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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 
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・ ｐ６     「八洲学園ゴーゴーカレーの日」に宮森代表来校 

・ ｐ７     「北海道新聞記事」のご紹介 

・ ｐ８－９   進路だより ～令和３年度大学入試の新型コロナウイルス感染症に係る配慮対応～ 

                  ／ 年末年始のお知らせ 

・ ｐ１０    ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？ ～活動・現地生活編～ 

・ ｐ１１    《健康だより》冬の感染症について 

・ ｐ１２－１３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１４    １２月行事予定 

令和２年１１月２６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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温かい食べ物が恋しい季節がやってきました。各地域によって、同じ食べ物
でも具材が違ったり、味付けが違ったりします。そのひとつが『おでん』!!
皆さんの地域ではどの様な具材が入っていますか。食べ物を通して、各地域
に目を向ける事も、視野を広げる方法(*^_^*)新しい発見は、人生を豊かにし
ます。色々なものを見て、触れて、感じて…豊かな人生を歩む事が出来たら
良いですね。 今年も残り 1 ヵ月。様々な制限がある中で、高校卒業へ向け
て一歩ずつ進んでいる皆さんに感謝しています。みなさんの事を応援してい
ますね!!そして、副担任の平野圭一郎先生と共に、皆さんにお逢いできる日
を楽しみに待っています(*^_^*) 

２ 

担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 
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皆さん、こんにちは！だんだんと沖縄も肌寒くなり、暖房器具が活躍する季

節となりました。そうなると気になるのは乾燥です…皆さんは日頃から乾燥

ケアしていますか？乾燥を防ぐスキンケアやお部屋を乾燥から守る対策はし

ているかと思いますが、食べるものから乾燥を防ぐこともできます。緑黄色

野菜、青魚、レバー、納豆、ナッツ類だそうです。私のオススメは、緑黄色

野菜たっぷりの野菜スープです。玉ねぎ、ブロッコリー、人参等を 

ふんだんに使い鶏肉を入れたら完成です！とにかくおいしいし、 

温まります。なによりお肌プルプルです。お試しあれ((^∀^*)) 

こんにちは、3・4 番クラスの糸数です(^^) 沖縄は、朝や夜にやっと寒さを

感じられるようになってきました。冬が近づいてきたということは、２０２

０年も残り少なくなってきました！やり残したことがないように過ごしてい

きましょう!(^^)! これから冬に備えて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！ 

みなさん、こんにちは（●＾o＾●）もうすぐ２０２０年が終わろうとして

いますが、みなさん今年やり残したことはありませんか？？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、副担任の久田まで気軽に連絡下さい！！どうしても電

話が苦手という方は、メールやＬＩＮＥでの問い合わせお待ちしています★

わからないことはそのままにせず一緒に解決していきましょう。クラス通信

に連絡先載せていますので、ご確認お願いします！！ 

沖縄も少しずつ、涼しくなってきました。私の最近のマイブームは眠る前に

オルゴールを聴きながらアロマオイルでリラックスをすることです。更にハ

ーブティーがあると最高です。この時期はカモミールティーがオススメです。

皆さんも 1 日の間で、自分のリラックスできる時間をつくり、1 日の疲れを

癒してみてくださいね。 

みなさんこんにちは(*^^)v 芸能スポーツ/海外クラス担任の仲田由紀です。 

１１月に入ってから沖縄も涼しくなってきました。まだまだ日中は暑い日も

ありますが…季節の変わり目なので、体調も崩しやすくなってくる時期だと

思います。休めるときにはゆっくり休んで、計画的に自宅学習を進められる

と良いですね♪スクーリングでは元気な姿でお会いできることを楽しみに

しています!(^^)! 
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提携校：ＹＡＧ②スクーリングダイジェスト 
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特特特別別別活活活動動動   沖沖沖縄縄縄美美美ららら海海海水水水族族族館館館   

おおおそそそろろろいいいののの紅紅紅芋芋芋タタタルルルトトト TTT シシシャャャツツツ
ででで特特特別別別活活活動動動ににに参参参加加加   

体体体育育育αααののの海海海水水水浴浴浴ででで白白白いいい砂砂砂浜浜浜ををを満満満喫喫喫   

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   
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   

