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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ３     １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校：ＹＡＧ④スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     令和２年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ６     進路だより ～国家資格について～ 

・ ｐ７     「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

・ ｐ８－９   国の留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN」について 

・ ｐ１０－１１ ＡＩＧ高校生外交官プログラムのご案内 

・ ｐ１１    年末年始のお知らせ 

・ ｐ１２－１３ 《健康だより》コロナ感染を防ぐマスクの取扱い 

／ 学校情報はＬＩＮＥで配信しています 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６    １月行事予定 

令和２年１２月２５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 板谷 幸恵 

 

『冬のアイスは格別(*^_^*)』と寒い冬も楽しく過ごす事が出来たらいいです
ね!! 年末年始はどの様に過ごしますか。一日一日の積み重ねが未来へ繋がっ
ています。今過ごしている時間も大切な時間★ 
将来の選択肢を広げるために、まずは挑戦!!『やってみよう』『やってみたい』
その気持ちを持ち始めた時がチャンス      どの様な事もチャレンジする心が
大切。料理もよし!! 運動もよし!! 音楽を聴くのもよし!! みなさんが何かを始
めるこれからを応援しています(*^_^*) 
今年度も残り 3 か月となりました。スクーリングでお逢い出来る事を副担任
の平野圭一郎先生とお待ちしております(*^_^*) 

２ 

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！沖縄もすっかり寒くなり、カーディガンが手放せなく

なりました。そんな時は鍋で温まりたいですよね♪最近、３ＷＡＹのホット

プレートを購入しました。焼き肉やたこ焼き作りをして満喫しております★

深底のホットプレートがまだ使いこなせていないので、ぜひ皆さんのオスス

メ鍋料理を教えてほしいなと思います！すき焼きや、キムチ鍋も 

いいですが、もっと変わった鍋のレシピがあれば、どんどん教え 

てほしいなと思います♪寒くなり空気も乾燥しています。風邪な 

ど引かず、食べ物で力をつけて、新しい年を迎えましょう( ﾟ▽ﾟ)/ 

こんにちは！ ３・４番クラス担任の糸数です(^^)/ 

今年も残すところあとわずか！！皆さんは、充実した１年を過ごすことはで

きたでしょうか？？私は、4 月から八洲に着任し沢山の生徒さんに出会え充

実した 1 年を過ごすことができました(^^♪ 急に寒くなり沖縄もついに冬が

きました！皆さんも体調を崩さず、元気に2021 年を迎えられるようにしま

しょう!(^^)! 今年度のスクーリングは残り 5 回！！学習やスクーリング等分

からないことや、不安なことがあれば気軽に連絡くださいね♪ 

みなさん、こんにちは！もうすぐ２０２０年が終わろうとしています。 

年末年始ぐらいはゆっくり休みたいという方も多いかと思いますが、充実し

た１年にするためには、気分をリセットして何か新しい目標を見つけてみる

のもいいかもしれないですね☆ ２０２１年は『明日の余裕は今日つくる！』

をモットーに、常日頃から計画的に行動するのが私の個人的な目標です。 

引き続き、副担任の久田先生と一緒に精一杯みなさんのサポートをしていき

ますので、困ったことや質問があれば気軽にご連絡ください＼(^_^ )( ^_^)／ 

みなさん、こんにちは。今年も残りわずかとなりました。やり残したことは

ないですか？ 私は今年、夢だったホームベーカリーを購入し、パン作りを楽

しむことを趣味にしようとしたのですが、材料がなかなか手に入らず思うよ

うにパン作りができませんでした。来年は定期的に材料をネットで購入し、

お休みのたびにパン作りができるようにしたいなと思っています。皆さんも

今年を振り返って来年に向けての目標や抱負を考えてみてくださいね。 

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。 

あっという間に１２月ですね！！もうすぐ１年が終わるなんて信じられな

いです。私は沖縄でイルミネーションを見に行ったことがないので今年こそ

は挑戦してみたいと思っています！ 

そして今年は例年より寒く感じます…(;O;) 

みなさんも体調に気を付けて充実した年末を過ごしてくださいね～♪ 
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１１月スクーリングダイジェスト 
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☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 馬に実際乗れたのが嬉しかったです。初めてだしすごく貴重だと思いました。グラグラして怖
かったけどそれを乗りこなすのってすごいなと思いました。 

