文部科学省認可通信教育

八洲学園大学国際高等学校情報誌
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令和３年４月２８日
八洲学園大学国際高等学校
事務長 平良 亮

校長あいさつ
「ゆんたく」では
教職員紹介
大切なお知らせを
３月②スクーリングダイジェスト
お伝えしています。
クラス担任あいさつ
令和３年度スクーリング「テーマ」案内
必ずお読み下さい。
自宅学習サポートページを活用しよう
令和３年度試験出題ポイント
「第４９回 ローザンヌ国際バレエコンクール」のご紹介
令和２年度「功労賞」のご紹介
令和２年度「功労賞」のまとめ
「ボクシング：日本タイトル挑戦」のご紹介
『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』のご案内
「新設の２コース」のご紹介
進路だより～【入試方法について】～
令和４年度進学者 大学等奨学金予約について
沖縄県県外進学大学生奨学金制度について ／ 高校奨学金について
修学支援制度の利用について
学習の手帳 訂正のお知らせ ／ やしまへのバスアクセスについて
八洲学園大学のご紹介
《健康だより》やしまの新型コロナウイルス感染症対策について
《健康だより》新型コロナウイルス感染症予防
「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介
５月行事予定
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校長あいさつ
校長 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、2000 年に「日本初の合宿によ
る集中スクーリング方式」を採用する通信制高校として開校致
しました。校舎からは、エメラルドグリーンの海が見え、とて
も教育環境が良い「沖縄」にあります。本学の教育システムで
日々の時間を有効に活用すると、海外留学（語学・スポーツ・
芸術）や芸能活動等、様々なジャンルにチャレンジし、夢を追
いかけながら高等学校の卒業資格を取得する事も出来ます。
開校後、アメリカ合衆国の私立高校と教育提携した事により、「日本の高校卒業資格」と
同時に「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能になりました。また、保護者の方も学習で
きる資格取得コースを設置するなど、今も進化し続けている高等学校です。今後も、より多
くの生徒、保護者、卒業生、地域の方々などの期待に応えられるように努力してまいります。
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作詞・作曲

もしも願いが一つだけ叶うなら
あなたは迷わず答える事ができますか
もしも願いが二つだけ叶うなら
あなたは何を誰のために願うでしょう
理想の自分に近づいていくために
見えない未来にかけて進んでいく
青い空の下でデイゴの花が咲いている
今を生きている私がここにいる
きらめく波がヤシマと重なり輝く
今を生きているあなたとここにいる
もしも１本の道が目の前にあったら
あなたは勇気を出して歩けますか
もしも２本の道が目の前にあったら
あなたはどこへ足を進めるでしょう
はるかなる大地にしっかりと足をつけて
空っぽな心は大空へと飛んでいく
青い空の下デイゴの花も揺れている
今を生きている私がここにいる
きらめく波がヤシマと重なり輝く
今を生きている私がここにいる
今を生きている私がここにいる
２
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文部科学省認可通信教育

教職員紹介
事務部 板谷 幸恵
八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえる
ように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！

校長
中村 成希
（福岡）

教頭・横浜分室長
鈴木 啓之
（愛知）

9･0 番ｸﾗｽ担任
保健体育
横田 裕美(福島)

芸能ｽﾎﾟｰﾂ/海外ｸﾗｽ
担任 外国語

仲田 由紀(沖縄)

9･0 番ｸﾗｽ副担任 芸能ｽﾎﾟｰﾂ/海外ｸﾗｽ副
保健体育
担任 外国語
大城 達人（沖縄）
平野 圭一郎(東京)

1･2 番ｸﾗｽ担任
国語・芸術
比嘉 彩香(沖縄)

3･4 番ｸﾗｽ担任
地理歴史・公民
糸数 篤人(沖縄)

5･6 番ｸﾗｽ担任
情報・商業
島袋 友美(沖縄)

7･8 番ｸﾗｽ担任
数学
宮城 泰之(沖縄)

1･2 番ｸﾗｽ副担任 3･4 番ｸﾗｽ副担任 5･6 番ｸﾗｽ副担任
英語
家庭
公民
久田 友梨香（沖縄） 中島 菜々子（沖縄） 竹部 裕太(東京)

7･8 番ｸﾗｽ副担任
保健体育
守谷 薫(神奈川)

国語・芸術
玉城 健一
（沖縄）

保健体育
平安山 智子
(神奈川）

国語・芸術
原田 みき子
（秋田）

国語
玉城 郁江
(沖縄)

国語・芸術
小波津 美弥子
(大阪)

理科・数学
島袋 正良
（沖縄）

理科
長﨑 佑
(長野)

家庭
与古田 初子
(沖縄)

地理歴史・公民
松田 和則
(沖縄)

地理歴史・公民
玉城 優香
(沖縄)

外国語
エンブリー 章子
（沖縄）

芸術・外国語
上原 友子
(熊本)

事務長
平良 亮
(沖縄)

事務
松本 美代子
(東京)