ぬぬぬいいいぐぐぐるるるみみみのののくくくじじじ引引引きききででで   

特特特賞賞賞あああたたたっっっちちちゃゃゃいいいままましししたたた！！！   

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！！！   
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提携校：ＹＡＧ③スクーリングダイジェスト 
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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ののの日日日   

特特特別別別活活活動動動   沖沖沖縄縄縄美美美ららら海海海水水水族族族館館館   

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ででで   

特特特別別別活活活動動動   恐恐恐竜竜竜パパパーーーククク   

 休休休みみみ時時時間間間   
モモモモモモコココととと   



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）】 

●第３０回 全国バレエコンクール in Ｎａｇｏｙａ（ジュニアＢ） 中日賞 北村

竜聖 

●第３１回 ＦＬＡＰ全国バレエコンクール夏（シニアの部） 第５位 篠原楓乃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●声優・舞台活動 ＲＣＣテレビ（ＲＣＣ中国放送）最新トレンド情報発信番組

「ＨＡＹＡＲＩＹＡ！（ハヤリヤ）」番組キャラクター「みかんちゃん」担当声優、

ヒロセプロジェクト アシタボシ２０２０「野原毬花役」 木下青依（代々木ア

ニメーション学院 高等部所属） 

 

 

令和２年度「功労賞」のご紹介 
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校長 中村 成希 

 

全国カレーシェア２位の「ゴーゴーカレー」が、八洲学園大学国際高等学校の学校食堂に、

高等学校としては『日本初』のコラボレーションが７月スクーリングからスタートしました。

先月、この「ゴーゴーカレー」を運営する株式会社ゴーゴーカレーグループ代表の宮森宏和

先生（画像：ゴリラマークの黄色Ｔシャツ）が来校されたのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島菜々子先生（家庭科）が「沖縄らしい食材」で考えたレシピの八洲学園版ゴーゴーカ

レーを生徒さん達と一緒に食事し、また多くの生徒さん達と沢山会話をしてくれ、とても親

しみやすい宮森先生でした。スクーリングに参加した際、皆さんも在校生限定カレーを味わ

ってみて下さいね。 

 

 

※毎スクーリング、「八洲学園ゴーゴーカレーの日」を定め、在校生の皆さんに食事提供を

しています。通学で参加の生徒さんも、スクーリング期間中の締切日までに事務部で食券購

入で対応が可能です。 

「八洲学園ゴーゴーカレーの日」に宮森代表来校 

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に在学中で、インフィニティ国際学院所属の「増永 和佳（ま

すなが のどか）」さんの活動が北海道新聞（令和２年１１月２日夕刊）に載っておりました

のでご紹介します。【北海道新聞社提供：著作物利用許諾番号 23038】 

 

 

「北海道新聞記事」のご紹介 
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進路指導部 横田 裕美 
 

大学入学者選抜試験については、多くの受験生が交通機関を利用し教室で受験することから「三密回

避」などさまざまな対応がとられることとなっています。また、受験機会を逃すと、受験生の人生に大

きな影響が出かねないことから、感染者、発熱・咳等の症状のある受験生についても、追試験や別会場

を設けるなどの対応が、各大学でとられることとなっています。 

１０月２９日付の文部科学省「試験実施ガイドライン」改訂で、無症状の濃厚接触者（過去２週間以

内に入国制限のある外国・地域からの入国者を含む）への救済措置の内容が確定し、文部科学省サイト

から各大学の令和３年度大学入試の新型コロナウイルス感染症に係る配慮対応情報へのリンク集が公開

されましたので、志望大学の状況を改めてご確認ください。 

文部科学省 > 令和 3年度大学入学者選抜での新型コロナウイルス感染症対策に伴う 

          各大学等の試験期日及び試験実施上の配慮等の対応状況について 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/mext_00060.html 

 

受験生に対する要請事項 

 国からの指示で、各大学は受験生に次のような要請を行う

こととされています。詳細は受験校の案内をご覧ください。 

①自主検温 

試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行うこと

とし、体調の変化の有無を確認する。 

②医療機関での受診 

試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生はあら

かじめ医療機関での受診を行う。 

③受験できない者 

新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や

宿泊施設において療養中の者は受験できない。 

④受験の取り止め 

試験の前から継続して発熱・咳等の症状のある受験生は、当初予定していた

日程ではなく、追試験等の受験を検討する。 

⑤試験当日における対応 

発熱・咳等の症状のある受験生は、試験当日の検温で、３７．５度以上の熱がある場合は受験を取

り止め、追試験等の受験を検討すること。また、３７．５度までの熱はないものの、発熱や咳等の

症状のある受験生は、その旨を試験監督者等に申し出ること。 

症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用

すること。休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控える。 

進路だより ～令和３年度大学入試の新型コロナウイルス感染症に係る配慮対応～ 
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⑥試験当日の服装、昼食 

