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・ ｐ１０－１１ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１２    令和２年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

・ ｐ１３    ミュージシャン「OZworld a.k.a R'kuma（奥間玲央君）」のご紹介 

・ ｐ１４    「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

・ ｐ１５    沖縄での格闘技部門開始のお知らせ 

・ ｐ１６－１７ ３月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ１８    進路だより ～「働く事」～ 

・ ｐ１９    「ネオパークオキナワ応援プロジェクト」のお知らせ 

・ ｐ２０    令和４年度進学者 大学等奨学金予約について 

・ ｐ２１    《健康だより》新型コロナでネット被害にあったら 

・ ｐ２２－２３ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

／ ≪重要≫ 学校新聞「ゆんたく」の電子化について 

・ ｐ２４    ４月行事予定 

令和３年３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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２月スクーリングダイジェスト 
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★★★リリリレレレーーー★★★   

★★★大大大縄縄縄跳跳跳びびび★★★   

入入入校校校式式式ののの TTT シシシャャャツツツ作作作りりり♪♪♪   

   

★★★どどどんんんじじじゃゃゃんんんけけけんんんすすすごごごろろろくくく★★★   

   

コココロロロナナナ対対対策策策ででで、、、生生生徒徒徒さささんんん同同同士士士ののの接接接触触触・・・   
接接接近近近ををを最最最大大大限限限減減減らららしししたたた上上上ででで、、、赤赤赤・・・青青青・・・黄黄黄
ののの３３３チチチーーームムムににに分分分かかかれれれててて実実実施施施しししままましししたたた。。。   



 

￥ 

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 自分はリレーをやったのですが久しぶりに思いっきり走れて楽しかったです。 

☺ 久しぶりにカラダを動かし、外に出られないストレスが発散できてとても楽しかった。 

☺ 全力でみんなで楽しむことが出来ました。 

☺ スポーツ大会は想像以上の盛り上がりでとても楽しく参加できました。 

☺ めちゃくちゃ楽しかった。 

☺ スポーツが苦手なので不安だったけどすごく楽しかった。 

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。 
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学学学校校校ののの中中中庭庭庭

ででで   

フフフクククギギギ並並並木木木   

幸幸幸福福福ををを招招招くくく木木木とととしししててて有有有名名名ななな

パパパワワワーーースススポポポッッットトト★★★   

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   海海海洋洋洋博博博公公公園園園   

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   

体体体育育育ののの授授授業業業でででハハハイイイポポポーーーズズズ♪♪♪   



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 

３８８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皆様、ご家族の皆

様にも、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。 

 

皆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。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

つこと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。 

 

卒業される皆さんに、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３年２月２１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年度後期 卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 

４ 



事務部 番場 晴美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度後期 卒業証書授与式 
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卒業証書授与 

卒業生入場 

卒業生代表挨拶 
奥間綾乃さん 

校長式辞 

卒業生代表挨拶 
明石唯加さん 

卒業式の様子 
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卒業式を終えて 

 やしまんちゅの皆さん、 

ご卒業おめでとうございます！ 

OZworld a.k.a R'kuma が 

「NINOKUNI（八洲学園卒業式バージョン）」を披露♪ 



事務部 番場 晴美 
 

 中村 成希（校長） "卒業"おめでとうございます！！ 

 鈴木 啓之（教頭） 顔を上げて前を見よう 
手を伸ばして掴みとろう 歩みを進めて冒険しよう 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス担任） ご卒業おめでとうございます。 
自分の信じる道を突き進んでください。 
みなさんの未来に幸あれ(^^) 

 糸数 篤人（3･4 番クラス担任） 長い人生、楽しく、のんびりやっていこう！ 
卒業おめでとう！！ 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） ご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） 高校卒業を新たなスタート地点として 
ステキな人生を送って下さい。ずっと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☆素敵な未来へ      

 仲田 由紀（芸能スポーツ・海外クラス担任） Congratulations on your graduation！ 

 久田 友梨香（1･2 番クラス副担任） 卒業おめでとう！！ 
新たな道へ一歩ずつ進んでいってね！！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 
今しか出来ないことに全力で挑戦してください✨皆さんの活躍を祈っています！ 