事務
宮坂 あき
（東京）

事務
平安山 彩夏
（沖縄）

校務
校務補助
校務補助
学校食堂長
学校食堂ｽﾀｯﾌ
横浜分室 事務 横浜分室 事務
板谷 幸恵（千葉） 番場 晴美（神奈川） 具志堅 慎一(沖縄) 谷 和樹（沖縄） 兼城 昌一(沖縄) 儀間 雪深（沖縄） 儀間 伸彦（沖縄）
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３月②スクーリングダイジェスト
事務部 板谷 幸恵
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☆生徒さんのコメント☆
☺

御菓子御殿では良いお土産が買えたので満足です。

☺

特別活動で美ら海水族館に行き、ジンベイザメなど今まで見たことがなかった海の生き物を見
れて楽しかった。

☺

ジンベイザメが立ち泳ぎしながらエサを食べているところを見る事ができて嬉しかったです。

☺

観光や空き時間で沢山の人と出会うことができて楽しかったです。

☺

ラッキーなことにイルカショーも観れました！

☺

沖縄では海しか行ったことがなかったけど様々な観光地に行き、充実した５日間でした。

☺

久しぶりの美ら海水族館は楽しく懐かしい感じがしました。

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。

５

文部科学省認可通信教育

クラス担任あいさつ
事務部 番場 晴美
生徒番号末尾が１・２番クラスのみなさん、こんにちは！担任の比嘉 彩香
（ひが あやか）と副担任の久田 友梨香（くだ ゆりか）です。今年度も昨
年に引き続き、２人で皆さんのサポートをしていきます♪
４月は始まりの時期で、毎年気持ちもフレッシュな感じがしますね。興味が
あったけど昨年できなかったことなど、新しいことにもどんどん挑戦してい
けるような年にしていきたいです★
皆さんの「高校卒業」という目標を達成できるよう、担任・副担任でサポー
トしていきますので、何かありましたらお気軽にご連絡ください。１年間よ
ろしくお願いします！！
皆さん、こんにちは！！３・４番クラス担任の糸数 篤人（いとかず あつと）
（教科：地理歴史、公民）と副担任の中島 菜々子（なかしま ななこ）
（教科：
家庭科）です！
皆さんの「高校卒業」という目標をを２人でサポートさせていただきますの
よろしくお願いします！学習などについて分からないことがあればいつでも
気軽に連絡してください。
スクーリングでは、皆さんに会えるのを楽しみに本校でお待ちしてます！！
皆さん、こんにちは！ 令和３年度、５・６番クラスは担任：島袋 友美（シ
マブクロ トモミ）
、副担任：竹部 裕太（タケベ ユウタ）の２名で、皆さん
をサポートさせていいただくことになりました。どうぞ宜しくお願いします。
入学の経緯は人それぞれだと思いますが、目指すゴールは皆さん一緒で「卒
業」です。目標を達成できるように、皆さんをサポートさせていただきます。
何か困ったことや分からないことなどあればいつでも連絡
くださいね。またスクーリングで皆さんにお会いできるのを
よろしく！
楽しみにしています★八洲から見る景色はサイコーだよー！
みなさん、こんにちは！
今年度、７・８番クラスの担任になりました宮城 泰之（みやぎ やすゆき）
です。担当教科は数学です。副担任の守谷 薫（もりや かおる）先生ととも
にみなさんの『高校卒業』をサポートしていきますので、よろしくお願いし
ます。
体調管理に気をつけていただき、元気な姿で皆さんとお会いできるのを楽し
みにしています！
春の訪れとともに令和 3 年度がスタートしました(*^_^*) 新たな幕開けに不
安や緊張を感じる事が出てくると思います。どんな時も、
『皆さんには出来
る力がある』そう信じて応援しています。高校卒業へ向けて共に歩ませて下
さい(*^_^*)皆さんの笑顔にお逢い出来る事を、副担任の大城達人先生そして
モモコ・スズ(学校犬)と共に楽しみにしています
【副担任：大城達人（おおしろ たっと）先生より】
今年度からお世話になります。元気よく生徒さんと八洲生
活を送りたいなと考えています。宜しくお願いします！！
芸能スポーツ海外クラスの担任の仲田 由紀（なかだ ゆき）です(^^♪
これまでイギリス留学をしたりヨーロッパを旅したり、最近ではバリ島にプ
チ留学していました！また、副担任の平野 圭一郎（ひらの けいいちろう）
先生はジャマイカとカナダで働いていた経験があります！みなさんが各国
で経験した出来事や私達の体験などシェアできると嬉しいです～＼(^o^)／
スクーリングでお会いできることを楽しみにしております☆よろしくお願
いします！
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令和３年度 集中スクーリング「テーマ」案内
事務長

５月 動物スクーリング

平良 亮

（少人数制）

動物とのふれあいや、動物に関する学びを通して、癒しの時間を
過ごせるように計画中です★
詳細は現段階で未定のため、決まり次第ご案内します！！

６月 国際文化スクーリング
広～い世界の文化や、国際社会におけるさまざまなテーマに
触れてみましょう!(^^)!
色々な国の異文化を知ることで新たな発見があるといいですね(^.^)

