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・ ｐ２－３   １２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校：ＹＡＧ⑤スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ６－７   「トップアスリート育成コース」新設について 

・ ｐ８     令和２年度後期卒業証書授与式について  

／ 証明書の発行時期について 

・ ｐ９     令和２年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０    「沖縄産業開発青年隊（第１５８期）募集」のご案内 

・ ｐ１１    高専連携による特別活動の認定について 

・ ｐ１２    卒業生シンガーの「Ｍｉｎｉアルバムリリース」のご紹介 

・ ｐ１３    進路だより ～ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？(活動・帰国後編)～ 

・ ｐ１４－１５ 《健康だより》感染予防に努めて令和３年度入試 

／ 令和２年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

・ ｐ１６－１７ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１８    ２月行事予定 

令和３年１月２９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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２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 

HHHYYY   ののの「「「帰帰帰るるる場場場所所所   」」」ににに挑挑挑戦戦戦!!!!!!   

《《《バババンンンドドド部部部門門門》》》   

《《《三三三線線線部部部門門門》》》   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ スタッフとして参加させて頂きました。とても楽しく他の方の特技や歌声を 
見ることができ、ライブ後はもっと仲を深めることが出来ました。 

☺ バンド部門の方達がすごくかっこよくて感動しました。 

☺ とても良いライブになっていたと思います。各部門のひとつひとつが最高でした。 

☺ ゲストなど本物のアーティストさんの演奏が見れるのもとても良い経験でした。 

☺ イルミネーションもきれいだったし、みんな、短期間ですごい出来上がっていてすごかっ
たし楽しかった。 

☺ 久しぶりにＬＩＶＥを生で見たので楽しかったです。 

☺ 最初は本当に１つも弾けなかったのに練習する度に自分達が弾けるようになっているの
を実感してとても達成感があった。 

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。 

３ 

   

文部科学省認可通信教育 

《《《ゲゲゲススストトトララライイイブブブ》》》   
沖沖沖縄縄縄ででで有有有名名名なななミミミュュューーージジジシシシャャャンンン   

「「「城城城間間間健健健市市市」」」さささんんんををを招招招待待待しししててて   
ＬＬＬＩＩＩＶＶＶＥＥＥ～～～♪♪♪   

《《《ハハハンンンドドドベベベルルル部部部門門門》》》   

♪♪♪あああわわわてててんんんぼぼぼうううのののサササンンンタタタクククロロローーーススス♪♪♪   
♪♪♪ミミミッッッキキキーーーマママウウウスススマママーーーチチチ♪♪♪   

オオオプププシシショョョンンン   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   

体体体育育育ののの時時時間間間   

《《《司司司会会会》》》   



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

提携校：ＹＡＧ⑤スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

   

特特特別別別活活活動動動   
ジジジンンンベベベイイイザザザメメメのののぬぬぬいいいぐぐぐるるるみみみをををくくくじじじ引引引ききき   

   

体体体育育育ののの授授授業業業でででリリリフフフレレレッッッシシシュュュ   

休休休みみみ時時時間間間ののの風風風景景景   

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   

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   



事務部 番場 晴美 

 

新年が始まり早一か月…いつもの生活リズムに戻っているでしょうか
(*^_^*) 学校に居るモモコとスズ(犬)は、皆さんの来校をいつも心待ちにして
います。自宅学習、卒業後の進路など迷ったり悩んだりした際は連絡を下さ
い。一緒に考えていきましょう!!一人で考えて解決出来る内容はまずは考え
てみましょう(*^_^*)一人で解決出来ない内容は一緒に考えていきましょう!!
皆さんの事をいつも応援しています       
今年度も残すところ約２カ月…早いものです。皆さんのこの２カ月が充実

した日々でありますように。副担任の平野圭一郎先生と共に皆さんにお逢い
出来る事を楽しみにしています(*^_^*) 

５ 

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！５・６番クラス担任の島袋友美です！2021 年がスタ

ートしました！今年もしっかりと目標を立て、それを達成できるように一歩

ずつ前進していきましょう。まずは高校卒業という皆さんの目標を達成すべ

く、今年も皆さんをサポートさせていただきますので、困ったこと、相談事、

その他いろいろ皆さんからの連絡をお待ちしています。 

まだスクーリングに参加できていない生徒さんも、これから 

お会いできるのを楽しみにしています♪ ちなみに、私の今年 

の目標は「1 日 10 分間は必ず家の掃除をする」です((^∀^*)) 

新年明けましておめでとうございます！３・４番クラス担任の糸数です(^^)/ 

２０２１年になり、気持ちも新たに何か目標は出来たでしょうか？？ 

私は今年も皆さんにスクーリングで会えるの楽しみにしています(^^♪ 

また、日々精一杯サポートさせていただきます！！ 

沖縄もついに寒くなり冬が到来しました！ 

皆さんも体調を崩さず、今年も健康第一で頑張りましょう!(^^)! 