 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！ 
皆さんのご健康とご多幸をお祈りしています！！ 

 平野 圭一郎（9･0 番クラス副担任） 卒業後も自分のペースを大切に！ 

 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自分のペースで前進！！ 

 原田 みき子 ご卒業おめでとうございます。よく考え、乗り越えていってください。 

 玉城 郁江 卒業おめでとうございます！自分の力で卒業できたことを自信に、 
これからの人生も歩んで下さい！応援しています！ 

 小波津 美弥子 ご卒業おめでとうございます！！輝く未来への第一歩！ 

 

教職員から卒業生へのメッセージ 
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 島袋 正良 卒業おめでとう コロナの中でよくがんばりました。 

これからも自分の道を進んでください。 

 長﨑 佑 祝 卒業 ・諦めない ・相談する ・安らげる場、時間を持つ。 
この言葉を心にとめ大きく羽ばたいて下さい。 

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。 
校庭の満開の桜も祝ってくれています。大変な年だったけど、それだけ印象深い高校 
生活だったことでしょう。 

 松田 和則 一歩一歩と前進して行って下さい。 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。 
みなさんのこれからの人生が幸多きものになりますよう、心から祈っています✨ 

 エンブリー章子 Congratulations and good luck in your future endeavors！ 
夢に向かってがんばって下さい！ 

 島袋 瑠美 Congratulations！ 今後の活躍を期待しています 

 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。また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。健康に気をつけて信じる道を進んで下さい。 

 親川 瞳 祝 卒業✨おめでとう！ 

 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下さい。応援しています♪ 

 平安山 彩夏 祝 卒業おめでとうございます！(^^)/ 

 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」を決めるのではなく、「これから」が「これまで」を 
決める。これからもずっと応援しています！ 

 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。 
大きな自信を持って未来に向かって羽ばたいて下さい！ 

 儀間 伸彦 卒業おめでとうございます！ 
新たなスタート コロナに負けるな ファイト！！ 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

令和２年度は、総計２７名の生徒さん達に「功労賞」を授与いたしました。令和２年度後

期卒業証書授与式に出席した功労賞受賞者３名と、卒業式内で送別の歌を歌ってくれ、在学

中に功労賞を受賞していた卒業生ミュージシャン「OZworld a.k.a R'kuma（奥間玲央君）」

とで記念撮影をしました。八洲学園大学国際高等学校を卒業後も、今後のご活躍を期待して

おります。 

 

（画像左側から紹介） 

●音楽活動（ＯＺｗｏｒｌｄ ａ．ｋ．ａ Ｒ’ｋｕｍａ）奥間玲央 

●モデル活動（芸能事務所Ａ－ｌｉｇｈｔ所属）ＣＡＭＰＵＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 

２０２０ ＴＯＫＹＯ 出演等 熊尾一輝 

●議員活動（那覇市議会議員）奥間綾乃 

●ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ活動（フォートナイト：元世界記録保持者・エーペックスレジ

ェンズ：世界４位）とっぴー（プレイヤーネーム） 

令和２年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

卒業式では「送別の歌」を、卒業生であり若者に人気のミュージシャン「OZworld a.k.a 

R'kuma（奥間玲央君）」に歌ってもらいました。今回、奥間玲央君に歌ってもらった理由は、

卒業者席の中に、母親の奥間綾乃さんがいた御縁からです。当日は、綾乃さんに内緒でサプ

ライズの歌「ＮＩＮＯＫＵＮＩ（八洲学園卒業式バージョン）」を披露してもらいました。 

※奥間綾乃さん（母親）→現役の「那覇市議会議員」で、高校の学習をしながら議員活動と
の両立を頑張られてました。 

※OZworld a.k.a R'kuma（息子：奥間玲央君）→日本が世界に誇るデザイナー「桂由美」
さんの創作活動５５周年記念ショーでゲストパフォーマーとして出演したほか、「三代目
J SOUL BROTHERSの ELLY（crazyboy）」さんの曲に、清水翔太さんと一緒にフィー
チャリングしたりと沖縄だけでなく、日本中で活躍中のシンガー（ラッパー）。 