７月
「夏だ！沖縄だ！マリンスポーツだ！」ということで、真夏の太陽の下で沖縄
の海を満喫したい方を大募集です(^^)/シーカヤック、スノーケル、体験ダイビ
ングなど、沖縄の海を満喫 できるプログラムを企画します。
有料オプションも検討中です(^_-)-☆
※泳げなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、
海水につかることができない方、体力に自信が
ない方はご遠慮ください。

８月①② 琉球文化スクーリング
独自の文化と歴史を誇る沖縄県。沖縄県＝日本の観光地？・・・違います！
スクーリングをきっかけに、沖縄がみなさんにとってもっと特別な場所に
なりますように＾＾
美しい海やビーチに加え、伝統と歴史を肌で感じ、体験できるようなスクーリングを
計画しています。

９月
心身の健康を見直せるきっかけになるような活動を取り入れます！
どなたでも参加できる健康のために楽しくできる活動を企画中です‼
～現段階ではまだ企画中のため、内容決まり次第皆さんに案内します～

７

文部科学省認可通信教育

11 月 芸術スクーリング（少人数制）
『芸術とは独得の表現様式によって美を創作・表現する活動』
本を通して芸術を感じてみませんか🎶
他にも、皆さんが心あたたかい時間を過ごす事が出来るよう
準備・企画します(*^_^*)
※少人数限定です。申込多数の場合は、他月をご案内する場合があります。

12 月
音楽好きの八洲人、１２月に集まれ!(^^)!
最終日の八洲人 LIVE に向けて
今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）に
分かれての音楽活動を予定しています！

１月①② 沖縄観光スクーリング
青い空、青い海、豊かな自然が広がっている沖縄には、魅力的な観光地が
たくさんあります♪沖縄の自然が感じられるような観光地に訪れる計画を
立てています。ぜひ、楽しみにしていてください！

２月
2 月は、スポーツ大会で盛り上がっちゃいまーす♪チーム対抗で競技を行い、みんな
で一丸となり優勝を目指します！！楽しむ心が一番です。みんなで楽しめる、誰でも
できるような競技を用意していますので、みなさんの参加お待ちしています★また、
後期卒業式も執り行います。卒業予定の皆さん、卒業できるよう前進しましょう。

３月①② 工作スクーリング
誰でもできる簡単モノづくり！！！自分で作るからまさに唯一無二✨
自分の中にあるクリエイティビティを活かせます♪
思いのこもった魅力的なものができること間違いなし！！！
お土産にも最適です
※202１年度後期卒業となる生徒さんは参加できません。
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自宅学習サポートページを活用しよう！
教務部 比嘉 彩香

新入生、在校生の皆さん手元に教材は届きましたか。
さっそくリポート、視聴報告書の課題に取り組んでいきましょう。
下記のページにアクセスし、自宅学習サポートページを確認しましょう。
科目ごとにリポートのヒントや視聴報告書の枚数が表示されています。
自宅学習を始める際にぜひご活用ください。

① 学習中の「科目（科目コード）」を調べる！
② 「在校生はこちら」を開きましょう♪
URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html

自宅学習サポートページ

◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪

③「自宅学習サポートページ」を開きましょう♪
◎パスワードは「yashima12」
④ 指定枚数のリポート＆視聴報告書を学習する♪
◎リポートは「ヒント」を活用しましょう！
◎ＮＨＫ高校講座は好きなタイトルを選びましょう♪
◎不明な点は気軽に担任＆副担任へ質問♪

９

パスワード
yashima12
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令和３年度 試験出題ポイント
教務部 中島 菜々子
科目
国語表現

国語総合

現代文Ｂ
古典 B
日本語基礎
世界史 A
日本史 B
地理 B
現代社会
倫理
政治・経済
数学Ⅰ
数学 A
数学 B
科学と人間生活

生物基礎

出題ポイント
教科書 P60「空気が凶器になってきた」このキャッチフレーズの意味を考える。
400 字にまとめ意見も述べる。
教科書 P131 の「面接の流れ」
、教科書 P144 の中から 5 問。意味を覚える。
「腕が鳴る」
「顔から火が出る」
「果報は寝て待て」
「亀の甲より年の功」
「気は心」
リポート№3・教科書 P56～P62 の漢字、リポート№6【三】～【七】
、リポート№
7 季語と季節・切れ字
リポート№10【二】～【五】
、№11【一】～【三】、№12【三】
教科書 P24「みどりのゆび」の中から、P35 の部分が出題。意味を理解すること。
かなふりも出題。
教科書 P169「知っておきたいカタカナ語」5 つの言葉の意味を覚える。
教科書 P266～P268 俳句の季語を当てる。
リポート№4、№9、№11、№12、授業内容
リポート№1【問１】
、No2【問３】
、No3【問１】
【問３】
、No5【問４】
リポート№2、授業内容、配布資料
リポート№5、授業内容、配布資料
リポート No.6、No.7、授業内容、配布資料
リポート№2【3】
、No5【4】【5】
、№6【3】
【4】、授業内容、配布資料
リポート№6、授業内容、配布資料
リポート№2、授業内容、配布資料
リポート№2【4】
、№3【4】【5】
、№4【4】
、№5【6】
、№6【3】
【5】【6】
№7【3】
【4】、№9【2】、授業内容
リポート№1【2】
【3】
【5】
【6】
、№2【3】
【4】、№3【1】
【6】
、No4【2】
、№5【1】、
№6【5】
【6】、授業内容
リポート№1【1】【3】【4】
【5】【6】、№2【2】【3】、№3【5】【7】、№4【2】、№5
【1】
、授業内容
リポート No1【1】
【3】
【4】
【5】
、教科書 P17、P23～P25、P30～P31、リポート No6
【1】～【5】
教科書 P169～171、P173、P177、P179～P190、授業内容
リポート№1【1】
【3】教科書 P16～17、P26、リポート№6、教科書 P174～177、
授業内容