試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、上

着など暖かい服装を持参する。また、試験場で食堂の営業等は行わない

ため、昼食を持参し、あらかじめ指示された時間内に自席で食事をとる。 

⑦予防接種 

他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断により予防接種を受けてお

くことが望ましい。 

⑧「新しい生活様式」等の実践 

日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの

密」の回避などを行うとともに、

バランスのとれた食事、適度な

運動、休養、睡眠など、体調管

理に心がける。 

⑨新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロード 

「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」は、利用者が新型コロナウイ

ルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるもの

であり、その後の検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができること

から、これを活用することが望ましい。 
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年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 
 

■ 仕事納め １２／２５（金）１７：３０ まで 

■ 休業  １２／２８（月） ～ １／４（月） 

■ 仕事始め １／５（火）８：３０ から 

 

 緊急時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 
 

１・２番クラス   比嘉クラス  090-6869-8550 ahiga@yashima.jp 

３・４番クラス   糸数クラス  090-6869-8551 aitokazu@yashima.jp 

５・６番クラス   島袋（友）クラス 090-6869-8552 shimabukuro@yashima.jp 

７・８番クラス   平安山クラス  090-6869-8553 thenzan@yashima.jp 

９・０番クラス   横田クラス  090-6869-8554 yokota@yashima.jp 

芸能スポーツ/海外クラス 仲田クラス  090-6856-3434 ynakada@yashima.jp 

 

９ 

年末年始のお知らせ 

 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 平野 圭一郎 

 

 

 

 

 

■訓練修了から派遣国への渡航まで 

無事７０日間の訓練を修了した後は、派遣先への航空券、公用旅券が支給されます。訓練修了日～渡航

日まで１０日ほどの人もいれば、一か月程度ある人もおり、出発日までに各自治体にて転出届の提出、

年金の支払い方法選択等の諸手続きを行います。派遣中は JICAより毎月、国内積立金（２年間で約２０

０万円）というものが皆さんの口座に振り込まれますので、年金の支払いは口座引き落としを選択する

人もいます。「どんな人たちに出会えるだろう」「無事に二年間活動を展開できるだろうか」、不安と期待、

ワクワクが混じった不思議な感情のもと空港へ行き、それぞれの任国へ旅立ちます。一度に派遣される

協力隊の人数はその国の案件次第ですが、私の時は同期 7人で一緒にジャマイカへ渡航しました。 

■無事到着！ 

空港では各国の JICA 職員と先輩隊員がお出迎え。到着日から約一週間は指定の宿泊先に滞在し、首都に

てオリエンテーションを受講します。内容は語学研修や現地警察によるセキュリティ研修、そして日本

国大使館での交流会（パーティ）等です。オリエンテーションを修了したあとはそれぞれ赴任先に引っ

越し、一人暮らしをしながら協力隊としての活動が本格的にスタートとなります。活動中は現地在住の

同僚が一名、パートナーとして協力隊員と共にお仕事をしていきます。目標を一緒に設定し、計画を一

緒に立て、活動を遂行していきます。時にはじっくり話し合い、時にはお互いを労い、絆が深まってい

く人もいれば、馬が合わず、そうはいかない人も。「いろんな人がいるよね」というのは世界共通のよう

です。 

■休日は何して過ごしましょう！ 

 JICA 協力隊の利点の一つが、時間がゆっくり流れているため、やりたいことにとことん時間が費やせ

るということです。勉強したり、料理にこだわってみたり、観光をしてみたりと様々です。カレーのル

ウをゼロから作ってみるという強者も。私は休日によく先輩隊員と一緒に無人島に行き、ロブスター狩

りをしていました。わさび醤油で食べる新鮮なロブスターは格別です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ロブスターは日中、岩の下で寝ています。↑子どもたちと体育の授業でミニゲーム。  ↑皆元気にしているでしょうか・・・。 

