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・ ｐ２－３   ９月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年度前期卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ６－７   令和２年度前期卒業証書授与式 

・ ｐ８     令和２年度前期卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

・ ｐ９     令和２年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０－１１ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１２    提携校：ＹＡＧ①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ１３    「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

・ ｐ１４    「かりゆしウェア テキスタイルデザインコンテスト2020」のお知らせ 

・ ｐ１５    進路だより ～ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？(応募～派遣前訓練編)～ 

・ ｐ１６    学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 

／ 「トビタテ！留学JAPAN」募集終了のお知らせ 

・ ｐ１７    《健康だより》インフルエンザを予防しよう 

・ ｐ１８－１９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２０    １１月行事予定 

令和２年１０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。 
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９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 

入入入校校校式式式ででで「「「バババスススボボボムムム」」」作作作りりり   

脳脳脳内内内年年年齢齢齢テテテススストトト   豆豆豆つつつかかかみみみゲゲゲーーームムム   

特特特別別別活活活動動動「「「視視視力力力検検検査査査」」」   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 身長測ったり、体力テストをやったり、久しぶりにやって楽しかったです。 

☺ 健康でいるためには適度な運動が必要なんだと思いました。家でもできる運動をしていこ
うと思いました。 

☺ 毎朝早く起きて、体育館で思いっきり体を動かして、体力測定もできたので良かったです。 

☺ 久しぶりに体を動かせてよかった！ 

☺ 今回は天気が良い日が多かったのでとても充実したスクーリングになった。 

☺ 普段しないから運動できてとても良かったです。 

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 

「「「座座座位位位体体体前前前屈屈屈」」」   

特特特別別別活活活動動動「「「身身身長長長測測測定定定」」」   

「「「血血血圧圧圧測測測定定定、、、脈脈脈拍拍拍測測測定定定」」」   
「「「握握握力力力検検検査査査」」」   

「「「反反反復復復横横横とととびびび」」」   「「「立立立ちちち幅幅幅跳跳跳びびび」」」   

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   



事務部 番場 晴美 

 

実りの秋をどのように過ごしていたでしょうか(*^_^*)豊かな生活を送るた
めに持ちたいもの、それは『信頼できる人』『ゆとりある時間』『心身の健康』
『快適な空間』など様々です。自分に合った心地よいものを見つけ、毎日の
生活を充実した日々として過ごしたいものです。 
後期がスタートして早一か月。学習を始めるのは今からでも遅くありません
(*^_^*)『始めよう!!』そう想った時がチャンスです。どんな時も応援してい
ます。そして、皆さんとお逢い出来る事を副担任の圭一郎先生と共に待って
いますね(*^_^*)みなさんの毎日が心穏やかな時間となりますように…       

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 

皆さん、こんにちは！最近は、朝晩と涼しくなり、過ごしやすい季節になっ

てきましたね。早速ですが、「○○の秋」とよく言われますが、秋と言えば何

をイメージしますか。私は「読書の秋」を楽しんで欲しいなと思います。本

嫌い、読むのが面倒くさいという人がいるかもしれませんが、これだったら

読めそうだ！という 1 冊を探して欲しいなと思います。一冊の本との出会い

が、人を成長させ、人生を変えるきっかけになることがあると、 

私は思っています。まずは、図書館や本屋さんなどで、自分が 

興味のある本を見つけてみてくださいね(^ｰ^)b 

こんにちは、3・4 番クラスの糸数です(^^) 

沖縄は、やっと涼しくなり少し秋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。 

スクーリング参加時期に関してもぜひ相談して下さい。 

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。 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆ 

秋といえば「食欲の秋」ですね。。わたしも副担任の久田先生も、スクーリ

ング中、学校食堂『やしまキッチン』で美味しいご飯を山盛り食べられるこ

とにとても幸せを感じています。油断して食べすぎないように、お互い気を

つけたいと思います！！（笑）自宅学習、スクーリング参加についてなど不

明な点は、気軽にご連絡ください（●＾o＾●） 

みなさん、こんにちは。沖縄も徐々に秋らしい風がふき、だいぶ涼しくなっ

てきました。今年度卒業する生徒さんからは進路の相談がひっきりなしにか

かってくる今日この頃、自分の人生について見つめなおす生徒さんに厳しい

言葉を投げては自分自身も見つめ直す良い機会だと考えています。在校生の

皆さんも自宅学習や、それ以外のことで何かあればお気軽に相談してくださ

いね。自分の人生を充実させるためには自分の強い意志が必要です。日々を

充実させ、悔いのない人生を送りましょう！ 

 