☺ 馬が最高だった。 

☺ 普段触れ合う機会のない馬と触れあって毛なみの良さや大きさにビックリしました。 

☺ イルカをすごく近くで見れたのがすごく印象に残ってよかったです。 

☺ 特にイルカのバックヤードは人生で入る事が無いと思っていたのでとてもいい思い出になり
ました。 

☺ イルカや馬に会えたり、イルカの仕事場の裏側が見れてとても良かった。 

☺ 長﨑先生からのイルカの説明は自分の知らないことばかりで聞いていてワクワクしました。 

☺ キリンの貼り絵を完成させることができて良かったです。 

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。 

特特特別別別活活活動動動   
イイイルルルカカカのののバババッッックククヤヤヤーーードドド見見見学学学   

特特特別別別活活活動動動   
学学学校校校ににに馬馬馬がががやややっっってててきききたたた☆☆☆   

特特特別別別活活活動動動   馬馬馬のののブブブラララッッッシシシンンングググ   

特特特別別別活活活動動動   

実実実物物物大大大のののキキキリリリンンン（（（ちちちぎぎぎりりり絵絵絵）））完完完成成成！！！   

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   

特特特別別別活活活動動動   
長長長﨑﨑﨑先先先生生生ににによよよるるるイイイルルルカカカガガガイイイドドド   

特特特別別別活活活動動動   乗乗乗馬馬馬体体体験験験   

オオオプププシシショョョンンン   
学学学校校校犬犬犬モモモモモモコココのののおおおやややつつつののの時時時間間間   

キキキリリリンンンのののちちちぎぎぎりりり絵絵絵   
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提携校：ＹＡＧ④スクーリングダイジェスト 
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４ 

   

沖沖沖縄縄縄美美美ららら海海海水水水族族族館館館でででジジジンンンベベベイイイザザザメメメととと   

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   

休休休みみみ時時時間間間♪♪♪   

ぬぬぬいいいぐぐぐるるるみみみくくくじじじ★★★   

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！！！   



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、１１月代アニ④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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 （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 

文部科学省認可通信教育 

５ 



進路指導部 宮城 泰之 

 

 

 

 

 

１．「国家資格」とは 

 国が認めた資格で、資格を取得しないと仕事ができないものです。 

「国家資格」は主に、『業務独占資格』と『名称独占資格』があります。 

※「公務員」≠「国家資格」。「公務員」とは資格ではなく、地位を指します。 

２．『業務独占資格』と『名称独占資格』 

名称 『業務独占資格』 『名称独占資格』 

特徴 資格を持った人だけが仕事をできる。 

資格を持っていない人がその仕事を行うと

法律違反に！ 

資格を取得した人だけが特定の肩書きを名

乗ることができる。肩書きがあることによ

って信頼度が高まる。 

例 医師や薬剤師、看護師、弁護士、気象予報

士、建築士など 

介護福祉士や社会福祉士、調理師、保育士、

栄養士など 

 

 

 

 第 1位 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ） 

 

 

 

 第 2位 宅地建物取引士 

 

 

 

 第 3位 保育士 

 

 

 

 第 4位 行政書士 

 

 

 

 第 5位 社会保険労務士 

 

進路だより ～国家資格について～ 

文部科学省認可通信教育 

６ 

日本では約 3,000種類の『資格』と呼ばれるものがあります。 

『資格』は時代の変化とともに必要とされ、新たな資格も年々増えています。 

そこで、今回は『資格』の中で「国家資格」と呼ばれるものについて紹介します。 

税金・保健・年金など、「お金」に関するエキスパート。 

人気の国家資格ベスト５ 

不動産の売買や賃貸の仲介のエキスパート。 

 

保育のプロ。共働き世帯増加により、ニーズが高まっている。 

 

身近な法律の専門家。独立開業も可能。 

社会保険や年金、労働管理のエキスパート。組織と人の仲介役。 



総合推進部 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学は、２００４年に当校等の生徒・卒業生の保護者の声を受けて横浜に誕生した日本