化学基礎

リポート：No2【1】～【5】、No3【1】～【3】
、No4【1】
【3】【4】
【6】
、授業内容

地学基礎

リポート：№2【5】、No3 全部、授業内容

理科課題研究
保健

リポート No1 全部、No3【2】
、授業内容
リポート：№1【2】、№2【2】
、№3【4】、№5【1】、№6【4】
【5】
、授業内容

コミュニケーション英語基礎

リポート№4(過去形)、授業内容、配布資料、教科書 P39～44

コミュニケーション 英語Ⅰ

リポート№3、№4(助動詞)、授業内容、授業配布プリント

コミュニケーション 英語Ⅱ

社会と情報

教科書 Lesson2 Street cars in My city 本文、文法：関係代名詞 What の使い
方、リポート No.2
教科書 Lesson6 Grandchildren's Restaurant 本文と P55 上”目的を述べる”会
話文、リポート No.6
教科書 Lesson9 No.9 Magic of the Cotswolds 本文、文法：関係副詞 Where,When
の使い方
リポート No1【1】
、No2【4】【5】
、No3【2】
、№4【4】
、授業内容

※体育α ・β ・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α ・β ・γ、総合探求α ・β ・γ、キャリアガイダンスは
試験は実施せず、授業中の提出物やリポートなどを基に総合的に評価します。
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令和２年度「功労賞」のご紹介
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
おり生徒さんを表彰しましたのでご紹介します。また、４名の生徒さんが年度末に、１名の
生徒さんが今回功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。

●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「みっくすころん！」）
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【功労賞授与確定者（令和２年度２月確定）
●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２１ 第５位
淵山隼平（右画像）
●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２１ セミファ
イナリスト 中島林太郎
●議員活動（那覇市議会議員）奥間綾乃
●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

【功労賞授与確定者（令和３年度４月確定）
●伝統芸能活動（琉球芸能団体「獅舞風」所属）宮里翔飛
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令和２年度「功労賞」のまとめ
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」を授与しておりま
す。令和２年度中の対象者一覧をご紹介します。
（※令和３年４月以降、受賞等ありましたら、各担
任に御連絡下さい。
）

●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２１ 第５位 淵山隼平
●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２１ セミファイナリスト 中島林太郎
●Pacific International Ballet Competition 2020（ジュニアⅡ） 第１位 中島林太郎
●モデル活動（芸能事務所「Ａ－ｌｉｇｈｔ」所属）ＣＡＭＰＵＳ ＣＯＬＬＥＣ
ＴＩＯＮ ２０２０ ＴＯＫＹＯ 出演等 熊尾一輝
●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「みっくすころん！」）
●議員活動（那覇市議会議員）奥間綾乃
●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
●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
●第５２回 埼玉全国舞踊コンクール（クラシックジュニア）第３位の２ 布瀨川桃子
●第５２回 埼玉全国舞踊コンクール（クラシックジュニア）埼玉県舞踊協会奨励賞
（決選入賞者） 春山奈緒
●Japan Ballet Competition 福岡2020（クラシックバレエ高校生・一般女性）
第７位 大谷こころ
●「Ｅ－ＣＯＮ！（中高生の環境問題取り組みコンテスト！）」 企画・主催
イチカワドイル フランスィス聖・伊奈垣 匠・松野 名莉
●第１３６回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール（高校生部門） 第３位 清水乃愛
●Pacific International Ballet Competition 2020（シニアⅠ） 第５位 小林恭正
●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
●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
●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
●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
●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
●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
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●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
●第１４３回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール名古屋（高校生部門） 第２位 羽佐田祐紀
●サリエリ・ダンザ・オンライン国際バレエコンクール（ジュニアの部） 第６位
羽佐田祐紀
●第８回 ＷＢＡＣ日本セミファイナル（グループＣ 男性部門）第３位 羽佐田祐紀
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「ボクシング：日本タイトル挑戦」のご紹介
校長 中村 成希