みなさんこんにちは！芸能スポーツ/海外クラス担任の仲田由紀です。 

沖縄も少しずつ秋らしくなり、朝と夜は過ごしやすくなりました♪ 

この時期になるとハロウィンを迎えて、あっという間に年末の雰囲気になり

ますね。 

忙しくなる時期なので、みなさんも計画的に自宅学習を進めることをお勧め

します(*^^*)学習に関して困ったことがあればご連絡くださいね！ 



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４

２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。また、卒業生を今日まで支え、励ましてこられました保護者のみなさま、ご家族のみ

なさまにも、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。 

 

みなさんが一歩を踏み出す社会は、新

型コロナウイルスをきっかけに国内も

国外も大きな変革の時の中にあります。

また、この９月、９９代内閣総理大臣に

菅義偉氏が選出され、菅内閣がスタート

しました。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

出来きるので、まずは第一歩を踏み出し

てください。 

 

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。 

卒業されるみなさんに、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９月２０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２年度前期卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 
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令和２年度前期 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 

卒業生代表挨拶 

卒業証書授与 



 

７ 

文部科学省認可通信教育 

卒業式後 

 やしまんちゅの皆さん、 
ご卒業 

おめでとうございます！！ 



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。 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●ＮＢＡジュニアバレエコンクール名古

屋2020（高校生２年の部） 第４位の４ 

羽佐田祐紀 

●第３０回 全国バレエコンクール in 

Ｎａｇｏｙａ(ジュニアＢ)東海テレビ賞 

羽佐田祐紀 

 

 

 

 

 

 

 

●Pacific International Ballet Competition 2020(シニアⅠ)第５位 小林恭正 

 

 

（※学校新聞「ゆんたく（８月号）」で氏名のみ

のご紹介でしたが、画像が届きましたので載せ

させて頂きます。） 

令和２年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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 中村 成希（校長） 卒業おめでとうございます。 

 鈴木 啓之（教頭） 日本国憲法が謳う 
納税の義務や勤労の義務は今の日本を支えていくことを、 
参政権や思想信条の自由は明日の日本を創ってゆくことが、 
みなさんに期待されています。 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス担任） 卒業おめでとうございます。 
自分の信じる道を一直線に突き進んで素晴らしい明日を育んでください。 

 糸数 篤人（3･4 番クラス担任） 信は力なり 何かを信じ続けることが力になる 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） 卒業おめでとうございます。 
夢にときめけ 明日にきらめけ みなさんの未来に幸あれ！！ 

 平安山 智子（7･8 番クラス担任） 卒業後の人生をどう送るかは自分次第です。 
悔いのない人生を送って下さい。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） ご卒業おめでとうございます        

 仲田 由紀（芸能スポーツ・海外クラス担任） Congratulations on your graduation! 
I'm so proud of you.       Omedetou !! 

 久田 友梨香（1･2 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます！！ 
新しい目標に向かって頑張ってください☆ 応援しています。 

 中島 菜々子（3･4 番クラス副担任） 卒業おめでとうございます！ 
これから、それぞれの道に進む皆さんの人生が、楽しく輝けるものになりますように！
心から願っています(^-^) 

 上原 友子（5･6 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます。 
新しい旅立ちを祝福し、今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 宮城 泰之（7･8 番クラス副担任）ご卒業おめでとうございます。 
お体に気をつけて、自分らしい素敵に人生を歩んでいってください。応援しています。 

 平野 圭一郎（9･0 番クラス副担任） Don't worry,  Be happy :) 

 玉城 健一（芸能スポーツ・海外クラス副担任） 高校卒業おめでとうございます。 
これからも自分らしく、前進して下さい。 

 原田 みき子 ご卒業おめでとうございます。いつも応援しています。 

 玉城 郁江 卒業生の皆さんへ 卒業おめでとうございます！！ 
支えてくれた方達へ感謝し、何よりも自分自身を誇りに、これからも頑張って下さい！
チバリヨ～ 

 小波津 美弥子 ご卒業おめでとうございます。新たな一歩！ 

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 
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 松田 和則 卒業おめでとう。これからも一歩一歩と前へ進んで下さいね。ファイト！ 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。 
これからの人生も一歩一歩大切にして前に進んでください。 

