
文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ３     ５月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   令和３年度「功労賞」のご紹介 

／ 奨学金・教育ローンの紹介 Webサイトのご案内 

・ ｐ６     格闘技・陸上部門  YouTube番組のご紹介 

・ ｐ７     「ボクシング：日本タイトル挑戦」のご紹介 

・ ｐ８     元Ｋ－１王者による「教育講演会」のご案内 

・ ｐ９     「朝日新聞社記事」のご紹介 

・ ｐ１０    《進路だより》～職業紹介 公務員～ 

・ ｐ１１    「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

・ ｐ１２    おうちでコンテスト応募 

・ ｐ１３    「沖縄県県外進学大学生奨学金」奨学生募集について 

／ 「２０２１年度進学者大学等奨学金」予約について 

・ ｐ１４－１５ 《健康だより》喫煙・受動喫煙の健康被害  

／ 熱中症予防と新型コロナ感染症予防 

・ ｐ１６－１７ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１８    ７月行事予定 

令和３年６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 

 

沖縄の夏は、海と空がとても青く、心が優しくなれるような風景を目にす

る事が出来ます♪学校宿舎からの眺めも格別(*^_^*) 

学校では、皆さんが安心して来校する事が出来る様に、受入れ態勢を整え

ています。モモコとスズ(学校犬)も含め、教職員一同、皆さんの来校をお待

ちしております。 

【副担任：大城達人先生より】沖縄に灼熱の太陽が微笑んでいますが、私は

夏バテ中です。皆さんと出会いお話出来る事で私は元気が出ます。お互いに

レベルアップしていきましょう。 

 

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！ ５・６番クラス担任の島袋です！梅雨空が続き、また

コロナ禍ということもあり、なかなか外出が出来ない状況が続いています。

そんな時こそ自宅学習！卒業する為には自宅学習を計画的に進めることも大

事ですが、しっかりと息抜き、ストレス発散も必要です。私は最近、YouTube

動画を見ながらストレッチや軽い運動をすることでストレスを解消 

しています。暑さも増してきていて運動すると大量の汗をかきま 

すが、これがまたサイコーなんです♪やった事がない方は是非 

チャレンジしてみて下さい( ﾟ▽ﾟ)/水分補給も忘れずにね((^∀^*))！ 

こんにちは！3・4番クラス担任の糸数です♪沖縄は、梅雨の中、気温も30

度を超える日もあり、もう夏という感じです。沖縄に行くならやっぱり夏の

スクーリングに参加しようかなと考えているみなさん、8 月①のスクーリン

グの申し込み締め切りまでもう少し、8 月スクーリングを考えていれば、早

めに連絡をしてください！他にも分からないことや困っていることがあれば

いつでも連絡してください！ＬＩＮＥや電話での連絡をお待ちしています♪

最高の天気の沖縄でみなさんに会えるのを楽しみにしています！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（＾＾） 

少しずつ暑さが感じられる季節になって来ましたね。皆さんは、どうお過ご

しでしょうか。私は、日差しが熱い日中ではなく、比較的涼しい夕方に運動

をしてリフレッシュする時間を作るようにしています♪♪♪ 

スクーリングも徐々に始まっているので、興味のあるスクーリングがありま

したらお気軽にお問い合わせください☆皆さんに会えるのを楽しみにして

います！！ 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。間もなく夏がや

ってきますね。沖縄には 6 月 23 日に慰霊の日がありました。沖縄戦で亡く

なった方を追悼する日です。毎年この時期になると、平和について深く考え

させられます。 

また、６月スクーリングの特別活動のテーマが国際文化でした。日本の文化

と比較できて、視野を広げるいいきっかけとなりました。 

みなさんも歴史や文化に目を向け、考える時間を作ってみてください！ 

芸能スポーツ/海外クラスの仲田 由紀です。 

こちら沖縄県は梅雨入りしましたが…ほぼほぼ晴れていて、まもなく梅雨明

けかなぁといった感じです♪ 

本部町は天気が変わりやすく、急に土砂降りになる日もあるので、スクーリ

ング参加の際は沖縄独特のスコールも楽しんでくださいね～！ 

みなさんにお会いできる日を楽しみにしています♪ 

沖縄でお待ちしています＼(^o^)／ 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素焼き粘土でシーサー作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月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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☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 人生で初めてヤギに会えたことが良かったです。シーサーも作れて良かったです。 