今年度のスクーリングは残り 3 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（●＾o＾●）今年も宜しくお願いします。 

沖縄も冬らしくどんどん冷え込んできました。。。 

皆さんも体調を崩さないよう日々気をつけて過ごしてくださいね～。 

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！！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！！  

課題を進めるときは、学校のＨＰ上にある『自宅学習サポートページ』を参

考に進めていきましょう♪ 

皆さん、いかがお過ごしですか？ 

新年明けて新しいスタートを迎えました。 

卒業に向けて、進学や、就職に向けて、資格試験に向けて、各自の目標が達

成できるよう応援しています。 

何かあればいつでも相談のりますのでお気軽にご相談くださいね。 

今年も皆さんにとって素敵な一年になりますように。 

みなさん、明けましておめでとうございます。 

芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田由紀です。 

１月に入って、１２月とは比べものにならないくらい寒くなりました(゜-゜) 

本部町では９度くらいまで下がる日もあります！！ 

寒さに弱い沖縄県民にとっては辛い時期ですね…みなさんもぜひぜひ暖か

くしてお過ごしください～☆ 

ちなみに今年の目標は、「年齢にふさわしい振る舞いができるようになる」

です＼(^o^)／ 今年もよろしくお願い致します！ 



校長 中村 成希 
 

 

 

 

 

 

八洲学園大学国際高等学校（広域通信制課程普通科）は、「トップアスリート育成コース」を新設し、

「トップアスリートが直接各種目を指導する体制」を整えるため、株式会社Ｗｉｚユナイテッド（東京

都新宿区）と提携する事になりました。（２０２１年４月開始予定で、在校生の方で興味のある方は各担

任まで連絡を下さい。別途、費用がかかります。） 

トップアスリート育成コースでは各種目において各々が目指すべき「文武両道」を見極め、選手とし

ても選手以外の立場でも世界基準で活躍できる人材を育成・輩出する事を目指していきます。また、「ア

スリートは競技人生を終えた後のキャリア形成が難しい」という現実もあるので、高校在学中に、どん

な環境でも生き抜く事が出来る対応能力も身に着ける指導を心がけます。 

 

 

 

 

 

 

 

トップアスリート育成コース内には、「選手育成学科」「指導者育成学科」「スポーツトレーナー育成学

科」「スポーツメディア学科」「スポーツアパレル学科」の５学科を設置。K-1 WORLD MAXで日本代表

決定トーナメントを３度優勝した元Ｋ－１王者「小比類巻貴之（通称：ミスターストイック）」選手も今

までの実戦経験を踏まえての指導をして頂きます。 

【●トップアスリート育成コース●】（Ｗｉｚユナイテッドスポーツ高等学院） 

①選手育成学科・・・格闘技（ボクシング、キックボクシング、総合格闘技、空手）、サッカー、バ

スケットボール、陸上の４種目で活動拠点（北海道、東京都、埼玉県、大阪府、鹿児島県、沖縄

県）を定め、活動していきます。 

②指導者育成学科・・・将来、世界で活躍できるスポーツ指導者を目指し、現場での実践指導も行い

ながら、語学と指導力の両輪でコーチングスキルを磨いていきます。 

③スポーツトレーナー育成学科・・・将来、世界で活躍できるスポーツトレーナーを目指し、現場で

の実践指導も行いながら、語学と施術の両輪でトレーナースキルを磨いていきます。 

「トップアスリート育成コース」新設について 

文部科学省認可通信教育 

元Ｋ-１王者「小比類巻貴之」選手も教育業界に参加 

リアル教育とオンライン教育でトップアスリート育成 

 

６ 



④スポーツメディア学科・・・スポーツ IT企業のメディア部門と連携し、世界と繋がるスポーツメデ

ィアの制作と運用に取り組める人材の育成・輩出を目指していきます。 

⑤スポーツアパレル学科・・・トップアスリート向けのスポーツアパレルのデザインからマーケティ

ング、販売まで一貫した学びと実践を繰り返していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スポーツと食育 

株式会社ゴーゴーカレーグループ（東京都千代田区）が運営する「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で食育行事「八洲学園ゴーゴ