ミュージシャン「OZworld a.k.a R'kuma（奥間玲央君）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１３ 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の卒業式の様子が、テレビ局（ＮＨＫ、ＱＡＢ）、新聞社（沖

縄タイムス、琉球新報）、ラジオ局（ＦＭ沖縄）、Ｗｅｂニュース（沖縄県地元情報局：オキ

ジモ）で紹介されました。今回、琉球新報（令和３年２月２４日朝刊）に載っておりました

記事をご紹介します。【琉球新報社提供】 

 

「琉球新報（新聞）記事」のご紹介 

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（広域通信制課程普通科）の新設「トップアスリート育成コース」で

提携しております「Wiz ユナイテッドスポーツ高等学院」が、この度、沖縄県内にある格闘技ジム

（空手、キックボクシング、総合格闘技、ブラジリアン柔術、ボクシング）と文武両道型選手の発

掘および人材育成を軸とした包括的提携をスタートさせました。格闘技部門の総監督には、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」選手が就

任予定です。在校生で格闘技に興味のある方は各担任まで連絡ください。（※別途、部費がかかりま

す。） 

■格闘技部門総監督「小比類巻貴之」メッセージ 

格闘技を通して、挨拶や礼儀、人に対する感謝の気持ちなど、人として大切

なことをお伝えしていけたらと思っています。強いだけでなく、困っている

人を助ける勇気、思いやりのある優しい心、そんな武士道精神を持った学生

を育成しながら、私も一緒に成長していけたらと思います。将来の夢や目標

に向かって胸を張って生きていける、そんな志のある学生を一人でも多く輩

出していけたらと思います。共に頑張って行きましょう！ 

■沖縄県内の格闘技ジム（空手、キックボクシング、総合格闘技、ブラジリアン柔術）の同志が集

まり、「教育と格闘技」を両立させ、いかに世界で活躍できる選手を育成していくかについて語り合

いました。今後、沖縄だけでなく日本中でも同志を募り、日本を代表する選手の育成に力を入れ、

地域の枠を越えて世界からも応援されるトップアスリート達が増えることを願っています。そして、

引退後のセカンドキャリア問題にも挑みたいです。 

【画像：右側から】 

●嘉数直治（Wiz ユナイテッドスポーツ高等学院 

沖縄支部代表）●松根良太（The パラエストラ 沖

縄代表／第 3代修斗世界フェザー級チャンピオン）

●仲山大雅（元WBCムエタイ日本統一フライ級王

者／元 RKAフライ級王者）●安里昌虎（真樹ジム

オキナワ 代表）●島袋太悟（沖縄空手道小林流武

徳館協会 太悟道場 館長）●中村成希（八洲学園大

学国際高等学校 校長） 

 

■Wizユナイテッドスポーツ高等学院（学院長：岩崎 勇一郎） 

「文武両道で世界基準へ」という育成理念の下、「各種目のトップアスリートやプロスポーツクラブ

から本物の文武両道を学べる環境整備」を目的に、 株式会社Wizユナイテッドと八洲学園大学国際

高等学校の提携によって実現した、オンラインおよびオフライン（部活動）融合型のスポーツ高等

学院です。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種目でスタート。 

沖縄での格闘技部門開始のお知らせ 
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沖縄から格闘技のトップアスリート輩出へ！ 

元Ｋ－１王者小比類巻貴之、格闘技部門総監督就任 

〜沖縄県内各種格闘技ジムとWizユナイテッドスポーツ高等学院が包括的提携〜 

 



事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３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 
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大大大石石石林林林山山山ウウウォォォーーーキキキンンングググ   

大大大石石石林林林山山山でででハハハイイイポポポーーーズズズ！！！   

入入入校校校式式式のののしししおおおりりり作作作りりり   

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   

大大大石石石林林林山山山ののの出出出発発発時時時点点点   

パパパワワワーーースススポポポッッットトト前前前ででで   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 
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☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 大石林山という名前だけあって不思議な形の岩や自然豊かな風景がとても記憶に残りました。 