プロボクシング日本ミニマム級１位のプロボクサー「仲島 辰郎（なかしま たつろう）」くんが、
いよいよ日本タイトルに挑戦となります。沖縄タイムス（令和３年３月２５日朝刊）に載っており
ましたのでご紹介します。
【沖縄タイムス社提供】
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『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』のご案内
校長 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、年間受講者数が約２７，６００人の介護資格専門スクール
日本 No.1「未来ケアカレッジ」と提携しており、
『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー
２級）』の講座を関東、東海、関西、九州エリアの在校生・卒業生・保護者の方も八洲学園
価格（３万円～５万円程度）での受講が可能です。また、未来ケアカレッジで介護職員初任
者研修を取得すると、本学の科目「校外技能取得」に読み替える事ができます。
※１）詳しくは「学習の手帳（３１ページ）」をご参照下さい。
※２）介護関係での八洲学園提携資格は「身上監護士」もあります。
※３）興味のある方は、資料を送りますので各担任までご連絡ください。
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「新設の２コース」のご紹介
校長 中村 成希

令和３年度より新たに２コース「トップアスリート育成」「ドローン操縦（６月スタート
予定）」を新設致します。ご興味のある方は、各担任まで宜しくお願いします。
（別途費用必
要）
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進路だより～【入試方法について】～
進路指導部

横田 裕美

新年度が始まりました。高校卒業後の進路に関して、考えてみま
せんか。今回は、受験方法に関する内容です。各学校の募集要項も
必ずご確認下さい。皆さんの未来が輝くものでありますように・・・
(*^_^*)

総合型選抜(旧 AO 入試)
出願者の人物像を学校側の求める学生像と照らし合わせて合否を決める入試方法です。つまり、
「大学
が求めている学生」が選抜されるのが AO 入試です。その大学に入りたいという強い熱意が求められて
います。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)
『人柄重視』の受験方法です。主に高校の評定などの書類審査や面接、小論文によって、受験生を総
合的に評価する選抜方法になります。推薦入試は大きく分けて『公募推薦』と『指定校推薦』がありま
す。(高校からの推薦状が必要となります。)

【公募制】
高校の推薦基準と大学の出願条件を満たしていれば応募できますので、倍率が比較的高いです。

【指定校制】
自分の高校が指定校になっていると受験できる推薦制度です。逆に、自分の高校がその大学の指定校
になっていなければ受験はできません。

一般入試
基本的には国語・数学・英語などの主要科目の筆記試験またはマーク試験です。高校で学習した知識
を入試で問われることになります。

大学入学共通テスト(旧センター試験)
大学入学共通テストの受験科目を利用して複数の大学（同大学の複数学部学科も受験可能）を受けら
れるため、受験生にとっては非常に便利な受験方法になります。

【受験実施に関して】
各学校の受験実施傾向は①総合型選抜⇒②学校推薦型選抜⇒③一般入試⇒④大学入学共通テスト利用
入試の順番です。(異なる場合もあるため、受験先の募集要項を必ずご確認下さい。)

【大学入学共通テストの願書】
各学校を受験するための願書以外に、大学入学共通テストを受けるための願書も必要となります。大
学共通テストを利用される方は、下記の点にご注意ください。
●今年度９月卒業(2021 年 9 月)⇒個人出願

●今年度３月卒業(2022 年 3 月)⇒学校一括出願

※大学入試共通テストのご案内は、8 月号ゆんたくに掲載予定です。

受験の際に、必要書類の確認をお願いします。(証明書発行：学習の手帳Ｐ53、56 参照)
１９

文部科学省認可通信教育

令和 4 年度 進学者 大学等奨学金予約について
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。

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（4 月下旬～5 月）、郵送いたします。
※以下の情報は昨年度のものとなります。最新情報は要項を入手してご確認お願い致します。
■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 30 日(水)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

家計収入（年額）が

家計収入（年額）が

4 人世帯の場合の目安

747 万円以下

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
月次貸与額

第一種（無利子）

第二種（有利子）

2 万～6 万 4 千円／月

2 万～12 万円／月

（自宅通学/自宅外通学、
私学/国公立大学で異なる）

入学時特別増額

10 万～50 万円
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沖縄県県外進学大学生奨学金制度について
事務部 宮坂 あき
沖縄県は、返済義務のない給付型奨学金「沖縄県県外進学大学生奨学金制度」を募集します。関心・
ご希望のある方は、事務部

宮坂（0120-917-840）までお知らせください。沖縄県より募集要項及び出

願書類一式が学校に到着次第の発送とさせていただきます。募集要項の公表は令和３年７月、募集開始
は８月の予定となっております。
●応募資格
・保護者、生徒が沖縄県在住であること
・高校入学から出願時までの評定平均が 4.0 以上
・経済的な理由で県外大学支援が困難な世帯の生徒
・令和４年度に文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望
する生徒
●採用予定人数・給付額
・県全体で２５人程度を予定
・入学支度金３０万円以内、奨学金を月額７万円以内
●選考方法
・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う
・第２次選考として面接審査を行う
・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格
し、入学することによって給付型奨学金を受給する
●スケジュール
・令和３年度初めに沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定