ーカレーの日」を実施しています。レシピで、高校所在地の沖縄県本部町の特産品であるスーパーフー

ド「アセローラ」を、株式会社アセローラフレッシュ（沖縄県本部町）のご協力の元、食材として取り

入れています。アセローラの赤色に含まれるポリフェノールには、ビタミンＣとの相乗作用で、身体に

たまった活性酸素類を除去する効果があり、「筋肉疲労回復の効果・予防」が期待されていますので、「ス

ポーツと食育」も関連付けていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■八洲（やしま）学園大学国際高等学校：短期集中スクーリング方式のために開校した、「日本初」の通

信制高校。本校は沖縄県本部町にあり、全国から入学が可能。学校長：中村成希 

■株式会社Ｗｉｚ（ワイズ）ユナイテッド：アスリートのキャリア支援を目的に設立。（東京都新宿区、

代表取締役社長：岩崎勇一郎） 株式会社早稲田ユナイテッド（東京都西東京市、代表取締役社長：

岩崎勇一郎）と株式会社Ｗｉｚ（東京都豊島区、代表取締役社長：山崎俊）との合弁会社。 

７ 

文部科学省認可通信教育 



教務部 比嘉 彩香 
 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２１日（日）】に、令和２年度後期卒業証書授与式を挙行いたします。 

新型コロナウイルス感染症予防を図りつつ安心して参加いただくために、三密回避や換気だけでなく、

式次第・規模・開始時刻・開催時間を変更して実施することとしております。１月①スクーリングまで

に卒業確定をした方には、卒業証書授与式のご案内を１月下旬に発送いたしますのでご確認お願い致し

ます。（１月②または２月スクーリング参加で卒業が確定された方には、直接ご案内します。） 

また卒業証書授与式を欠席される令和２年度後期卒業生には、後日、卒業証書を簡易書留にて送付さ

せて頂きます。 

卒業生代表挨拶を読んでくれる方、募集！ 

令和２年度卒業証書授与式で、卒業生代表挨拶を読んでくれる卒業生を募集しています。今まで頑張

ってきた経緯や卒業後の決意、感謝の気持ちなどを発表したい卒業生はクラス担任までご連絡下さい。

希望者多数の場合は読んでくれる代表者を絞らせて頂きます。 

事務長 平良 亮 
 

 進学や就職の際は、「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「単位修得成績証明書」「調査書」「推薦書」

等の提出が必要となります。また、証明書の有効期間は一般的には発行から３か月以内となっています。

進学や求人への出願／求職あるいは入学手続／就職手続にあたっては、証明書の提出が必要になります。

事前にどのような証明書が必要か調べて早めに準備しましょう。当校での証明書の発行には１週間＋郵

送日数をお見込みください。 

 なお、令和２年度後期卒業確定者・見込者からの２月２１日 卒業証書授与式の翌日（２２日）以降に

学校受理の証明書発行願申請については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、

証明書の必要な方はお早めにお申込下さい。なお、卒業式当日（２月２１日）までは「在校生料金」で

す。卒業式後の発行分の事前申込もできます。 

■ 「卒業証明書」  ･･･令和２年度後期卒業の方は、令和３年３月１日以降に発行 

※令和３年２月２８日までは、「卒業見込証明書」の発行。 

■ 「成績証明書」「単位修得成績証明書」･･･令和２年度前期までに修得した科目を記載 

※令和２年度後期に単位修得した科目は、令和３年３月１日以降の発行で反映されます。 

▼注意事項▲ 

➢ 証明書発行申請は書面でのみ受理いたします。ＦＡＸやメールでは受理できません。 

➢ 証明書発行申請に不備がある場合は受理できません。手数料不足／返信用切手の入れ忘れ／返信用

封筒の入れ忘れ等のミスが増えています。事前にクラス担任に連絡して流れを確認してください。 

➢ 証明書発行の手続きの詳細・申請用紙は「学習の手帳」p51～53 に掲載しております。また、当校

Webサイト「在校生はこちら」でも掲載しておりますのでご利用ください。 

➢ 提出先の用意した様式・書式への証明や英文での証明は、作成に日数がかかりますので、余裕をも

って発行申請をしてください。 

令和２年度後期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 

８ 

証明書の発行時期について 

制服について 



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、１２月スクーリングに参加しました生徒さんの計２名を表彰しましたのでご紹介しま

す。また、２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。 

（※画像中央は、海外芸能スポーツクラス担任の仲田由紀先生） 

 

●The Sixth Asian Beach Games Sanya 2020（Surfing SUP部門競技 日本代表選

考会）優勝 田口頼（画像左側） 

●SUP レース 猪鼻湖. Supported by Hotel LISTEL 浜名湖, HORIKOSHI SHOUN PRO.

