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・ ｐ１１    格闘技・陸上部門  YouTube番組の紹介 

・ ｐ１２    パーソナルトレーナ養成スクール「２ｎｄＰＡＳＳ」のご紹介 

・ ｐ１３    留学予定者の新型コロナワクチン接種について 

・ ｐ１４    大学入学共通テストの申込方法 

・ ｐ１５－１６ 学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 

・ ｐ１７    進路だより ～面接における質問事項例～ 

・ ｐ１８－１９ 《健康だより》新型コロナ変異株の猛威と対策 

／ 家族に感染が疑われる場合の対処 

・ ｐ２０－２１ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２２    ９月行事予定 

令和３年８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。 

 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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 

平平平和和和にににつつついいいててて   
「「「フフフィィィーーールルルドドドワワワーーーククク」」」   
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☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ エイサーや琉球舞踊が楽しかったです！ 

☺ 琉球ガラス作りで可愛いキーホルダーが作れたので良かった。 

☺ 色々な人と関わることが出来て、沢山のつながりができたので楽しかったです。 

☺ この学校は遊ぶときは全力で遊んで、勉強するときは全力で勉強できて自分に合っている
学校だなと思いました。 

☺ 普通の学校生活がすごく久しぶりで青春って感じで本当に楽しかったです。 

☺ 琉球ガラスでストラップ作ったりして去年にはない楽しさがあった。 

☺ エイサーおもしろかった。  

☺  
３ 

   

文部科学省認可通信教育 

琉琉琉球球球舞舞舞踊踊踊体体体験験験   

琉琉琉球球球ガガガラララススス作作作りりり   

華華華やややかかかななな紅紅紅型型型（（（ビビビンンンガガガタタタ）））染染染めめめののの   
衣衣衣装装装ととと花花花笠笠笠（（（はははななながががさささ）））   



事務部 板谷 幸恵 

 

残暑お見舞い申し上げます。皆さんお元気ですか。本校は直接逢う事はな

かなか出来ませんが、一人一人の姿を想い浮かべながら、私は毎日過ごして

います。高校卒業を目指す理由は人それぞれです。高校を卒業する事で、未

来の選択肢が広がる事は確かだと感じています。なかなか学習が進まなかっ

たり、仕事ととの両立で忙しかったり…気持ちが『頑張れないな』という時

は、どうか気軽に連絡をして下さい(*^_^*)一緒に、歩んでいきましょうね。 

沖縄より、副担任の大城達人先生と学校犬モモコ＆スズと共に皆さんへエ

ールを送ります♪ 

４ 

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 

みなさん、はいたーい！５・6 番クラスの島袋です。突然ですが、今回は沖

縄の方言を一つご紹介したいと思います。それは「いちゃりばちょーでー」

です。一度会えば皆兄弟、一期一会のような意味があります。スクーリング

に参加すれば皆初めましての人ばかり。けれどそれも何かの縁だと思います。

人と人との繋がりを大切にし、たくさんの思い出を作って欲しいなあと思い

ます。不安や緊張もあるかも思いますが、「卒業」という目標を 

達成するために、一緒に前進していきましょう！スクーリングで 

皆さんにお会いできるのを楽しみにしています♪♪(*´▽`*)ﾉﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは‼３・４番クラス担任の糸数篤人です♪ 