初の本格的なインターネット大学（すべてインターネット授業にした通信課程のみの大学）です。

キャンパス内に高校分室が設置され、鈴木啓之教授が当校教職員を兼任し、高校と大学の連携を進

めています。 

 

 

２０２０年５月１日時点で学生数は２,５００名以上。日本全国にいる 

１０代～８０代の幅広い学生さんが専用の学習システムを用いて 

学習しています。 

 

図書館司書・学芸員など最大４つの国家資格取得も可能で、 

卒業と同時に国家資格取得をする方も大勢います。 

（資格取得や卒業に大学への通学は必要ありません）。 

 

また通信制大学では珍しい就職支援を展開し、就職 

活動の進め方や履歴書添削等、専用の学習システム 

とメールを用いてサポートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

文部科学省認可通信教育 

７ 

１５分で大学授業を体験 

►当校生徒のメリット 

八洲学園大学国際高等学校の推薦を受けた入学者は、入学金が免除されます。 

＊ 保護者様と同時入学の場合、「親子割引制度」も併せて利用できます。 

＊「指定校推薦」の対象校です。 

 【お問合せ先】 

当校へのお問合せは担任の先生または進路指導部へ 

八洲学園大学へのお問合せは、入学支援相談センターへ（０４５－４１０－０５１５） 

鈴木先生のミニ授業 

ＱＲコードから受講↓ 

八洲学園大学の特長 

※2020年 5月 1日時点の学生数 



教頭 鈴木 啓之 
 

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 

第７期（最終年度）」（官民協働海外留学創出プロジェクト）を紹介し

ます。海外留学を希望する方は、ふるって応募してください。 

全国から 800人の高校生に、令和 3年 7月以降に出発の留学に対し

て平均 50万円の留学資金が援助されます。留学先や留学目的は自分で

探してきて、各地で行われる書類選考・面接試験に合格すれば採用さ

れます。語学や学力は一切問わず、「熱意」や留学計画の具体性が評価

されます。留学期間は 2週間程度の短期～12か月の長期留学までと多

様で、他の留学支援との併用も可能です。 

募集のコース種類と募集人員数 

 

分野名 活動 留学期間 募集数 

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク 

テイク

オフ 

海外の語学学校等において外国語の習得を主たる目的とするプログラムに

参加するとともに、留学先で外国語を用いて異文化交流を行うもの。 

例) 外国語の学修を目的とした大学等のサマースクール・語学学校への

通学等 

14～21 
日間 

240名 

ショート 

海外の高等学校や大学等の教育機関に在籍し、外国語を用いて様々な科

目を学修したり、教育プログラムに参加したりするもの。 

例)大学等で実施されるサマースクール・サマーキャンプ、現地校への

ターム留学等 

14～106 
日間 

120名 

ロング 
海外の高等学校等に長期間在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修す

るもの（※）。 

例)交換留学や私費留学等による現地高等学校等への長期間の通学等 

107～365 
日間 

20名 
（※） 

プロフェッショ

ナル 

現在学んでいる専門知識・スキル等を生かして、あるいは将来的に携わり

たいと考える領域について、実地研修やインターンシップ等を通じて専門知

識やスキルの習得を目指すもの。 

例)農場、工場、病院等での実地研修、観光、調理等のキャリアカレッ

ジでの学修、インターンシップ等。 

このうち「未来テクノロジー人材枠」(プログラミング、制御技術、ロボティク

ス、Webサービス・デザイン、モバイルアプリ開発等に関する学修やインター

ンシップ等の実践活動を行う)を設ける。 

例)テクノロジーキャンプ、プログラミングの授業に参加等 
14～106 
日間 

100名 
 

（60名） 

スポーツ 

・ 芸術 

学内の部活動または学外の活動等を生かして、海外のトレーニングセンタ

ー、教育機関、芸術学校等に在籍し、現地指導者の下で技量の向上を目指

すものや、現地でのレッスン・トレーニングを伴って大会等に参加するもの。 

例)現地チームの練習・現地在住の指導者の下で行うレッスン参加等 

100名 

国際 

ボランティア 

海外でのボランティア活動に参加し、体験を通じて国際協力についての理

解を深めるもの。 

例)NGO 団体によるボランティア活動への参加等 

100名 

国の留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN」について 

文部科学省認可通信教育 

８ 



●支援の内容  

・研修参加費、奨学金（渡航費、授業料、現地活動費）を支給 

・令和 3年 7月下旬（予定）に、派遣留学生本人又はその親権者に直接支給 

●応募要件 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・日本国籍または日本永住権があり、留学に必要な査証（ビザ）を確実に取得できる生徒 