ディスタンスレース(長距離) 優勝 、スプリントレース(短距離)３位 田口頼 

●TRUMP Paddle Sessions in Crescent Beach 2020（20kmスーパークラス） 

優勝 田口頼 

●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（画像右側） 

●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 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●声優活動（ぷろだくしょん「バオバブ」所属）リボンチャンネル動画「まばゆ

くまたたく（漫画：北里鮎）」田村葵（代々木アニメーション学院高等部） 

●第１３４回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール金沢（高校生部門） 第６位 吉田沙羅 

令和２年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

９ 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の建築業技術訓練分野で提携をしています『沖縄産業開発青年

協会』の第１５８期青年隊の募集が始まりました。１０種類以上の資格・技術を取得する事

ができ、八洲学園大学国際高等学校の科目「校外技能取得」に読み替える事が可能です。興

味がある方は資料を発送しますので各担任に問合せて下さい。 

（※「学習の手帳」３１ページ参照。【訓練期間：令和３年４月１０日～９月１１日】） 

 

「沖縄産業開発青年隊（第１５８期）募集」のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

大阪市にあります「学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校」の定期演奏会が２月２４日（水）

に東成区民センターにて開催されます。日本で唯一の吹奏楽学科がある専門学校です。 

八洲学園大学国際高等学校と同じ学校法人ですので「高専連携事業」として、「①進学の

ための指定校推薦枠」と、定期演奏会（年２回）を聴きに行き視聴報告書を作成する事での

「②特別活動として認定する」を実施してます。ご興味のある方は各担任に相談して下さい。 

高専連携による特別活動の認定について 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校に在学中から活躍し、清水翔太さん・加藤ミリヤさんと同じ事

務所の妹的存在としてメジャーデビュー（「オレンジバタフライ」は２０１８年１０月度の

全国パワープレイランキング１位獲得）をしましたシンガー・ソングライター「大城 美友

（おおしろ みゆ）」さんのＭｉｎｉアルバムが、２月１０日にリリースされる事が確定しま

した。また、アニメ「ログ・ホライズン円卓崩壊」エンディングテーマ「ブルー・ホライズ

ン」も収録されてます。応援よろしくお願いします。（画像情報：所属事務所提供） 

 

 

 

卒業生シンガーの「Ｍｉｎｉアルバムリリース」のご紹介 
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進路指導部 平野 圭一郎 

 

さて、最終回は帰国後の話しを中心に執筆させていただきたいと思います。一度旅行などで海外に出ると、人に

よっては帰国後、日本の生活に慣れるまでにその期間分時間を要すると言われています（例：一週間ハワイ旅行→

日本の生活に慣れるまでの時間：７日間）。皆さんの周りにもいませんか？「あー海外楽しかった」と少し落ち込んで

いる人。 

日本とまったく異なる文化圏にいた隊員が、

どのようにして日本の社会に適応していくので

しょうか。一年以上仕事はせず家事手伝いと

いう隊員もいるようです。私の先輩もそうでし

た。大切なのは「焦らず、自分のペースで」で

すが、途上国と違い、人のペースを最大限尊

重し、受け入れてくれるほど優しくはない一面

が日本の社会にはあります。きっかけをつか

み、目標を見つけ、計画を立て、柔軟に前進

していく姿勢が大切なのかなと感じます。 

（グラフは https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/careerinfo/index.html より引用） 