☺ 特別活動ではシーサー作りや動物スタンプ作りがとても楽しかったです。 

☺ 先生は生徒のことをあまり理解しようとしてくれないイメージでしたが、八洲の先生達は理解

しようとしてくれて、とても優しくてよくしゃべりかけてくれて楽しく過ごせました。 

☺ 初めてで不安でいっぱいだったけど、優しい先生しかいなくて不安も少なくなり帰りたくない

という気持ちになりました。 

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。 

 



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、４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。 

【功労賞授与確定者（令和３年度６月確定） 

●週刊少年マガジン ＭＧＰ（マガジングランプリ） 佳作 作品名「蛍とベカサス

の宇宙船」Ｐ．Ｎ．小池リクト（代々木アニメーション学院高等部 広島校所属） 

 

●National competition prima la musica ２０２１（青少年国際音楽コンクール：

オーストリア共和国） ２台ピアノ部門 第１位 荒井美智・荒井美慧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●バスケット活動（大阪エヴェッサアカデミー選抜チームＵ１８）神元善磨呂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 宮坂 あき 

 

高校生やその保護者を支援するための奨学金（給付型、貸付型）・教育ローンは、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。また、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。 

 

http:// 奨学金.Net/ 

 

 

 

 

 

 

 

●「大阪エヴェッサ」・・・

B.LEAGUE 所属のプロバスケ

ットボールチーム。Ｂ１リーグ。 

 

５ 

奨学金・教育ローンの紹介 Webサイトのご案内 

文部科学省認可通信教育 



校長 中村 成希 

 

「トップアスリート育成コース」でお世話になっている「小比類巻貴之先生（格闘技部門）」、

「譜久里武先生（陸上部門）」の最新 YouTube番組をご紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格闘技・陸上部門  YouTube番組のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

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）」君の「日

本ミニマム級タイトル戦」が６月７日に後楽園ホールで開催されました。残念ながら、５回 TKO

負けの結果でした。今後も引き続き応援の程よろしくお願いします。【琉球新報社提供：令和３

年６月８日朝刊記事】 

 

 

「ボクシング：日本タイトル挑戦」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 
 

小比類巻貴之先生（元Ｋ－１王者）を沖縄にお招きし、「教育講演会」を開催します。 

ご興味のある方は、ご検討下さい。 

 

 

 

 

元Ｋ－１王者による「教育講演会」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 

 

２０２２年に沖縄が日本に復帰して５０年をむかえます。そこで、沖縄美ら海水族館の記

事が朝日新聞に書かれており、長﨑佑先生のコメントも掲載されてますのでご紹介します。 

（朝日新聞 2021年 5月 15日付 承諾番号 21-1964 ※朝日新聞社に無断で転載することを禁じる） 

「朝日新聞社記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●長﨑佑先生（理科：生物担当） 

前職「沖縄美ら海水族館」「鴨川

シーワールド」「新屋島水族館」

等で勤務。 



進路指導部 横田 裕美 

 

