
文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｐ２－３   １月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   １月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ６     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ７     令和３年度前期 科目追加登録について 

 ／ 転居の際は「住所氏名変更届」を！ 

・ ｐ８－１０  令和２年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１１    進路だより ～働くときに知っておきたいルール「労働法」について～ 

・ ｐ１２    《健康だより》新型コロナとこころの健康維持 

・ ｐ１３    学校Ｗｅｂサイトの新着情報を活用しよう！ 

 ／ 学校への路線バス・高速バス アクセスについて 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６    ３月行事予定 

令和３年２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。 

 



事務部 番場 晴美 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月①スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

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   
入入入校校校式式式ののの様様様子子子   

ＪＪＪＩＩＩＣＣＣＡＡＡ講講講師師師ののの先先先生生生ををを招招招いいいててて、、、   
海海海外外外体体体験験験談談談のののおおお話話話しししややや   

貿貿貿易易易ゲゲゲーーームムムををを行行行っっっててて頂頂頂きききままましししたたた!!!!!!   
   
   
   

ＪＪＪＩＩＩＣＣＣＡＡＡののの講講講師師師先先先生生生ををを招招招いいいててて、、、   

総総総合合合的的的ななな学学学習習習ののの時時時間間間    海海海洋洋洋文文文化化化
会会会館館館   

家家家庭庭庭総総総合合合   ミミミシシシンンン体体体験験験   

入入入校校校式式式ででで絵絵絵馬馬馬作作作りりり   

スススウウウェェェーーーデデデンンンのののシシシーーールルルででで   
ハハハンンンカカカチチチ作作作りりり   

ダダダーーーラララナナナホホホーーーススス色色色づづづけけけ体体体験験験   

スススウウウェェェーーーデデデンンンののの伝伝伝統統統工工工芸芸芸品品品   
”””幸幸幸せせせををを呼呼呼ぶぶぶ馬馬馬“““   

絵絵絵馬馬馬完完完成成成☆☆☆   

生生生徒徒徒さささんんん達達達ががが   ###願願願いいい事事事   ををを自自自由由由ににに書書書くくく企企企画画画   
皆皆皆さささんんんののの願願願いいいががが叶叶叶いいいままますすすよよようううににに・・・・・・・・・!!!!!!   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 特別活動では絵馬やスウェーデンの伝統工芸品のダーラナホースの色塗り、貿易ゲーム、
海外での体験談など、とても楽しい体験が沢山出来ました。 

☺ 特別活動の内容はとても考えさせられる内容で世界に目を向ける良い機会になりました。 

☺ 日本にいながら色々な国のことを知る事ができました。 

☺ JICA の青年海外協力隊に興味があったので特別活動でお話を聞くことができて良かった
です。 

☺ 色々な文化やお話、ゲームを通して世界のことを学ぶ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。 

３ 

   

文部科学省認可通信教育 

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   

体体体育育育でででフフフクククギギギ並並並木木木ウウウォォォーーーキキキンンングググ   

体体体育育育館館館ででで思思思いいいっっっきききりりり身身身体体体ををを   
動動動かかかしししままましししたたた!!!!!!   

沖沖沖縄縄縄のののビビビーーーチチチののの前前前ををを体体体育育育でででウウウォォォーーーキキキンンングググ   

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 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 

４ 

スススウウウェェェーーーデデデンンンののの伝伝伝統統統工工工芸芸芸品品品   

ダダダーーーラララナナナホホホーーーススス   

日日日本本本ののの文文文化化化「「「絵絵絵馬馬馬」」」作作作りりり   

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   

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！！！   



 

 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 特別活動や HR で沢山外国の話を聞けてよかった。 

☺ 貿易ゲームをしたり、お話を聞いたり、すごく楽しかった。 

☺ 世界の状況など知らないことを沢山知る事ができてとても充実した時間を過ごすことが
できた。 

☺ JICA の方のお話で環境が良くない問題もあると知り、先進国として何かできることがあ
るのではないかと思った。 

☺ それぞれの国の良い所や気をつけないといけないところまでお話頂き、外国にとても興味
がわきました。 

☺ 様々な国の文化を楽しく学べました。常識や価値観が覆って良い知識になりました。 

☺ 絵馬とダーラナホースの色塗りが楽しかった。 

☺ 開発途中の国が色々苦労していることがわかった。貿易も簡単じゃないんだと思った。 

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。 

５ 

   

