＩＮＥ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！！ 

副担任の久田先生とみなさんからのご連絡をお待ちしています☆ 

皆さん、こんにちは。今年度卒業する生徒さんは本格的に進路選択を迫られ

る時期に突入しています。 

不安や心配事は一緒に考えていきますので遠慮なくご連絡ください。 

また 1 年次、2 年次の皆さんも何かあればいつでも連絡くださいね。 

こんにちは(*^^)v 

芸能スポーツ/海外クラス担任の仲田由紀です♪ 

９月に入り、沖縄も夜は少しだけ涼しくなった気がします。 

最近は進路に関する問い合わせも増え、卒業を控える生徒さんにとっては将

来のことを間近に考える時期となりました。 

何か気になることがあればぜひ聞いてください(*^_^*) 



教務部 比嘉 彩香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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♪ 

文部科学省認可通信教育 

令和２年度後期 集中スクーリング「テーマ」案内 

 

５ 

 
 

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   

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予定。（※コロナ対策により内容変更の可能性あり） 

111222 月月月   

   

 

※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 

111111 月月月   



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、８月②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。 

●Japan Ballet Competition 福岡２０２０（クラシックバレエ高校生・一般女性） 

第７位 大谷こころ 

校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校と提携をしている、世界を旅して世界で学ぶスクール「インフ

ィニティ国際学院」の２期生の入学イベントがオンラインで実施されました。このイベント

には村上憲郎先生（元 Google 米国本社副社長 

兼 Google Japan代表取締役社長）など多くの

経験値豊富な顧問＆ナビゲーターの先生方も

参加されました。面白い教育カリキュラムのイ

ンフィニティ国際学院では、３期生の生徒募集

が始まりました。興味のある方は、「インフィ

ニティ国際学院」の公式 HP で募集要項等を確

認してみてください。 

令和２年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

６ 

「インフィニティ国際学院」３期生募集開始のお知らせ 



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Ｕ１８

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２年９月６日：

わらびー）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 

７ 



進路指導部 横田 裕美 
 

ゆんたく７月号と８月号及び、八洲学園大学国際高等学校ＷＥＢサイトに学校推薦型選抜（指定校制）(旧:指

定校推薦)一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 
 

文部科学省認可通信教育 

８ 

【大学】 

都道府県 学校名 学部 学科 専攻・コース 特典

経営学科

グローバルビジネス学科

芸創プロデュース学科

子ども発達学科

健康スポーツ学科

心理カウンセリング学科

経営学部 現代ビジネス学科

人間学部

大阪府 太成学院大学

入学金の全額相当250,000円を免除

※入学までに金額の高い他の奨学金制度に対象となった場

合は、差額を入学後に支給します

東京都
日本経済大学

東京渋谷キャンパス
経営学部 入学金全額免除

【専門学校等】 

 都道府県 学校名 学科 コース・専攻 特典

東京都 東京マックス美容専門学校 美容科(２年)

・入学検定料２万円免除

・入学金１５万円の内１０万円免除

・面接免除

デザイン・イラスト専攻

ゲーム専攻

情報処理・ネットワーク専攻

理容科(2年)

美容科(2年)

理容科・美容科(3年)

(昼間課程2年制+修得者課程1年制)
ダブルライセンスコース

理容科(2年) 就職進学コース

こども保育科

(3年課程：昼間部)

こども学ぶ科

(3年課程：夜間部)

メンタルオフィスビジネス科

(2年課程：昼間部)

沖縄県 沖縄中央学園 独自奨学金同時申込：最大10万円の学費免除

デザイン・コンピュータ学科

(2・3・4年制)

・入学検定料2万円免除

・入学金30万円のうち5万円免除、返還不要
大阪府 清風情報工科学院

福岡県 福岡理容美容専門学校 優先入学ならびに校納金2万円免除



教頭 鈴木 啓之 
 

多くの都道府県で新型コロナウイルス感染症の警戒レベルが引き下げられていますが、いまだ全国で

感染や発症がみられます。Ｇｏｔｏトラベルの対象地域拡大やＧｏｔｏイートの開始なども予定され、

今後の推移も楽観は禁物です。自身や家族の健康のためにも安心せずに、「新しい生活様式」に基づいた

万全の感染予防行動をとってください。 

短期集中スクーリング参加を予定している方にむけた新型コロナウイルス感染症予防に関する情報は、

学校Ｗｅｂサイトに「別紙【短期集中スクーリング参加にあたっての感染予防について】」として案内し

ています。後期の短期集中スクーリング参加予定のみなさんには改めてのお目通しをお願いします。 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/pdf/200803covid19.pdf 