■公務員ってどんな種類があるの？ 

公務員には国家公務員と地方公務員といわれる２種類があります。 

 職種 ポイント 

国家公務員 

自衛官 / 海上保安官 / 検察庁 / 税関 / 

国土交通省 / 厚生労働省 / 外務省 / 

参議院事務局 / 衆議院事務局 / 刑務官 / 

入国警備官 / 皇宮護衛官 / 裁判所事務官 等  

・中央官庁や出先機関での勤務 

・全国転勤あり 

・仕事の幅が広く、スケールの大きい仕事が

できる 

地方公務員 

警察官 / 消防官 / 公立学校事務 / 

公立学校教師 / 看護師 / 保育士 / 

市区町村役所 / 都道府県庁 等  

・地域に密着した自治体での勤務 

・全国転勤はなく限られらたエリア内で勤務 

・地域や地元に貢献できる 

※一部、資格免許職となり、受験資格のある職種や、受験の際に年齢制限を設けている職種も含まれます。 

このように公務員という一言にしても様々な職種があるため、自分がどのような仕事がしたいかを考えたう

えで、希望の職種を受験することが可能です。 

興味のある職種が複数ある場合、試験日程が重ならなければ、複数受験も可能！！ 

公務員は、職種により高校卒業後すぐの就職も目指せます！ 

■公務員の魅力 

✦社会のため、人のためという職種がほとんどのため、誰かの役に立ちたいという人にはぴったり！ 

✦景気に左右されず、リストラもないため、安心して仕事を続けることができる！ 

■公務員になるには 

 公務員試験の受験が必要です。基本的に 5 月～9月下旬にかけて一次試験が行われますが、事前に申込みが

必要です！また、受験先により、年 1回試験・年に複数回試験を実施しているところもあるため、試験時期を

確認のうえ、間に合うよう対策を進めていきましょう。 

■民間就職との違い 

公務員は民間への就職と違い、公務員試験を受験し合格したらなれる職業のため、公務員試験での結果重視

となるのが特徴です。そのため、筆記試験による試験結果・面接による人物像がみられるため、事前に対策を

しっかりと行えば誰にでもチャンスがあります。 

 

公務員に興味がある方は、各ホームページに採用情報や過去問が掲載されている所もあ

るので、チェックしてみましょう。担任・副担任の先生と相談しながら希望の進路実現

に向け、少しずつ動いていきましょう(*^^*) 

進路だより ～職業紹介 公務員～ 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 
 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯学部歯学科）に進学し、歯科医

師国家試験に合格後、現在研究生として日々頑張っている男子生徒さん（鹿児島県出身：下

画像）がいます。高等学校在学中から、『将来、医療関係に携わる仕事に就きたい』と話し

ており、その夢を実現させるべく進学しています。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒業後、

医療・看護系の学校に進学を希望する生徒さ

ん達が増えているように思えます。 

 

●歯科医師  ●看護師  ●理学療法士    

●薬剤師 ●柔道整復師 等 

 

学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で指

定校推薦学校一覧を紹介していますが、上記

職業に就くための学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を八洲学園大学国

際高等学校に頂いています。期日がありますので、興味のある方は、急いで確認し各担任に

連絡をして下さい。また、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路について考

えるきっかけにしてはどうでしょうか？ 

 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 鈴木 啓之 
 

 新型コロナウイルス感染症予防のために、おうち時間が長くなっています。こんなとき

だからこそ、文化・芸術・芸能など、自分の興味ある分野のコンクールやコンテストに応募

して、自分の可能性を引き出したり、自分がどんな職業に向いているかの目標づくりに役立

てましょう。 

 そこで今回は、高校生が応募できるコンクール・コンテスト情報検索サイト３本、おうち

で製作・応募できるコンクール募集の一部（紙面下段６本）を紹介します。ふるって応募く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17回 まんがの日記念 4コマまんが大賞 

http://www.kfca.jp/mangakan/?p=2264 

内容：自作未発表の4コマまんが。テーマ不問 

〆切：9月7日 (火) 

賞金：「フクちゃん大賞」 50万円 

超おもしろい活動 高校生クリエイティブアワード 

http://u18cc.jp/ 

内容：動画（3分以内）なんでもあり 

〆切：10月22日 (金) 

賞金：30万円＋米60kg  

第10回 お弁当甲子園 

https://www.kamakura-u.ac.jp/obento/index.html 

内容：「献立」「お弁当に込めた想い」300字以内、写真 

〆切：9月2日（木） 

賞金：最優秀賞 賞状・副賞3万円 

全国高校生童話大賞 

http://www.koukousei-douwa.jp/ 

内容：原稿用紙5～20枚。テーマ自由 

〆切：9月10日（木） 

賞金：金賞 トロフィー、楯、図書カード10万円分 

紙しばいコンテスト 

https://gijodai.jp/shotou/info/kamishibai/ 

内容：紙しばい／紙しばい物語／絵本創作部門 

〆切：9月6日(月) 