文部科学省認可通信教育 

日日日本本本一一一早早早いいい桜桜桜ののの前前前ででで   

JJJIIICCCAAA 職職職員員員ののの方方方ののの講講講演演演会会会①①①   

貿貿貿易易易ゲゲゲーーームムムののの様様様子子子   

JJJIIICCCAAA 職職職員員員ののの方方方々々々ととと   



事務部 番場 晴美 

 

今年度も残すところ１ヶ月…春も少しずつ近づいています(*^_^*) 暖かい春

が来る前に身の回りの整理整頓!! なんだか気持ちが晴々しそう      その後は、

これからの自分自身の活動や目標など考える時間をつくってみてはいかが

でしょうか!! 

 何か出来る事、何かやりたい事を見つけた時、人生は輝き始めます(*^_^*)

皆さんの過ごす時間が有意義な時間でありますように…。 

 沖縄より、副担任の平野圭一郎先生と、そして学校犬のモモコ・スズと共

に皆さんのこれからを応援しています(*^_^*) 

６ 

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！令和 2 年度後期卒業証書授与式が無事執り行われまし

た。卒業した皆さん、ご卒業おめでとうございます。卒業生、在校生の皆さ

ん、卒業後の進路は決定しているでしょうか。まだ決まっていないという方

もいるかもしれません。進路決定で大切なことは「気付き」だと私は思って

います。何気ない生活の中から、今後の進路が決まることが 

あります。自分は何に興味・関心があるのかを考えながら、 

1 日 1 日を大切に過ごして欲しいなと思います。未来を切り開く 

のは自分自身です。皆さんの未来が輝くよう、全力で応援しています。 

みなさん、こんにちは！３・４番クラス担任の糸数です(^^)/ 

２０２１年になり、１か月が過ぎました。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を楽しみにして

います(^^♪ また、日々精一杯サポートさせていただきます！！ 

まだまだ、寒い時期が続きますが、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 1 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♪ 

電話、メール、ＬＩＮＥでの連絡をお待ちしています！ 

みなさん、こんにちは（●＾o＾●） 

卒業後の進路相談など、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！！  

くれぐれも体調管理に気をつけて、日々過ごしてくださいね☆ 

副担任の久田先生を含め、そのほかの八洲の先生たちや、学校犬のスズとモ

モコがたくさん映っている SNS もありますので、スクーリングの様子や学

校の様子など気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！！ 

みなさん、こんにちは。沖縄では少しずつ半袖で過ごせる日が増え、夕日が

キレイに見える季節が到来しました！晴れた日に散歩をすることが心地よい

と感じられるこの季節が大好きです。ところで、最近は子どもと一緒に様々

な材料を混ぜたスライム作りにはまっています。昔はスライムが自宅で手作

りできるなんて思ってもみませんでした。暇ですることがない方、ぜひ、や

ってみて下さい。なかなか時間つぶしになり、ストレス発散もできますよ～。 

芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田由紀です。 

こちら沖縄県、徐々に暖かくなってきました～！ 

朝・夜はまだ少し冷えますが日中、晴れていると２０度越えする時もありま

す(^.^) さらに本部町では桜が満開です♪スクーリング参加時にお見せでき

たらいいな～と思っています(^^♪ 

青空と桜のコントラストがかなり！フォトジェニックですよ☆ 

ぜひぜひ職員室付近の桜を見に来てくださいね＼(^o^)／ 



教務部 比嘉 彩香 

 

科目追加登録とは次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことです。 

前期生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも可能です）。 

ただし、追加登録できる単位数は生徒番号によって異なりますので、担任・副担任の先生と必ず

相談をしましょう。 

 なお、お申込みはインターネットからとなります。 

ＱＲコードをスマートフォンで読み取っていただき、申込フォームより 

お手続きを進めてください。 

 

学校ホームページURL（在校生はこちらをクリック⇒科目追加登録申込） 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/form/kamoku/input.php 

  

 

※インターネット環境がない場合は、「令和2年度の学習の手帳63ページ」の科目追加登録申込書

をコピーの上、郵送またはＦＡＸでお申込ください。 

 