☺ 沖縄県民ですが初めて来たのでとても楽しめました。 

☺ 自然が好きなのできれいな景色など見れてすごく楽しかったです。 

☺ 大石林山の山頂から見た自然豊かな景色はものすごくキレイで同じ日本ではないみたいでした。 

☺ 沖縄に住んでいてもあまり行かないような場所に行けて良かった。 

☺ ゆいゆい国頭で、沖縄らしい食べ物やキーホルダーなどがあり、見ているだけでも楽しかった。 

☺ 大石林山に行って、普段は山を登ることがないので良い経験になりました。 

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。 

大大大石石石林林林山山山ののの頂頂頂上上上ででで   

ゆゆゆいいいゆゆゆいいい国国国頭頭頭ででで休休休憩憩憩   

休休休みみみ時時時間間間ははは   
癒癒癒ししし犬犬犬たたたちちちととと♪♪♪   御御御菓菓菓子子子御御御殿殿殿ででで紅紅紅イイイモモモタタタルルルトトトととと   

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
___888000000   



進路指導部 横田 裕美 

 

卒業後、就職を考えている皆さん!!会社見学等、積極的に参加しましょう。迷った際はすぐに担任

の先生へ連絡をして下さい(*^_^*)自己実現のために、今が重要です!! 

【正社員とフリーターの違い】 

内容 正社員 フリーター 

給与 
・(基本給+手当)-税金 
・ボーナス、昇給、退職金制度などもある 

・時給×労働時間 
・ボーナス、昇給、退職金制度などは無い 

生涯賃金 

男性 
[高卒者]約２億１０００万円 
[大卒者]約２億７０００万円 ・月収約２０万円の場合 

※年収２４０万×４２年(１８×６０歳) 
＝約１億８０万円 

女性 
[高卒者]約１億５０００万円 
[大卒者]約２億２０００万円 

※卒業してから６０歳で退職の場合(※1) 

休暇 
・最低でも１週１休か、４週４休以上の休みが必要 

・有休休暇、育児休暇、介護休暇などの制度がある 

・自由に休みがとりやすい 
・半年以上の継続勤務、所定労働日の８割以
上出勤していれば有休休暇が与えられる 
(育児休暇、介護休暇は無い場合が多い) 

福利厚生 

・法定福利厚生 
(厚生年金保険、健康保険、雇用保険など) 

・法定外福利厚生 
(住宅手当、家族手当、交通費、ライフサポート等) 

・無い場合が多い 

(※１)「ユースフル労働統計」より 

●給与⇒基本給 

●賃金⇒労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう 

【賃金に含まれるもの】 
・超過勤務手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等 

・扶養手当、子供手当、家族手当等 労働者本人に直接関係の無いこのような手当も含まれます。 

・住宅手当 

・奨励手当 精・皆勤手当等 

・役職手当 管理職手当等 

・技能手当、物価手当、教育手当、別居手当 

・特殊作業手当 危険有害業務手当、臨時緊急業務手当等 

・地域手当 寒冷地手当、燃料手当、暖房手当等 

・調整手当 配置転換、初任給等の調整手当等 

・賞与 ボーナス、期末手当、越年資金等 

・通勤手当 非課税部分も含む 

・定期券、回数券等 通勤のための現物支給も賃金になります。 

・雇用保険料、社会保険料 事業主が労働者の分も負担した場合。負担分は賃金になります。 

・創立記念日等の祝金 恩恵的なものでなく、かつ全労働者又は相当多数に支給される場合。 

・サービス料、チップ 奉仕料の配分として事業主から受けるもの。 

・休業手当 労働基準法 26条の規定によるもの。 

・現物給与 就業規則や労働協約で定めがある場合。 

【各種保険・年金制度】 
求人情報の『各種保険完備』とは、会社が「労災保険」、「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」に加入し

ており、その会社で働く従業員にはそれらの制度が適用されますということを示しています。これらは、病気

やケガ、出産時、失業時、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受

けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした制度です。就業する際には、自分が働こうとして

いる会社がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。 

進路だより ～「働く事」～ 

文部科学省認可通信教育 
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労働者には給与以外
にも賃金が支払われ
ているんだね!! 
どの様な手当てがあ
るか見てみよう!! 