 

また、交通機関利用について、追加の情報がありますので、以下ご案内します。 

 

 

【航空機を利用する方への注意事項】 

航空需要の低迷から、航空会社各社の追加的な減便や機材繰りによる運航時刻変更が相次いでいます。 

スクーリング参加のために航空便を予約された方は、予約便が運航されるかどうか、確認

をお願いします。 

予約便が運休の場合は、担任に連絡するとともに、できるだけ早く替りの便の手配をしてください。 

・航空会社や旅行会社から送られてくるＥメールには必ず目通しください。 

・ＬＣＣの場合は搭乗日間近になって運休が発表される場合があります 

・予約時や後日の座席指定の際に、座席の指定ができない便は、減便対象となる可能性があります。 

・便は運行しても機材変更により、事前の座席指定と異なる席が案内される場合があります。 

・代替便の手配は、電話やネットだけでは完結せず、当日に空港カウンターで発券手続きが必要とな

る場合があります。 

 

 

【高速バスを利用される方への注意事項】 

・航空便の減便と連動して、空港連絡バスが減便となっている場合があります。 

バス事業者のＷｅｂサイトで運行情報を確認してください。 

・学校最寄りバス停と那覇空港・沖縄県南・中部を結ぶ高速バス（やんばる急行バス、エアポートシ

ャトル・１１７系統）は、すべての便で減便が解消されて通常ダイヤ通りとなっています。 

・バス内では、マスク着用と会話・飲食の自粛が要請されています。 

・トランクへの荷物の積み降ろしをセルフとしている場合があります。乗車時の検温や手指のアルコ

ール消毒を求めるバス路線もあります。バス事業者Ｗｅｂサイトで確認できます。 

集中スクーリング参加にあたっての感染予防 追加情報 

文部科学省認可通信教育 

９ 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 
 

【面接における質問事項例】 
●自己紹介 

(出身校名も正しく言う事が出来る様にしましょう) 

●志望理由 

(具体的に、なぜその学校・企業が良いのか伝えるチャンスです) 

●自己 PR 

(最大限に自分を相手に伝える事が出来る様に) 

●趣味・特技 

(まずは様々な事に挑戦し、見つけていきましょう) 

●長所(強み)・短所(弱み) 

(自己分析が必要です) 

●短所を改善するために心がけてる事 

(不安要素も改善できるよう努力する内容を伝えましょう) 

●学生時代で最も努力した事 

(自宅学習やスクーリング参加など、その他自分自身を振り返りましょう) 

●学生時代に出した成果 

(本校での功労賞受賞など、この機会に伝えましょう) 

●学生時代に学んだ事 

(学校生活から、友人からなど学ぶ事は多々あります) 

●成功体験、失敗体験 

(自分自身の体験を振り返り、小さな出来事から大きな出来事まで振り返ってみましょう) 

●今まで一番感動した事 

(あなたが心動かされた出来事はありますか) 

●今までで一番嬉しかった事 

(学校生活・日常生活含め見つけてみましょう) 

●今までで一番悔しかった事 

(学校生活・日常生活含め見つけてみましょう) 

●あなたが一番長く続けてきた事 

(今からでも遅くありません! 継続は力なり!! ) 

●最も得意であった授業 

(理由も言える様にしましょう) 

●尊敬する人 

(身近な方、歴史上の人物など具体的に言える様に!! 尊敬できる理由も含め答えましょう) 

●誰にも負けないと思う事 

(学習、人との関わり、様々な面を含め見つけてみましょう) 

●将来の目標・夢 

(出来る限り具体的な内容をいう事が出来る様にしましょう) 
 

【この内容も答える事が出来る様に】 

①  通信制高校を選んだ理由 ② 転入学・編入学の理由(対象者) 