 島袋 正良 卒業おめでとう。コロナの中、よくがんばりました。 

 長﨑 佑 祝 卒業 ・「諦めない、相談する、やすらげる場・時間を持つ」 
この 3 つの言葉を心にとどめ、大きく羽ばたいて下さい。 

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

 島袋 瑠美 ～Congratulations～ これからも皆さんの活躍を期待しています！！ 

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。 
あなたの努力が実を結びましたね。今のこの気持ち、忘れないで！！(^^) 

 平良 亮（事務長） 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。いつか笑顔で再会しましょう！！ 

 松本 美代子 卒業おめでとうございます。思い出を大切に。新たな一歩へ。 

 親川 瞳 卒業生のみなさん ご卒業おめでとうございます。 

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます！！ 
自分を信じて進んでいってください。応援しています！ 

 平安山 彩夏 卒業生のみなさま ご卒業おめでとうございます！！ 
お身体に気をつけて、それぞれの道で頑張ってください(^-^) 

 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！ 

 谷 和樹 卒業おめでとうございます。 

 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 卒業おめでとうございます。 
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。新たな道 がんばろう！ 

文部科学省認可通信教育 
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提携校：ＹＡＧ①スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 
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体体体育育育ののの授授授業業業でででエエエイイイサササーーー体体体験験験   体体体育育育ののの授授授業業業ででで海海海水水水浴浴浴   

特特特別別別活活活動動動   美美美ららら海海海水水水族族族館館館   

特特特別別別活活活動動動ででで恐恐恐竜竜竜パパパーーークククへへへ！！！   

くくくじじじびびびきききででで当当当てててたたたジジジンンンベベベイイイザザザメメメ   

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

楽楽楽しししみみみにににしししててていいいたたた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   

イイイルルルカカカシシショョョーーー   



校長 中村 成希 

 

「建築業技術訓練コース」で提携をしている沖縄産業開発青年協会では、建設技能者不足

に対処するため、国・業界・訓練機関一体となった「厚生労働省所管 建設労働者緊急育成

支援事業」を実施しています。この事業では、技能訓練、建設機械等の資格取得及びマナー

講習の費用、並びに宿泊費等が「無料」となっています。年齢が１６歳以上であれば、男女、

沖縄県内県外を問わず参加が可能です。興味のある方は、担任までご連絡下さい。 

（校内締切日：２０２１年１月１２日） 

 

 

 

 

 

「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 鈴木 啓之 
 

沖縄の知られざる魅力を発信するために内閣府が開設したウェブサイト「OKINAWA41」では、「かりゆ

しウェア」のさらなる普及振興と沖縄の魅力を広く県内外の方々に知っていただくために、『OKINAWA41

「かりゆしウェア」テキスタイルデザインコンテスト』を開催します。"沖縄らしさ"を表現した作品を

募集しています。 

【応募方法】 

コンテスト応募期間中に「かりゆしウェア」のテキスタイルデザイン（図案）を応募してください（服

のデザインではありません）。作品は、グラフィック制作ソフトによるもの（Ａ２サイズでの制作推奨）

を基本としますが、手描きでも構いません。 

応募フォーム：https://www.okinawa41.go.jp/contest_textile3/ 

（今年度は、専用フォームからの応募に統一されました。） 

【応募期間】 

～２０２１年１月６日（水） 

【表彰】 

内閣府特命担当大臣賞「最優秀賞」 １名 

※「優秀賞」（数名）の中から１作品を最優秀賞とします。 

【応募条件】 

・住所、出身地に制限はありません。 

・お一人様何作品でも応募可能です。 

・画像データ：15Mb以下 縦横 2,000px以上の jpgまたは png 

 

詳しくは OKINAWA41Webサイトをご覧ください。 

https://www.okinawa41.go.jp/contest_textile3/ 
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「かりゆしウェア テキスタイルデザインコンテスト 2020」のお知らせ 

 

「かりゆしウェア」テキスタイルデザインコンテスト 2019 受賞作品 例 

https://www.okinawa41.go.jp/contest_textile3/


↑グループワークの様子。向かって左側の男性
はグアテマラ（中南米・スペイン語）に派遣。帰
国後、NPO団体にて勤務しています。 

進路指導部 平野 圭一郎 

 

 

 

 

 