（写真は先輩隊員。帰国後はグローバル企業に勤務しています。） 

さて、異国の地での生活に慣れてきたものの、理想と現実のギャップに苦しみ、活動を中止して途

中帰国する隊員もちらほら。一体どんな困難に遭遇するのか、果たして二年間の任期は満了するこ

とができるのか、次回、「活動・帰国編」に続く・・・。 

 

ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？ ～活動・現地生活編～ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

 

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！☺ 

さて、今回は訓練修了後から活動中のお話になります。応募するときに、希望

する派遣先を三か国まで記載することができ、基本的にはその中から要望とス

キル・経験が一番マッチしているという国に派遣されることになります。私の

場合、モルディブ国（通称：地上の楽園）を希望し、特に考慮されることなく

ジャマイカに飛ばされました。人生、希望通りには行きませんね。 

 



環境保健委員会 平安山 智子 

 

新型コロナウイルス感染症の流行も続いていますが、冬はその他の風邪、インフルエンザやノロ

ウイルスなどさまざまな感染症の流行しやすい季節です。感染症の種類はいろいろでも、基本的な

予防対策は同じです。しっかり予防して元気に冬を過ごしましょう。 

 

 

感染経路を断つ 

飛沫感染・接触感染を防ぐためにこまめな手洗いを

心がけましょう。人の多いところでは必ずマスクを

着用し、咳エチケットを守りましょう。 

免疫力を高める 

免疫力が弱っていると感染しやすくなったり、かか

った時に重症化する恐れがあります。ふだんから十

分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を

高めておきましょう。 

室内の環境を整える 

定期的に換気をしたり、必要に応じて加湿器やぬれ

タオルで湿度の調整をするのも有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクーリングに参加する際は下記の点に気をつけてください。 

・ 毎日体温を測って、自身の健康状態を把握してください。 

・ 新型コロナウイルス感染症陽性者／発症者または濃厚接触者となった場合、医師による 

許可がない限り、短期集中スクーリングへ参加できません。 

・ 発熱や体調を崩した場合は、短期集中スクーリングへの参加を見合わせてください。 

・ スクーリング期間に着用する必要枚数のマスクやティッシュ等をご準備ください。 

・ 念のために、保険証のコピーまたは保険証番号の控えを携行してください。 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》冬の感染症について 
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ウイルス性胃腸炎 

症状は嘔吐、発熱など。 

ノロウイルスやロタウイルス

によるものが多く、これらは

アルコール消毒剤への抵抗力

が強いため、こまめな手洗い

が重要です。 

感染した場合は安静に過ご

し、脱水症状に気をつける必

要があります。 

アデノウイルス感染症 

アデノウイルスはいわゆる風

邪の原因となるウイルスのひ

とつで、高い熱が何日も続い

たり、目や胃腸にも症状を現

すなど、風邪の中でも比較的

重く多様な症状を示します。 

検査キットはありますが、特

効薬はなく対症療法が中心と

なります。 

インフルエンザ 

症状は急な 38℃以上の発熱、

頭痛、せきや鼻水など。 

感染予防には予防接種が有効

で、もし感染した場合にも重

症化を防ぐことができます。 

病院で迅速検査キットによる

検査ができ、陽性の場合は抗

ウイルス薬を服用すると症状

が早く改善されます。 

発熱等の症状があった時は？ 

新型コロナウイルスとその他イン

フルエンザなどの感染症の初期症

状は似ており、判別は難しくなって

います。発熱等の症状がある場合

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。熱がある時にあわて

て直接医療機関へ出向かず、まずは

必ず電話での相談をしましょう。 

感染症の予防 

冬に流行する発熱を伴う感染症 

スクーリング参加にあたって 



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 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木 ●１２月スクーリング：７泊● 18 金  

4 金  19 土  

5 土 ●５泊コース● 20 日  

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水  24 木 １月①Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

10 木 
１月①Ｓ最終申込〆切日 
（必着・１７：００受信分迄） 

25 金 
ゆんたく発送 
１月②Ｓ最終申込〆切日（必着・１７：００受信分迄） 

11 金  26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 学校休業日 

14 月  29 火 学校休業日 

15 火 １月①S 詳細発送 30 水 学校休業日 

   31 木 学校休業日 

※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。 
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