■活動から帰国へ 

二年間の活動ですので、途中帰国する人も少し出てきます。怪我や事故、精神的な疲労や現地での就職、他に目

標を見つけて去る人など、理由は様々です。第二の故郷ができたため、また旅行で任地を訪れる人もいます。大切

なのは時間をかけても気持ちを切り替え、次のステップを踏むことですね。途中帰国しても、日本で活躍している人

はたくさんいます。 

■帰国後研修→再び日本の社会へ 

帰国後、まずは JICAにて帰国後研修を行います。内容は主に活動を完了したことに対する外務大臣からの表彰状

の授与、ＪＩＣＡの就職・就学支援に関する説明や、企業・ＮＰＯ団体等との交流イベントの告知、さらに国内ボランテ

ィアの紹介など。私も次の就職先が決まるまでは、在日外国人の生活サポート（通訳ボランティア）に取り組んでいま

した。にしてもこの説明会、帰国翌日に朝から夕方まで、しかも休憩時間の短い事といったら・・・この段階で平野は

どこか遠くへ帰りたくなりました。 

■帰国後の道 

帰国後、進路は様々です。ＪＩＣＡに就職する人、学費の支援制度を活用し大学院へ進学する人、まずはアルバイト

から始める人。一番スムーズに事を進めている人たちは目標を定め、逆算し、長期的な計画を立てています。 

たとえば・・・ 

① 社会のこの部分に変化を起こし、多くの人が安心して暮らせる世界にしたい 

② 現実的には十分な資金が無ければプロジェクトは完遂できない 

③ ならば日本政府代表として、予算が十分確保できる国際連合で働きたい 

④ 必要なのは語学力と修士号、そして実務経験 

⑤ NPO団体等で実績を積み、その間に語学力を向上させ、貯まったお金とＪＩＣＡの支援制度を活用して大学院へ進学 

⑥ ＵＮＶ（国連ボランティア制度）へＪＩＣＡ推薦の元参加 

⑦ 人脈を広げ、出会った人達と信頼関係を築き、国連への採用枠を勝ち取る。 

といったように、現在国連の職員として働いている仲間も数名います。目標が見つかれば、自然と「今はこれをしよ

う」「難しそうだから計画をもっと長い目で組み直そう」など柔軟に道を進んでいけるはずです。これは国際社会で活

躍する人に限った話ではないので、皆さんも、もし目標が見つかれば、達成できない目標などありませんので、柔軟

に、休憩もとりつつ前進していってください。それまでは、”pasito a pasito” (少しずつゆっくりと：スペイン語)です☺ 。

海外で実務経験を積み、なおかつ新しい言語を習得できるこのボランティア制度はとてもお得だと思います。長いキ

ャリア、人生の通過点としての協力隊、頭の片隅に置いてみてくださいね☺ 

進路だより ～ＪＩＣＡ海外協力隊って何？？(活動・帰国後編)～ 

文部科学省認可通信教育 
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環境保健部 平安山 智子 

 

 文部科学省・厚生労働省・大学入試センターより令和３年度入試受験生への周知依頼がありまし

たのでご案内します。身につけた力を発揮し安心して受験できるよう心がけてください。 
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《健康だより》 感染予防に努めて令和３年度入試 
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 また、受験生の保護者様には、文部科学省高等教育局長名（12月 11日付）で次のように要請されて

います。新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図り、受験生が安心して受験できるようにご協力をお

願いします。 

※共通テスト／大学等受験会場の個別の感染予防対策については、各実施機関の発する案内をご参照ください。 

※受験生や保護者が利用するホテル等の宿泊施設、バス・鉄道事業者へも感染予防対策の徹底が要請されています。 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 平良 亮 
 

大学や専門学校の令和３年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで出願を受け付けて

いる場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、沖縄本校事務宛てに申し込みくだ

さい。申込用紙が学校に到着後、発行までに１週間程度かかります。志望先の出願期間、出願締切日、

出願に必要な書類の提出方法などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

 なお、調査書発行手数料は、卒業証書授与式当日の２月２１日（日）までの受理については無料です

が、２月２２日（月）以降は、一通につき２００円の手数料がかかります。 

 

 

 

⚫ 受験生へのやむを得ない付き添いや送迎を除き、試験会場やその周辺に参集すること

によって、密集状態が生じることがないよう、そうした行為の自粛をすること 

⚫ 受験生のいる家庭内においても保護者や親族を含め、改めて手洗い・マスクの着用、

換気の徹底等の基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「３つの密」（換気

の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、近距離での会話や発話が生じる密接場面）

を避けるなどの対策を徹底すること 
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令和２年度後期卒業生の調査書・推薦書について 

 令和３年度入試より、文部科学省指定の調査書の様式が変わり、「郊外での活動（ボランティア活動・インターン・留

学・自主活動など）」「校内での活動」の記述欄が大きくなっています。調査書・推薦書発行申請の際は、「自己ＰＲ用

紙」に活動内容をしっかりと記載してください。 



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 

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 

滋賀県 ●湖東七色学園 滋賀県近江八幡市 

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 月  16 火  

2 火  17 水 ●５泊コース● 

3 水  18 木  

4 木 ２月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 19 金  

5 金 ３月①Ｓ最終申込〆切日（必着・１７：００受信分迄） 20 土  

6 土  21 日 令和２年度後期卒業証書授与式 

7 日  22 月  

8 月 
２月Ｓ返送書類必着 
２月Ｓキャンセル返金可能〆切 

23 火 天皇誕生日 

9 火  24 水 
３月②Ｓ最終申込〆切日（必着・１７：００受信分迄） 
３月①Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

10 水 ３月①Ｓ詳細発送 25 木  

11 木 建国記念の日 26 金 ゆんたく発送・３月②Ｓ詳細発送 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日     

15 月 ●２月スクーリング：７泊●    

      

※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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