■ＪＩＣＡ海外協力隊とは（https://www.jica.go.jp/volunteer/より） 

日本政府の ODA予算により、独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する事業です。開発途上国から

の要請（ニーズ）に基づき、それに見合った技術・知識・経験を持ち、「開発途上国の人々のために生か

したい」と望む方を募集し、選考→訓練（70日間）を経て派遣します。応募できる職種は１２０種類以

上。まずは HPの「シゴトを見つける」をクリック。コロナウィルスの終息後を見据え、自分に合った職

種を見つけてみましょう。（専門学校卒で応募できる職種も多々あり） 

■約２００名で合宿形式の派遣前訓練、人見知りでも大丈夫？・・・安心してください。皆そう思っています。 

訓練場所は派遣国・学習言語に合わせて二本松訓練所（福

島県）、駒ケ根訓練所（長野県）の二つに分かれます。そん

な大人数で７０日間も訓練なんて、絶対きついでし

ょ！・・・私もそう思っていました。しかし、始まってみ

れば良い意味で「変わった人」の多いこと。皆フレンドリ

ーで優しく、それぞれ専門のスキル、変わった職歴そして

熱い思いを持っており、話をしていてとても楽しいです。

訓練中は１０人１グループの班に分かれ、日々講義やグル

ープワークに取り組みます。内容は多岐にわたり、ストレ

スマネジメントやファシリテーター研修（会議等において、

どう参加者から意見を導き出していくか）、さらには犯罪か

ら身を守るための危機管理研修など、訓練後も役に立つこ

とが盛りだくさん。グループは毎回変わるので、７０日後

には皆とお友達。帰国後も集まって近況を話したり、気づ

けばかけがえのない親友になっています。 

■語学に自信が無い・・・ノープロブレム！「世界最強の語学学校」、ここにあり。 

ＪＩＣＡ海外協力隊に参加する上で最も大切なのは、外国語が

話せるかどうかではなく、新しい言語を勉強する意思があるか

どうか！訓練所では４～６人の少人数クラスでネイティブの

先生が各言語を教えてくれます。フランス語、英語、スペイン

語だけでなく、ロシア語にキルギス語、さらにはウズベク語ま

で、70日間の訓練で初心者でも新しい言語をある程度話せる

ようになってしまうため、ＪＩＣＡ訓練所は、「世界最強の語

学学校」とも呼ばれています！また、語学だけでは疲れるとい

うことで、クラスでプチ旅行に出かけたり、週末は皆で BBQを

したり、楽しいことも盛りだくさんです。 

（↑語学クラスプチ旅行の様子。よっぽど疲れていたのか、この後皆で大はしゃぎ。） 

さて、７０日間のそれは濃厚でタイトな訓練を乗り越えたとはいえ、やはり途上国で一人暮らしとなる

とかなりの不安が・・・本当に二年間活動を遂行できるのか、次回、「活動・現地生活編」に続く・・・。 

 

進路だより ～ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？（応募～派遣前訓練編）～ 

文部科学省認可通信教育 
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海外青年協力隊じゃないの？アフリカで井戸掘るって本当？？ 

さまざまな憶測が飛び交うこの団体・・・実は、日本政府による万全のサポ

ート（住居・生活費・医療費・交通費）のもと、語学力向上、第二の故郷発

見、キャリアのステップアップ等かけがえのない経験ができるボランティア

制度なのです。 

ＪＩＣＡは帰国後の就職サポートも充実しています。日本含め、世界各国に協力隊コネクションができるという力強い

利点も。まずはHPの「説明を聞く」をクリックし、全国（＋オンライン）で開催されている説明会に参加してみよう！☺ 



進路指導部 横田 裕美 

 

ゆんたく７、８、９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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 

 

ゆんたく紙上にて毎年紹介してきました高校生の留学を資金面で応援する国の事業「トビタテ！留学

JAPAN」（官民協働海外留学創出プロジェクト）は、コロナ禍の世界情勢により昨年をもって終了しまし

た。今年度以降の留学の公費補助については、日本学生支援機構（JASSO）の運営する「海外留学支援

サイト」をご活用ください。 

 

 

 

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 
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【専門学校等】 