 

事務長 平良 亮 

 

科目追加登録の教材は、宅配業者を利用して配達されます。郵便局に転居届を届けていても、学校で

住所変更の手続きをしない限り、教材を届けることができません。住所が変更となった、または異動の

予定があれば、速やかに「住所氏名変更届」を提出してください。学校から配達証明郵便にて住所変更

届受理証明書を返送いたします。生徒証とセットにして携行してください。 

新しい住所での生徒証の再発行をする場合には、証明書発行願（生徒証明書再発行）・写真（縦 3cm ×

横 2.5cm ）・手数料分の切手を添えてお申し込みください。申込み方法・発行願用紙は「学習の手帳」

54～55ページまたは学校 Web サイト「在校生ページ」をご覧ください。 

在校生ページ ⇒ https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

また、機種変更などにより携帯電話の番号やメールアドレスが変更となったら、速やかに担任までお

知らせください。 

  申込受付期間 学費納付期限 

第１期 3月 15日（月）～  3月 31日（水）当日受信分まで 4月 15日（木） 

第２期 4月 1 日 （木） ～ 4月 30日（金）当日受信分まで  5月 17日（月） 

令和３年度前期 科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

７ 

転居の際は「住所氏名変更届」を！ 



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ＹＡＧ⑤スクーリング、１月①スクーリングに参加しました生徒さん達を表彰

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。 

 

●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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 

●「Ｅ－ＣＯＮ！（中高生の環境問題取り組みコンテスト！）」 企画・主催 

松野名莉 （インフィニティ国際学院） 

●日置秀一プロチャレンジマッチ（公益財団法人全日本ボウリング協会所属） 

第３位 竹島瞬  

 

９ 

文部科学省認可通信教育 



 

【功労賞授与確定者（新規）】 

●Victoire Ballet Competition Nagoya2020 

高校生の部 第２位 羽佐田祐紀 

●Japan Ballet Competition Grand 

Championships2020 中学３年生以上（男性）

の部 第２位 羽佐田祐紀 

●Japan Ballet Competition 愛知初春

2021 中学 3年生以上（男性）の部 第１位 

羽佐田祐紀 

●第 1回 クリエ全国バレエコンクール安城 

Junior C部門 第７位 羽佐田祐紀 

 

 

 

 

 

 

●アイドル活動（芸能ライバー事務所「VooST」所属）音羽咲茉 （ライバーアイ

ドルグループ「みっくすころん！」）画像中央 

 

１０ 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 宮城 泰之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．賃金（給料）に関する主なルール 

①「書面による明示」 

  給料の額などの労働条件は書面（労働契約書）にして明示。口約束は✖。 

②「最低賃金額」 

  法律で都道府県ごとに決めれらている。ちなみに沖縄県は時給 792円。 

 ③「支払われ方」 

   現金で（通貨払いの原則）、労働者本人へ直接（直接払いの原則）、全額を（全額払いの原則）、

毎月 1回以上決まった日にちに（毎月 1回以上定期払いの原則）支払われる。 

 

２．勤務時間に関する主なルール 

 ①「労働時間（法定労働時間）」 

  1日 8時間以内、1週間で 40時間以内 

  ※変形労働時間制 

   1週間の労働時間が 40 時間を超えない範囲で、1日当たりの労働時間が 8 時間を超えたり、

40時間を超えたりしても労働させることができる制度。繁忙期と閑散期のある企業が主に利用

している。 

 ②「休憩時間」 

  労働時間が 6時間以上なら 45分以上、8時間以上なら 60分以上。 

 

３．休日に関する主なルール 

 ①「法定休日」 

  毎週 1回以上あるいは 4週間を通じて 4日以上 

 ②「年次有給休暇」 

  休日以外に仕事を休んでも賃金を支払ってもらうことができる休暇。 

  取得条件：半年以上継続して働き、全労働日の 8割以上出勤 

  付与日数：10日 

  取得理由：利用目的は問われません 

 

 

 

 

参考ＵＲＬ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html 

進路だより ～働くときに知っておきたいルール「労働法」について～ 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