・留学時に高校在学し、留学後も学業の継続又は卒業をする生徒 
（令和 3年度卒業予定者は、進学後に大学生向け「トビタテ！留学 JAPAN」をご利用ください） 

・「トビタテ！留学 JAPAN」の事前研修・壮行会・事後研修に参加する生徒 

・留学先機関が受け入れを許可する生徒／受け入れ先の具体的計画がある生徒 
（民間の留学エージェントの利用も可） 

・令和 3年 4月 1日現在で 30歳未満である生徒 

・所得 1000万円未満の世帯の生徒（1000万円以上世帯でも総募集数の 1割の人数枠あり） 

・留学開始時に、留学先機関の所在地が、外務省の定める海外安全情報「レベル２：不要不急の渡航
はおやめください」未満のレベル指定であること。（選考時はレベル２以上でも可） 

●採用者の義務 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・事前研修、壮行会に参加すること 

・留学中は「アンダバサー活動」として日本について発信し自国の理解を深めること 

・事後研修および「エヴァンジェリスト活動」として学校や地域で自らの体験を語り伝え、 
留学機運を盛り上げること 

・留学後は留学生の同窓会組織「留学生ネットワーク」に属して、留学生間で交流すること 

●奨学金 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・返還不要の奨学金を 7月下旬に保護者口座へ振込み支給 

・支給額は実際に発生した費用ではなく、留学期間・留学先に応じて設定された定額 

●留学計画の申請要件 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

・令和 3年 1月 29日(金)17時までに、学校を通じて申請 

・令和 3年 7月 1日から令和 4年 3月 31日までの間に諸外国において留学が開始される計画 

・諸外国における留学期間が、分野ごとに規定する日数を満たす計画 

・留学先受入機関（予定も可）がある計画 

・留学先での「アンバサダー活動」及び自主活動が含まれている計画 

●選考 --------------------------------------------------------------  

・書面審査：令和 3年 2月中に審査し、3月上旬に結果通知 

・オンライン面接審査：令和 3年 3月下旬に実施し、4月下旬に結果通知 

・審査事項：熱意や独創性、計画の具体性（英語力・学力は問わない） 

●応募方法 -------------------------------------------------------------------------------  

・作成した留学計画書を、八洲学園大学国際高等学校を通じ、（独）日本学生支援機構に申請 

・校内問い合わせ先： 横浜分室 鈴木まで（フリーコール０１２０－８４０－５９８） 

・応募書類入手先： 「トビタテ！留学 JAPAN」特設サイトよりダウンロード 

https://tobitate.mext.go.jp/hs/program/ 

・校内締切： 令和３年１月２５日（月）１２時 必着 
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留学プランの 
相談です！ 



教頭 鈴木 啓之 

 

ＡＩＧ高校生外交官プログラム（ＡＩＵ損害保険(株)主催、文部科学省後援）は、国際社会における

リーダーとして活躍できる人材の育成を目的とし、日米の高校生外交官（High School Diplomats）が言

語の壁を越え、異文化の壁を越え、自分の中にある壁をも乗り越える、夏の国際交流プログラムです。

日本プログラムは日本国内で、ＡＩＧ高校生外交官渡米プログラムは米国東海岸で行われます。 

参加費はかかりません。滞在費、食費、授業料等は、主催団体が費用拠出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