 都道府県 学校名 学科 コース・専攻 特典

グラフィックデザインコース

イラストデザインコース

アートデザインコース

映像デザインコース

キャラクターデザインコース

こども芸術学科 保育コース

マンガコース

コミックイラストコース

小説クリエイトコース

声優タレントコース

指定校推薦奨学金として、100,000円を二年次授業

料から免除

指定校推薦奨学金として、100,000円を二年次授業

料から免除
メディアアート学科日本マンガ芸術学院

日本デザイナー芸術学院愛知県

愛知県

ビジュアルデザイン学科

「トビタテ！留学 JAPAN」募集終了のお知らせ 

 

https://ryugaku.jasso.go.jp/ 



環境保健委員会 平安山 智子 

 

秋から冬にかけて「新型コロナウイルス感染症」と「インフルエンザ」が同時に流行するおそれ

があります。インフルエンザについてはワクチンがあり、今年度は 10月 1日から高齢者などの優

先接種が始まり、10月 26日からはそれ以外のすべての人が予防接種を受けることができます。早

めに予防接種を受けるとともに、これまでの新型コロナウイルス対策と同様にマスクや手洗いをし

っかり続け、十分な予防対策をしていきましょう。 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》インフルエンザを予防しよう 

 
 

インフルエンザにかかった人がせき

やくしゃみをすることでウイルスが空気

中に広がり、それを吸い込むことによ

って感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れたと

ころを触ることによる接触感染でも広

がります。よく見られる症状は、突然の

高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、

のどの痛み、鼻水などがあります。 

 

 

① 予防接種がもっとも有効です。 

② 日頃から充分な栄養・休養が大切

です。 

③ 人ごみ・密閉空間・密着は避け、マ

スクを着用してください。 

④ 帰宅後の手洗いとうがいを心がけ

ましょう。 

⑤ 部屋を加湿し、マスクを利用するな

どして喉を乾かさないようにしましょ

う。 

 

 

予防接種用のワクチンは、流行予

測に基づいて毎年調整されており、

Ａ型、Ｂ型のいずれにかかっても効

果があります。なお、接種してから予

防効果を発揮するまでに約２週間程

度かかるため、スクーリング参加の２

週間以上前に接種することをお奨め

します。また効果は半年持続すると

言われています。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染

症です。生徒さんが発症すると、学校保健安全法により出席

を停止させることと定められています。 

生徒さんのインフルエンザ感染がスクーリング参加中に判

明・発症した場合、授業・体育実技・単位修得試験などに出

席することはできません。食事についても別室でとっていただ

きます。 

インフルエンザ予防接種の受け方 

・地域の医師会や保健所が、予防接種を実施している医療機関の

リストを公開しています。かかりつけ医があればそこでご利用くだ

さい。 

・料金は医療機関により異なり、2500～3500円ぐらいが相場です。

予約の必要な医療機関もあればその場で受付けてくれるところも

あります。事前に電話で確かめてご利用ください。 

（市町村によっては公的補助により格安で利用できるところもあり

ます） 

・接種当日は保険証をお持ちください。 

・発熱している方は治ってからご利用ください。 

・病院待合室などは患者さんも利用しますので 

マスク着用など感染対策を心がけてください。 

インフルエンザウイルスは新型コロナウイル

ス感染症よりも感染力が強く、乾燥した冬

は飛沫や接触面についたウイルスの活性

が長時間にわたって維持されます。 

しかし、咳エチケット・三密回避・手洗いや

手指の消毒で効果的に予防できます。 
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発熱等の症状があった時は？ 

新型コロナウイルスとインフルエンザの

初期症状（37.5 度以上の発熱、せき、倦

怠感）は似ており、鑑別は難しくなってい

ます。 

発熱等の症状がある方は、かかりつけ

医等の地域で身近な医療機関に事前に

電話で相談の上、受診してください。相談

先が分からない場合は保健所などでも相

談を受け付けます。直接医療機関へ出向

かず、まずは電話での相談を！ 



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 

１９ 
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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 １２月Ｓ最終申込〆切日（必着・１７：００受信分迄） 17 火  

3 火 文化の日 18 水  

4 水 
１１月Ｓキャンセル返金可能〆切 

１１月Ｓ返送書類必着 
19 木  

5 木  20 金  

6 金  21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 勤労感謝の日 

9 月 １２月 S詳細発送 24 火  

10 火 ●１１月スクーリング● 25 水 １２月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

11 水  26 木 ゆんたく発送 

12 木  27 金 
１２月Ｓキャンセル返金可能〆切 

１２月Ｓ返送書類必着 

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 成績発送 

      

※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 

２０ 