賞金：大賞 図書カード 

角川文庫POPコンクール大賞 

https://promo.kadokawa.co.jp/popconcours/ 

内容：読んだ作品の手書きPOP（13×8cm） 

〆切：9月30日 (木)  

賞金：最優秀賞 お好きな角川文庫30冊 

「登竜門」は１９９７年から続くコンテスト情報の老舗

Webサイトです。 

学生向けコンテストを〆切順に一覧で表示します。 

すべての記事は、編集スタッフが主催者に直接確認を

取ったうえで掲載しています。 

「公募ガイドオンライン」は創刊４０周年の老舗「月刊公募

ガイド」の Webサイトです。 

国内最大級の公募情報検索サイトとして、国内で展開さ

れるオープン型公募・コンテストの８割以上をカバーしてい

ます。 

「大学ジャーナルオンライン」は、大学・教育関連

専門のニュースサイトです。 

「高校生向けコンテスト特集」ページを特設してい

ます。大学入試で重要視される、「主体性等の評価」、「高校時代の様々な活動」

の形成に役立つコンテストに絞って載せています。 

おうちでコンテスト応募 

文部科学省認可通信教育 
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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」を設け奨学生を募集しま

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。募集要項・申請様

式をご自宅へ郵送いたします。 

 

●応募資格（令和２年度実績） 

・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での修学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（令和２年度実績） 

・県全体で２５人程度 

・入学支度金３０万円以内、奨学金を毎月７万円以内 

●選考方法（令和２年度実績） 

・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、申請した志望の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給付する 

 

 

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大学等への進学を

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。志望先

が未定であっても、高校在学中に予約採用されることで、大学等に進学した当初から奨学金給付を受け

ることができます。 

 「ゆんたく 4月号・5月号」でご案内しましたように、給付型奨学金は一昨年度からの制度拡充によ

り、学校ごとの推薦枠（推薦人数の上限）が撤廃されるとともに、従来の学力重視から転換し、所得な

ど一定の要件を満たせば採用対象となりました。お申し出いただきました予約手続き希望者には順次、

募集要項をお送りさせていただきます。 

 なお今年度の予約採用募集はネット応募締切 7月 20日、学校提出期限は７月 31日でご案内しており

ます。６月に入ってようやく進学の意思が固まった方もまだ間にあいます。書類お送りいたしますので 

学校（担当宮坂）か担任までご連絡ください。 

今回予約申込されなかった場合にも進学後に給付・貸与ともに在学採用の募集があります。その際は

進学先での手続きとなります。ぜひご検討ください。 
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「２０２１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」奨学生募集について 

文部科学省認可通信教育 



環境保健部 平安山 智子 

 