高校奨学金について
事務部 宮坂 あき
かつて日本育英会が行っていた高校奨学金事業は、各都道府県に移管されました。現在では、都道府
県やその所管する公益法人が高校奨学金事業を継承実施しており、お住いの自治体により支給要件や支
給額が異なっております。
また、都道府県以外にも政府機関・自治体・公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。
かつ、その内容も一般型・留学支援・新聞少年など就労支援・特定の地域限定など多岐にわたっていま
す。それら多様な奨学金等を紹介する Web サイトをご案内いたします。興味のある方は、次の URL にア
クセスして各奨学団体の募集案内をご照覧ください。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・
成績証明・推薦状が必要となった場合は、クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。
奨学金.NET > 全国の高校生がもらえる奨学金の一覧
https://xn--kus49bd41h.net/high.html
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修学支援制度の利用について
事務長 平良 亮

国および都道府県は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高
等学校教育にかかる家庭の経済的負担の軽減を図っています。昨今、修学支援の制度が新設・拡充
されてきましたので、各種修学支援制度の概要と生徒さん・保護者様から見たスケジュールをご案
内します。

高等学校等就学支援金
●制度の目的：高等学校等就学支援金の支給により授業料負担を軽減することで、高等学校教育に
かかる経済的負担の軽減をとおして、国民の教育の機会均等を図る。
●制度の主体：
「高等学校等就学支援金に関する法律」に基づく国の制度です。制度利用の審査・支
給決定は国の委託をうけた沖縄県が行います。
●制度の概要：保護者の所得状況（年収約910万円未満）に応じて授業料負担を軽減します。1単位
当たり4,812円～授業料額を上限に、学校を通じて授業料軽減に充てられます。
八洲学園大学国際高等学校では、入学時や追加科目登録時に、授業料を高等学校等就学支援金
支給見込み額で相殺して請求しています。また、低所得世帯への加算支給や年度途中での支給
額の変更決定があり支給が増額される場合は、生徒さん保護者様ご指定の銀行口座に見込み額
との差額を振り込む形で支給しております。
※ 県の決定により支給が減額または取消しとなった場合は、差額分の授業料を追加徴収いたします。
●支給額・支給要件：
【支給額】
・年間所得910万円以上：支給対象外

【主な支給要件】

・590万円以上～910万円未満：4,812円／単位
（相殺後の授業料負担額：3,188円×単位数）
・0円以上～590万円未満：8,000円／単位
（相殺後の授業料負担額：0円）

・支給対象単位数の上限：74単位
（前籍校での履修単位数を含む）
・支給期間の上限：48月
（前籍校での在籍期間を含む）

※支給要件を超えた分の履修登録については、8,000円×単位数分の授業料を徴収します。

●制度の利用：受給には申請が必要です。入学時に当校を通じて沖縄県に「高等学校等就学支援金
受給資格認定申請書」と保護者の「市町村民税課税証明書」
「個人番号カード（写）等」を提出
し「高等学校等就学支援金受給資格認定」を受けます。在学中は、毎年６月に「収入状況届出
書」と保護者の「市町村民税課税証明書」の提出が必要です。
５月末頃に「収入状況届出書」提出依頼文書を発送します。新入生・在
校生ともに、６月中に必ず「収入状況届出書」「令和３年度市町村民税
課税証明書」の郵送提出をお願いします。
※提出されないか著しく遅れた場合は、７月以降の高等学校等就学支援金支給が
減額または打ち切りとなり、授業料の追加徴収となる場合があります。
※「個人番号カード（写）等」を未提出の方はご提出いただくようお願

いいたします。
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奨学給付金制度
●制度の目的：全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費の負担
を軽減するため、高校生がいる低所得世帯を対象に支援を行う。
●制度の主体：学校の所在地に関わらず、保護者の住所地にある都道府県が経費の一部に国の補助
を受けて行う各都道府県独自の制度です。
●制度の概要：非課税世帯を対象に行う返済不要の給付金で、保護者の住所がある都道府県より保
護者の指定する銀行口座に給付金が直接振込まれます。
都道府県により支給要件・申請先・申請方法、申請期間が異なります。基本は、保護者が自ら
住所のある都道府県で申請手続きをとる必要があります。ただし、沖縄県など都道府県から当
校宛に一括取りまとめ依頼のあった場合は、当校へ申請を出していただきます。
●支給額・支給要件
【主な支給要件】※都道府県により支給要件は異なります。
【支給額】

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。

年額38,100円の一括支給

・高等学校等就学支援金の支給対象である。

（保護者銀行口座へ振込み）

・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。

●制度の利用：受給には申請が必要です。毎年６月から7月に各都道府県の案内・要項が公開されま
したら、受給対象となりうる保護者様宛に個別に郵送いたします。

学び直し支援制度
●制度の目的・主体：高等学校等を中途退学した後、再び私立高等学校等で学び直す方に対して、

高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給
することで、教育の機会均等を図ることを目的とし、沖縄県が経費の一部に国の補助を受けて
行う制度です。
●制度の利用：在学中の生徒が新たに制度利用可能となった際は、当校より個別に案内します。当
校を通じて沖縄県に申請手続きをとります。
※６月中に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」と課税証明に基づいて、対
象の有無を判断します。提出が遅れた場合は、案内できない場合があります。