応募資格 ・校長推薦があり、保護者の承諾を得ている。（学校あたり男性 2名、女性 2名を上限） 

・事前合宿を含め全プログラム参加に参加する。 

・参加時（令和 3年 7月）に２年生か 3年生で在学中。 

募集人数 日本プログラム：男女各１０名   渡米プログラム：男女各２０名 

選考方法 【校内選考】 応募多数の場合は、応募書類「エッセイ用紙」記載の内容・英語力・プレゼンテーシ

ョン力を総合して上位者（男女とも最大 2名）を学校推薦者とします。 

【一次選考】 参加申込データ・エッセイをもとに書類選考。3月初旬までに選考結果通知 

【二次選考】 英語試験、面接（日本語、英語）、グループ実習。4月下旬までに選考結果通知 

（インターネットを介したＷｅｂ会議システムによる） 

応募方法 ・学校推薦を得たことをクラス担任に確認 

・エッセイ用紙（要ダウンロード）・保護者同意書（要ダウンロード）を保護者記入 

・サイトの「応募者用応募フォームのページへ必要事項を記入 

・入力した応募フォームにエッセイ・保護者同意書ＰＤＦを添付して送信 

応募締切 令和 3年 1月 31日（日）必着 （※学校応募データ・個人応募データとも） 

 

AIG高校生外交官渡米プログラム 
【ツアー】 2021年 7月 13日よりワシントン D.C.、ニ

ューヨークの要所を巡り、政治・経済・歴史・文

化について、多角的な視点からアメリカへの理

解を深めます。公的機関への訪問では、高校

生外交官として担当者と英語で質疑応答を行

います。 

【ホームステイ】 家族の一員となり、アメリカの日

常生活を送ります。家庭生活の調査を行うな

ど、ミクロのアメリカに触れることができます。 

【エクスチェンジ】  

※AIG高校生外交官日本プログラムと 

  同じ日程・内容 

AIG高校生外交官日本プログラム 
【エクスチェンジ】 米国側高校生と日本側高校生

が国内の研修センターで 202１年 7月 22日から

10日間の共同生活をします。午前中は語学・文

化の授業、午後は様々なアクティビティ（ウェル

カムパーティー、タレントショー、ジャパニーズフ

ェスティバル、クラブ活動（日本文化）、ディスカ

ッション、京都歴史探訪、スポーツデイ、アメリカ

文化体験、フェアウェルパーティー等）やプレゼ

ンテーションをします。 

併願可 

ＡＩＧ高校生外交官プログラムのご案内 

 

文部科学省認可通信教育 
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応募を希望の方は、ＡＩＧ高校生外交官プログラムサイトで詳細をご確認のうえ、当校クラス担任ま

で申し出ください。担当鈴木より、提出書類等のご案内をさせていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集要項・応募書類ダウンロード先】 

http://www.highschooldiplomats.org/index.html 

●校内申込〆切：１月１５日（金）担任まで申し出 

●校内応募書類提出〆切：１月２２日（金）必着 

●校内選考結果発表：１月２５日（月） 

●校内担当：鈴木（横浜分室 ０１２０－８４０－５９８） 

 

事務部 番場 晴美 

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 

 

 冬期休業中は、職員室フリーコールは利用できません。 

 

 

 

 

 

 

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 

年末年始のお知らせ 

★在校生の方へ★ 

在校生の方で緊急の場合は、各担任先生の携帯電話へ連絡して下さい。 

先生方の都合上、休校期間は担任携帯電話へ連絡がつかない場合がありますので、 

その際は各担任へメールを送信しておいて下さい。1月6日（月）以降順番に回答します。 
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保健衛生部 平安山 智子 

 

公共交通機関や商業施設利用や人ごみに出かける際のマスク着用が求められ、みなさんも日ごろから

マスクを利用されていることでしょう。ディスポーザブル（使い捨て）マスクの利用については、誤解

や誤用、感染予防効果を減じる使い方をしている方も見られることから、改めて注意喚起をします。 

感染予防の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》コロナ感染を防ぐマスクの取扱い 

 