近年、健康増進法の改正により、望まない受動喫煙を防止するための対策がルール化されています。

当校は「八洲学園大学国際高等学校寄宿舎管理規定」において、スクーリング中の喫煙を厳禁としてい

ます。スクーリング中はもちろん、日々の生活においても喫煙の危険性や受動喫煙の影響について考え

てみましょう。 

■なぜ若いうちからたばこを吸ってはいけないの？ 

成長期である 10代の体には、大人よりもたばこの煙の有害成分が影響しやすいのです。そのため、法

律でも 20歳未満の喫煙は禁じられています。 

●脳が成長している途中なので、ニコチンによる依存になりやすく、たばこを止めることが難しくなる。 

●若い時からたばこを吸い始めると、とても長い期間大量の有害成分を体内に取り込むことになる。 

●たばこを吸い始めた時期が早い人ほど、肺がんになる確率が上がる。 

●高齢者や基礎疾患がなくとも、新型コロナウイルス感染症にかかると重症化リスクが高くなる。 

■他人が吸ったたばこの煙でも害があるって本当？ 

たばこの煙には、本人が吸う「主流煙」、吐き出された「呼出煙」、火をつけたたばこの先端から立ち

のぼる「副流煙」があります。副流煙や呼出煙を吸い込むことも体に悪い影響があります。これを「受

動喫煙」といいます。 

特に、副流煙には、主流煙以上にたくさんの有害物質が含まれます。 

副流煙や呼出煙を吸うと、その人自身はたばこを吸っていなくても、やはり肺がんや脳、血管の病 

気になる可能性が高くなります。 

《健康だより》喫煙・受動喫煙の健康被害 

文部科学省認可通信教育 
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副流煙には、主流煙よりも 

●ニコチンが 2.8 倍 

●タールが 3.4 倍 

●一酸化炭素が 4.7 倍 

多く含まれている！ 

たばこの煙は自分だけの問題ではありません。

周りの人の健康にも悪影響を与えます。 

厚生労働省（平成 10年度） 原めぐみら（2010年） 



環境保健部 平安山 智子 

 

 令和３年４月から「熱中症警戒アラート」が全国運用となりましたので紹介します。地域の熱中症リ

スクを事前に把握して、日々の生活の熱中症予防に活用してください。このところマスク着用で運動し

ていた子どもの熱中症事故が相次いでいますので、あわせて熱中症予防と新型コロナウイルス感染症予

防のバランスについて、国の指針を紹介します。 

 

 

《健康だより》熱中症予防と新型コロナ感染症予防 

文部科学省認可通信教育 
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「熱中症警戒アラート」とは 

 特に暑くなると予測された日の当日（朝５時）や前日（１

７時）に、環境省と気象庁が発表する情報です。 

 暑さ指数（WBGT）の予測値が３３℃以上の場合、都府

県を単位として発表します（※北海道、鹿児島県、沖縄

県は、離島等より細かい区分）。 

 また、発表内容には、暑さ指数予測値や予想最高気

温の値だけでなく、具体的に取るべき熱中症 

予防行動も含みます。 

 暑さ指数（WBGT）が３３℃未満でも、熱中症 

への警戒は怠らないでください（下図参照）。 

積極的な熱中症予防行動 例 

✓ 「熱中症警戒アラート」や最新の暑さ指数
予測情報を把握して、適切な行動をとる。 

✓ どうしても急ぐ用事などがある場合以外
は、外出を控える。 

✓ 部屋の中でも、エアコンやクーラーなどを
使って、涼しくして過ごす。 

✓ のどが渇く前に、こまめに水分をとる。 

✓ 家族や身の回りの人同士で、熱中症に気
をつけるように声をかけあう。 

✓ 屋外や空調のない屋内での運動は、原
則、中止や延期をする。 

 

新新型型ココロロナナ感感染染症症予予防防ととののババラランンスス  

 熱中症になると、意識混濁・けいれん・脱

力により自救／回避行動がとれなくなって

生命が直ちに危険にさらされかねません。 

 新型コロナウイルス感染症予防と熱中症

予防・回避行動が相反する場合は、まずは

熱中症予防行動を優先させます。 

【熱中症危険時の回避行動例】 

・ 屋外で気温・湿度・日射量の高い状況下

では、周りの人と２ｍ以上の距離を確保し

て、マスクを外す。 

・ 周囲の人との距離を十分にとれる場所

で、マスクを一時的にはずして休憩する。 

・ マスク着用時には、特にこまめに水分補

給と塩分補給を行い、激しい運動や息の

あがる活動は控える。 

厚生労働省「『新しい生活様式』にお

ける熱中症予防行動のポイント」より 

政府広報紙より 



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 

●桜心高等学院 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 木 ７月Ｓ：返送書類必着日 
７月Ｓ：キャンセル可能締切日（17：30まで） 

16 金  

2 金  17 土  

3 土  18 日  

4 日  19 月 ８月②Ｓ：参加申込締切（17：00まで） 

5 月  20 火  

6 火 ８月①Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 21 水 ８月①Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 

7 水 ●７月スクーリング：７泊コース● 22 木 海の日 

8 木  23 金 スポーツの日 

9 金 ●５泊コース● 24 土  

10 土  25 日  

11 日  26 月 ８月②Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 

12 月  27 火 ８月①Ｓ：返送書類必着日 

８月①Ｓ：キャンセル可能締切日（17：30 まで） 

13 火  28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 ゆんたく配信・成績発送 

   31 土  

※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 
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