国の教育ローン
●概要：日本政策金融公庫の「教育一般貸付」事業のことをいいます。年1.66％（令和2年4月14日
現在）程度の固定金利で350万円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでもネットから利
用申し込みをすることができ、手続き完了から２０日ほどで指定口座に送金されます。手続き
は、全国の日本政策金融公庫支店または日本政策金融公庫Webサイトで受け付けています。
※返済は、15年以内の元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定）

●詳しい資料は、ハローコール（０５７０－００８６５６）にご請求ください。
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学習の手帳

訂正のお知らせ
教務部 比嘉 彩香

学習の手帳記事に誤りがありましたので、次のとおり訂正しおわびいたします。
p7「単位修得及び卒業の条件」中段の表「3.必履修の教科・科目」中
科目：
「生物基礎」の「単位」
誤 3
正 2
p23「令和３年度集中スクーリング日程と締切日」の表中の
①９月スクーリング参加申込締切
誤 8/12(水) 【17 時まで】
正 8/12(木) 【17 時まで】
②３月②スクーリング参加申込締切
誤 2/18(火) 【17 時まで】
正 2/18(金) 【17 時まで】

やしまへのバスアクセスについて
教頭 鈴木 啓之
空港・那覇・中部・北部方面から八洲学園大学国際高等学校へのアクセスは、高速バス利用が便利です。
３事業者が運航しており、路線により運賃・経路・停留所の場所や名称が異なります。なお、４月現在
新型コロナ感染症の影響で、一部事業者が減便を実施しています。ご利用の際は、各社サイトで最新の
運行情報を確かめてください。

１１７番 高速バス（美ら海直行便）
最寄りバス停：オリオンモトブリゾート
http://okinawabus.com/wp/

やんばる急行バス
最寄りバス停：オリオンモトブ
https://www.okinawa-shuttle.co.jp/topics/559/

学校近隣にお住まいの方は、
沖縄バス/琉球バス路線の「石

沖縄エアポートシャトル（リゾートライナー）

川入口」バス停が便利です。

最寄りバス停：エメラルドビーチ前
https://www.okinawa-shuttle.co.jp/topics/559/

短期集中スクーリング／北部学
習会参加の際は、無料でスク
ールバスをご利用できます。
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八洲学園大学のご紹介
高大連携推進委員会 鈴木 啓之

「自分のペースで、なりたい自分を見つけたい」
自分のペースで大学卒業を目指したい方は「八洲学園大学」への入学をご検討ください。学年制を敷
いていないので「4年間で卒業しなければいけない」ということもなく、自分のペースで学習できます。
また、一度も通学せず在宅学習のみで卒業できます。横浜にある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。
【実際の学習システムの様子】

．．．．．．．．．．．．．．．．．
（学生さんの受講中の様子は映りません。授業は横浜からリアルタイムで配信され、
チャットを通じて左上に映る講師へ直接質問できます。
）

【八洲学園大学の特長】
●通学不要（学習はすべてネット上で行う）
●資格取得（
「司書」など4つの国家資格を取れる）
●就職支援（就活セミナーをネット上で開催）

【在学生の特徴】
10代～80代まで幅広い層が学んでいます
●司書など国家資格を取得し、それ活かして働きたい方
●大学まで来校することが難しい方、対面でのコミュニケーションが少しだけ苦手な方 など

【学費・特典】
八洲学園大学国際高等学校生の特典：入学金全額を返還！4年間の学費総額は約110万円～。
※お支払いは半年ごと。半年間で約13万円～ / ※奨学金制度や各種学費サポートプランを用意

興味がある方はクラス担任にご相談ください。
二次元コードよりサイトやパンフレットを閲覧できます。
■大学サイトはこちら

■パンフレットはこちら
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《健康だより》やしまの新型コロナウイルス感染症対策について
教頭 鈴木 啓之

新型コロナウイルス感染症の流行が全国的に続いています。八洲学園大学国際高等学校では、新
型コロナウイルス感染症予防について、文部科学省や県の指針に学校独自の追加措置を加えて感染
防止の取り組みをしています。学校、生徒さん、保護者様が一丸となって、この険しい状況を乗り
越えてゆきたいと存じます。

やしまの普段の取り組み
・職員室では、教職員が常時マスクを装着し、出退勤や食事前の手消毒や手洗いをおこなって
います。

・毎朝の健康観察、出勤時の検温で教職員健康状態の把握をおこなっています。
・職員室・校舎は窓開けによる換気を行い、机上、情報機器、ドアなど手の触れる箇所の消毒
を毎朝および随時行っています。
・来校の生徒さん等には、職員室入口カウンターでの検温により体調把握に努めています。