進路だより ～面接における質問事項例～ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

 

 

 

 

就職・進学共に試験の時期となりました。面接で困る事が無いよう今から

準備をしましょう。自信を持って面接に挑む事が出来ます様に…(*^_^*) 

※下記の例以外にも質問事項は多々予想されます。下記は一部の例です。 



環境保健部 平安山 智子 
 

台風や集中豪雨などの気象災害、地震災害が列島各地で相次いでいます。その一方、過去の事例で

は、避難所でしばしばノロウイルス感染症やインフルエンザの集団感染が起こっています。そこで新型コロナウ

イルス感染症を含む感染予防の見地から、「分散避難」など、新しい生活様式に準拠した避難スタイルが提唱さ

れています。みなさんの家庭でも、防災についてじっくり話し合っていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》防災と感染予防 
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【新型コロナウイルス感染リスクを踏まえた対応】 

・台風や大地震の際の避難場所では「密閉・密集・

密接」の３条件がそろいやすく、クラスターの

発生が懸念されます。分散避難も検討しましょ

う！ 

・自宅で安全を確保できる場合には、自宅の上階

など在宅避難に努めてください。 

・安全な親戚や友人宅、ホテルなど事前に避難場

所を検討しましょう。 

・持ち出し品・防災用品に、マスク、体温計、消

毒液も含めてください。 

・避難所では、日々の体調把握、咳エチケット、 

三密の回避、手指の消毒に努めてください。 

【地域のリスクを知ろう】 

・各自治体は、Webサイト／広報／防災パンフレ

ットを通じて津波・浸水・土砂災害などの危険

地域や避難場所を記したハザードマップ（防災

マップ）を公開しています。 

自宅周辺、バイト先やその経路での危険個所を

把握するとともに、避難所や避難場所への安全

な経路を確認しましょう。 

 集合住宅にあっては、屋外への避難経路や緊急

通報設備の位置を把握し、定期的に開かれる消

防訓練に参加しましょう。 

【家族でよく話し合おう】 

・家族とはぐれたり連絡がとれなくなる場合もあ

ります。平時から非常時の行動や連携について

話し合い、情報を共有しましょう。 

：避難場所や集合場所の確認 

：電話・通信が使えない場合の連絡方法 

（「災害用伝言ダイヤル」や「災害用伝言板」の

利用法を家族でよく確認しましょう。） 

：避難時の役割分担（持ち出し物など） 

：日ごろから、外出するときは行き先やスケジュ

ールを家族で交換しましょう。 

【防災情報を知ろう】 

・地震／津波／大雨・台風／大雪／落雷でどのよ

うな災害がおこり、どのように警戒情報が発せ

られるか研究しましょう。 

・スマホに専用着信音で報じられる緊急速報「エ

リアメール」を受信した際の緊急の行動（机の

下に隠れるなどの身の安全確保／避難など）を

想定し、予行しておきましょう。また、「避難指

示」や「避難勧告」があった際のとるべき行動

を確認しておきましょう。 

【自室や自宅のリスクを知ろう】 

・玄関ドアや自室ドアが塞がったり開かない場合

や、火災が広がった際の脱出方法を確かめましょう。 

・自宅や自室の床にガラスが散乱した場合や浸水

がある場合の避難方法を確かめましょう。また、

屋内の安全な一時避難場所を確かめましょう。 

・持ち出し品・防災用品（懐中電灯、防災頭巾、

毛布、医薬品、非常食、充電器など）の備えと

所在を確認しましょう。 



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 

岩手県 ●クオレア高等学院 岩手県北上市 

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 

●ＫＡＩＳＥＩ高等学院 大阪府茨木市 

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 

●ポルタ高等学院 広島県広島市西区 

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（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・春日原校） 

福岡県福岡市・大野城市 

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 

●はまゆう高等学院 宮崎県都城市 

鹿児島県 
●スタディルーム高等部（鹿児島） 鹿児島県鹿屋市 

●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 木  16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木 11月Ｓ最終申込〆切日（必着・１７：００受信分迄） 23 金  

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火  

13 火 １１月 S詳細発送 28 水 １１月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

14 水  29 木  

15 木  30 金 ゆんたく発送 

    土  

※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。 
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