文部科学省認可通信教育 

プリーツ（ひだ）が下向きが表！ 

ひも（ゴム）がどちらの面についているかや着色面

に関係ありません。ひだの窪みにチリや飛沫をた

めないためです。 

ノーズフィッター（ワイヤ）がある側が上！ 

オメガ式プリーツ（マスク中央をはさんでひだの向

きが逆転）の場合は、中央が膨らんでいる面が表 

麺 

鼻マスク 

鼻粘膜やのど粘

膜へウイルスが感

染するリスクがあ

ります。 

くしゃみで、飛沫を

まき散らすリスク

があります。 

頬とマスクの間にすき間ができて、飛

沫を吸い込んだり、自身のせき・くしゃ

みの飛沫をまき散らします。 

あごなど肌に付着したウイルスを 

装着時に口に運んでくることになる

し、あごマスクの瞬間は無防備です。 

あごだし 

マスクを一時的に外す 

× 

あごマスク 

マスクを外すときはひも（ゴム）を持って

ください。マスク外側はチリや飛沫が付

着していて汚いです。 
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正しいマスクの着用 

マスクの内側を重ねるよ

うに２つ折りにしてビニー

ル袋などに保管します。 

市販のマスクケースは新

品を入れる用途です。使

用中のマスクを入れる

と、マスクケースもマスク

内面も汚染されます。 



‼ ひものすげ替えや

付け足しなどマスク

の加工は、マスクを

ベタベタ触ることに

なるので適切ではあ

りません。 

 

 

 

解消／緩和の工夫 

・マスクのサイズがあっていないかもしれません。ひと廻り大きなサイズを試してください。 

・ゴムタイプのヒモではなく、伸縮性のある不織布やメリヤスタイプのヒモのマスクを試してください。 

・ひもが幅広くて柔らかいタイプのマスクを試してください。 

・マスクをかけるとき、ひもを耳にかけてから、ひもに沿って耳の下側から上側へ指を

滑らせて、上側と下側のひもの張力のバランスをとってください。 

・（応急処置として）マスクのひもを引っ張ってよく伸ばしておく（ひもとひもを両手で引

っ張ってください。不用意にひっぱると、ひもがマスクから外れます）。 

・左右のひもを輪ゴムで結んで、頭の後ろでとめるようにする。または、マスクバンドストラ

ップ（百均でも購入可）を利用して、ひもを耳にかけずに頭の後ろでとめるようにする。 

・マスク用イヤーフック／イヤークッション（百均でも購入可）で耳を保護してから、マスクをつける。 

 

 

 

 

教務主任 比嘉 彩香 

 

月刊の学校情報誌「ゆんたく」の郵送とは別に、ＳＮＳの『ＬＩＮＥ(ライン)』

を利用して学校情報を一斉配信しています。月々の短期集中スクーリングの案

内や時事の情報などを載せています。スマホやＰＣでＬＩＮＥを利用できる保

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、クラス担任とこまめに連絡を取るようにお願いします。 

 なお、やしまから生徒さんに郵送していました年賀状についても、令和３年よりＬ

ＩＮＥでの配信に移行します。海外にいる生徒さん・自宅を離れて活躍している生徒

さんにも、お正月に年賀の便りが届くようになります。 
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マスクで耳が痛い時 
耳たぶの付け根にひもがくい込むと痛くなります。

ひもが細い／張力が強い／こすれる／ひもが短

い／急角度で耳にあたる／長時間着用している

などの要因でがあります。 

学校情報はＬＩＮＥで配信しています 

上記とは別に、全クラス共通の『ＬＩＮＥ(ライン)』

にて学校情報を 

一斉配信しています。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。 

 

使用済みマスクの捨て方 
外したマスクは、折りたたまず、ひもを持ってそのまま捨

ててください。マスクの外側は飛沫やちりが濃縮して付着

していますので、触らないようにします。 

文部科学省認可通信教育 



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 

●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 金 元日、学校休業日 16 土  

2 土 学校休業日 17 日  

3 日 学校休業日 18 月  

4 月 学校休業日 19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木 
2 月Ｓ最終申込〆切日 

（必着・１７：００受信分迄） 

7 木  22 金 １月②Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

8 金 
１月①Ｓキャンセル返金可能〆切 

１月①Ｓ返送書類必着 
23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 成人の日 26 火 

２月 S 詳細発送 

１月②Ｓキャンセル返金可能〆切 
１月②Ｓ返送書類必着 

12 火 1 月②S詳細発送 27 水  

13 水  28 木  

14 木  29 金 ゆんたく発送・成績発送 

15 金 ●１月①スクーリング● 30 土 ●１月②スクーリング● 

   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 

１６ 

12/28（月）～1/4（月）は 

学校休業日です 