今年度の沖縄短期集中スクーリングについて
・「学習の手帳」行事予定で示した日程での沖縄短期集中スクーリングを予定しています。
情勢の推移により活動内容に変更がある場合は、
「ゆんたく」および学校Ｗｅｂサイトでご案
内します。
（各回の参加予定者には個別にご案内いたします）
・今年度の短期集中スクーリング参加に際し、移動の際は必ずマスクの装着をし、手洗いや手消
毒、三密回避に努めてください。
・集中スクーリング参加中は、常時マスクの着用となります。また、毎朝の検温による体調把握
を実施します。各自、食事前などこまめな手洗い手消毒に努めていただきます。
・スクーリングの特別活動の中で感染予防学習をおこないます。
・実技科目・特別活動については、三密回避のために活動内容を工夫して実施します。
・参加にあたって、発熱症状のある方／体調を崩された方は、勇気をもって参加をキャンセルし
てください。
（授業料は２年間有効です。参加延期の場合は、担任と今後の学習計画をご相談
ください）

生徒さん・保護者様へのお願いとご案内
・お住いの自治体の出す最新の「新型コロナウイルス感染症予防/対策情報」に気を配り、感染症
予防に努めてください。

・自治体からワクチン接種の案内がありましたら、必ず接種いただきますようお願いします。
・
「新型コロナウイルス感染症」は学校保健安全法に指定される第二種感染症です。生徒さんや同
居するご家族が感染した場合は、直ちに学校へ届け出てください。また、本人やご家族が感染
または感染の疑いがある場合は、同法によりスクーリング参加が禁止されます。
・海外在住の方は、参加に際して外務省・厚生労働省「入国の際の検疫・隔離」情報を確認し、
余裕をもって日程を立ててください。
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《健康だより》新型コロナウイルス感染症予防
環境保健部 平安山 智子

新型コロナウイルス感染症が広がっています。感染すると、自らの健康が損なわれるだけでなく、家族や
大切な人の健康や命を脅かす脅威があります。そこで、みなさんの普段の生活での新型コロナ感染症予防
について案内します。（厚生労働省／文部科学省発表「新しい生活様式」に基づきます）

１：外出はできるだけひかえる
やむを得ず外出する場合には、マスクを着用します。

２：
「三密」
（密集、密室、密接）を避ける
集団感染は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特
定多数の人が接触するおそれが高い場所」という共通点があります。そこで、で
きるだけ、そのような場所に行くことを避け、やむを得ない場合には、マスクをす
るとともに、換気を心がけ、大声で話さない、相手と手が触れ合う距離での会話
はさけます。

３：咳エチケットを心がける
咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを
使って、口や鼻をおさえる「咳エチケット」をします。

４：手洗いや消毒をしていない手で、自分の鼻や口を触らない
手から口や鼻への接触によりウイルスが感染します。また、マスクの外側は触ら
ないでください。ウイルスが付着している可能性があります。

５：普段の健康管理、十分な睡眠と規則正しい生活を
十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。

６：自宅の環境整備
空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では
加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。
使用済みのマスクは、ウイルスが付着している前提で、ビニール袋にくるむなどし
て安全に棄ててください。

以下に該当する方は、かかりつけ医または市町村の発熱相談センターに電話相談を！
1. 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）

2. 強いだるさや息苦しさがある場合
3. 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が２日程度続き、 強いだるさや息苦しさがある場合
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「全国にある学習拠点（学習提携校）
」のご紹介
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】
北海道ブロック
東北ブロック

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

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

●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

●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

●たかやま個別指導塾

埼玉県吉川市

●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

●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

●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

●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

●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

●湖東七色学園

滋賀県近江八幡市

●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

●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

●陽気塾（高知）

高知県高知市

東京都

関東ブロック

神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県

愛知県
中部ブロック

大阪府
関西ブロック
兵庫県
滋賀県
広島県
中国ブロック
山口県
四国ブロック

【住 所】

高知県
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文部科学省認可通信教育

【学習提携校名】
●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

●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

●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

●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

●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

●桜心高等学院

鹿児島県鹿児島市

●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

福岡県

九州ブロック
大分県

熊本県
宮崎県

鹿児島県

沖縄ブロック

海外ブロック

【住 所】

沖縄県

フィリピン

●インフィニティ国際学院

※印：無施設型（家庭教師派遣等）

２９

文部科学省認可通信教育

1

土

16 日

2

日

17 月

3

月

憲法記念日

18 火

4

火

みどりの日

19 水

5

水

こどもの日

20 木

6

木

21 金

7

金

22 土

8

土

23 日

9

日

24 月

10

月

25 火

11

火

26 水

12

水

27 木

13

木

６月Ｓ：参加申込締切（17：00 まで）

28 金

14

金

５月Ｓ：ＲＨ提出締切（消印有効）

29 土

15

土

５月Ｓ：返送書類必着日
５月Ｓ：キャンセル可能締切日（17：30 まで）
６月Ｓ：スクーリング詳細文書発送

●５月スクーリング●

30 日
31 月

ゆんたく配信・成績発送

☆ 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）

八洲学園大学国際高校通信

『ＬＩＮＥ(ライン)』にて学校情報を一斉

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249
☎

※学校からのお願い※
配信していますので、閲覧することが出

0120-917-840（携帯電話からもかかります）

来る保護者・生徒さんは必ず右記ＱＲコ

0980-51-7711

ードより登録を進めて下さい。

Fax

0980-48-4115

HP

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

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。

３０