「労働法」とは・・・労働問題に関する法律の総称。生きがい・やりがいをもって働

くことができるよう、働く人を守るためのルールです。働く際には、働く条件等をよ

く確認した上で、働くことをお勧めします！ 

今回紹介したのは「労働法」の一部です。上記以外にも働くときに知っておきたいルールがありま

すので、皆さん自身でも必要な知識を調べたり学んだりして、働くときにぜひ役立ててください。 



環境保健部 平安山 智子 
 

新型コロナウイルス感染症に関しては、感染の不安に加え、緊迫したニュースに接したり生活スタイ

ルの変化に伴う様々なストレスがあります。在宅によって人との結びつきが減少し、生活のリズムを崩

したり、睡眠や食事のバランスを崩してしまう場合もあります。そこで、市井のみなさんがどのように

ストレスを解消しているかの国の調査結果を紹介します。自身のストレス解消法の参考にしてください。 

生徒のみなさんにおいても、学習だけでなく、在宅での生活や将来に不安を感じたら、どうぞお気軽

にクラス担任にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立精神・神経医療研究センター「コロナに負けない：不安との付き合い方」ページへ 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》新型コロナとこころの健康維持 

 

１２ 

厚
生
労
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省
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査
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１
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１
件
） 



①  

②  

③  

教頭 鈴木 啓之 
 

「ゆんたく」紙上では、奨学金や留学支援など様々な公募を紹介しています。しかしながら、急募の

奨学金や大学奨学金予約など募集期間の短い事業については、月刊の「ゆんたく」掲載では間に合わな

いため、八洲学園大学国際高等学校Ｗｅｂサイト Topページ 「最新情報」 に速報しています。生徒・保護者

のみなさんにおかれては、適時、学校Webサイトの更新をご確認ください。 

 また、各月の短期集中スクーリングの様子は、 

Top ページ ＞ やしまライフ ＞ フォトギャラリー から見ることができます。 

自身のスクーリング参加をふり返ったり、次回参加の選択にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長 平良 亮 
 

学校最寄りのバス停の場所とバス路線をご案内します。北部学習会参加など来校の際にご利用くださ

い。各社とも昨年から便数や運行時刻を変更しております。また、観光施設の稼動状況に連動した減便

も一部行われていますので、各社Ｗｅｂサイトで最新情報をお確かめの上、ご利用ください。 

① 「石川入口」バス停（路線バス） 

●[系統 65/66 番]本部半島線（本部廻り／今帰仁廻り） 

 （「名護バスターミナル」発着循環） 

●[系統 70 番]備瀬線（備瀬廻り／謝花廻り） 

 （「名護バスターミナル」発着循環） 

② 「エメラルドビーチ前」バス停（降車専用） 

沖縄エアポートシャトル リゾートライナー／特急便 

（「那覇空港 国内線」１番バス乗り場発 恩納村経由） 

③ 「オリオンモトブリゾート」バス停 

●系統 117 番高速バス（「ｵﾘｵﾝﾓﾄﾌﾞﾘｿﾞｰﾄ」行／「那覇空港」行） 

 （「国内線旅客ターミナル前」２番バス乗り場発 「国場」経由） 

「ホテルオリオンモトブリゾート&スパ」バス停 

●やんばる急行バス（「運天港」行／「那覇空港」行） 

 （「那覇空港国内線」１番バス乗り場発 「古島駅前」経由） 

「ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ」バス停（乗車専用） 

●沖縄エアポートシャトル エアポートライナー（「那覇空港」行） 

 

学校への路線バス・高速バス アクセスについて 
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学校Ｗｅｂサイトの新着情報を活用しよう！ 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 



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 

●オアシス塾 兵庫県神戸市東灘区 

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 
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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 
３月①Ｓキャンセル返金可能〆切 
３月①Ｓ返送書類必着 

16 火 
３月②Ｓキャンセル返金可能〆切 
３月②Ｓ返送書類必着 

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金 ●３月①スクーリング● 20 土 春分の日 

6 土  21 日 ●３月②スクーリング● 

7 日  22 月  

8 月  23 火  

9 火  24 水  

10 水 ３月②Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 25 木  

11 木  26 金  

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 成績発送 

15 月 前期科目追加登録開始日 30 火 ゆんたく発送 

   31 水  

※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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