 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校が開校当初から特別教育活動で訪問させて頂いております 

「名護自然動植物公園 ネオパークオキナワ」からクラウドファンディングの案内プリント

が届きましたので掲載させて頂きます。 

 

「ネオパークオキナワ応援プロジェクト」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 宮坂 あき 

 

日本学生支援機構は、国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念するこ

とのないよう、「貸与」または「給付」する奨学金により進学を後押ししています。 

次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいと認められた人が当校より推薦さ

れ、採用候補者として機構が決定します。 

※今現在まだ令和４年度募集の詳細の情報がありません。以下は昨年度の内容で掲載しております。 

 詳細はおとりよせいただいた要項でご確認ください。 
 

 

 

 

 

■給付型奨学金 

一昨年度より給付型奨学金の所得要件、学力基準が大幅に変更されました。 

給付奨学金の支給対象の学生は、授業料・入学金の減免も併せて受けることができます。 

「ＪＡＳＳＯ奨学金」で検索されますと詳細をご確認いただけます。 

予約奨学金申し込みの締切は貸与型も含めて６月末日（昨年度）までとなっておりますが、期日過ぎま

した後でも進学先にて給付型・貸与型共に在学採用としてお申し込みいただくことができます。 

○家計基準 

１．ＪＡＳＳＯが定める収入基準・資産基準のいずれにも該当する世帯であること 

２．児童養護施設退所者等社会的養護が必要な人は１８歳時点で施設等に入所等していた（いる）こと 

○学力基準 

１．申込時までの評定平均値が３．５以上 

２．上記に該当せずとも、進学後に高い目標を持って進学する意欲を有していると学校が判断した場合 

■貸与型奨学金 

○家計基準  

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

家計基準 

４人世帯の場合の目安 

家計収入（年額）が 

７４７万円以下 

家計収入（年額）が 

１，１００万円以下 

○学力基準 

第一種（無利子）：高等学校１年から申込時までの成績の平均値が３．５以上 

第二種（有利子）：学業成績が平均水準以上 

○貸与金額 

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

月次貸与額 
２万～６万４千円／月 
（自宅通学/自宅外通学、 

私学/国公立大学で異なる） 

２万～１２万円／月 

入学時特別増額 １０万～５０万円 

 

令和４年度進学者 大学等奨学金予約について 

文部科学省認可通信教育 

２０ 

令和４年度大学進学予定者で、給付型／貸与型奨学金予約を希望する方は、事務部 宮坂

（0120-917-840）まで連絡をください。 要項が到着次第（５月頃予定）、郵送いたします。 



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、不確かな情報やデマ・思い込みによるＳＮＳ上で

の誹謗中傷やいじめ被害が社会問題となっています。総務省より高校生に向けて発信された

「新型コロナウイルス感染症等に関連したＳＮＳ等誹謗中傷に関する相談窓口等」の案内が

ありましたので紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》新型コロナでネット被害にあったら 

２１ 



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 

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） 

教頭／ゆんたく編集人 鈴木 啓之 

 

 令和３年度４月号より、学校新聞「ゆんたく」は LINE 通信による電子配信へ移行

します。記事がオールカラーで読めるようになります。また、従来通り学校 Web サイ

ト「在校生ページ」からも PDF 版を閲覧できます。 

LINE を利用できない環境の方は、担任まで申しつけください。「刷り版」を個別に

ご案内します。学習提携校様には、従来どおり「刷り版」を郵送させていただきます。 

    【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 

２３ 

文部科学省認可通信教育 

≪重要≫ 学校新聞「ゆんたく」の電子化について 



 

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 木  16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火  

6 火  21 水  

7 水  22 木  

8 木  23 金 ５月Ｓ最終申込〆切日 

9 金  24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火  

13 火  28 水 ゆんたく配信日 

14 水  29 木 昭和の日 

15 木  30 金 ５月Ｓ詳細発送 

      

※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 

２４ 