暑い日が続いておりますが、こんな暑い日にはやっぱりアイスクリーム‼ 

沖縄には、ブルーシールという美味しいアイスクリーム屋さんがあります。 

みなさんも、夏にぴったりなもので暑さを乗り切りましょう‼ 

何か分からないことがあれば電話でも LINE でも良いので連絡お待ちしてい

ます。 

また、スクーリングのことでの連絡もお待ちしています。 

みなさんこんにちは（＾＾）！！暑い日々が続いていますが、どのように過

ごしていますか？？私は最近スイーツ作りにハマっています♪♪♪先日は

フィナンシェを作りました！！！料理があまり得意ではない私でも、

YouTube を見ながらその手順で進めると簡単に作れました✨YouTube

は無敵です（笑） 

皆さんも暑さをしのぐ為に家で過ごす時間が増えるかと思いますので、

YouTube を参考にお菓子作りに挑戦してみてください☆☆☆ 

 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

８月といえば、お盆！お盆といえば、盆踊り！沖縄には「エイサー」という

盆踊りにあたる伝統芸能があります。８月スクーリングの特別活動で、エイ

サーの演舞を鑑賞しましたが、ダイナミックで迫力があって感動しました！ 

全国には様々な盆踊りがあるようなので、スクーリングに来たときに、ぜひ

皆さんの地域の盆踊りを教えてください！ 

みなさんこんにちは☆芸能スポーツ/海外クラスの仲田由紀です！ 

沖縄県ではまだまだ暑い日が続いております。ですが！この時期の沖縄のフ

ルーツはすっごく美味しいので果物好きの私は最高の気分です♪(^O^)／ 

特にマンゴーがおいしいので、県外の友達や家族に送ったりしています～

(#^^#) ぜひみなさんもスクーリングで参加される際には沖縄の果物も楽し

んでくださいね。空港に着いた瞬間、パッションフルーツが食べたい！とい

う生徒さんもいましたよ～☆ 



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。 

後期生は基本的にこの時期に登録をします（前期生でも可能です）。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、担任の先生と必ず相談をしましょう。 

なお、申込み方法は学校のホームページからネット申し込みとなります。 

下記URL、QRコードより申込み可能です。 

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

 

※ネット環境がない方は、「令和3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にてお申し込みください。 

【 申込受付期間 】 

 後期科目追加登録申込受付期間 学費納付期限 

第１期 9月 21日（火） ～  9月 30日（木）当日受信分まで 10月 15日（金） 

第２期 10月 1日（金） ～ 10月 31日（日）当日受信分まで 11月 15日（月） 

 

事務長 平良 亮 

推薦入試・一般入試を問わず、大学・短大・専門学校等、進学関係の願書提出の際には調査書の発行が必要

です。進学希望の生徒さん、志望校が決まったら、出願期間を考えて早めに担任に連絡してください。 

調査書・推薦書の申込方法 

①  学習の手帳（p.56）「調査書・推薦書発行願」、（p.57）「自己ＰＲ用紙」をコピーし、必要事項を記入しま

す。（学校Webサイト「在校生はこちら」 > 「申請書類」 からも用紙（PDF）をダウンロードできます。） 

②  推薦書（提出先の様式）と推薦出願資格が記載されている募集要項（コピー可）を準備してください。 

③  専願の場合は、学習の手帳（p.27） 「誓約書」をコピーし、記入します。 

④ 手数料相当分の切手を準備してください。 

◎ 調査書発行手数料…在校生：無料、卒業生：１通２００円  

◎ 推薦書発行手数料…１通２，０００円 

⑤ 返信用封筒を準備し、①～④の必要書類等とあわせて、郵送 

にて当校までご送付ください。  

※ 返信用封筒の大きさ…Ｂ５サイズが入るもの (36cm × 18.5cm) 。 封筒には宛名を明記し、返信用

の送料分の切手を貼付けてください。レターパックも利用できます。 

調査書・推薦書の申し込みについて 

後期科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

５ 

「調査書・推薦書発行願」提出先 
〒９０５－０２０７ 
沖縄県国頭郡本部町備瀬１２４９ 
八洲学園大学国際高等学校 宛 

 
 
 

◎ 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 



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、８月①スクーリングに参加しました１１人の生徒さん達を表彰しましたのでご紹介し

ます。また、３名の生徒さんが新たに功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

●第１４５回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール愛知（高校生部門）第２位 羽佐田祐紀 

●第１３６回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール熊本（高校生部門 第３位 清水乃愛 

●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 

 

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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●第３回 全国オンラインバトル２０２０（ワインディング部門）第９位 溝口鈴南 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）優勝 田中日菜 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 中村侑愛 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 池田実咲 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 岩村南瑠 

           （※上記５名は、福岡理容美容専門学校高等課程所属） 

 

 

 

 

 

  

文部科学省認可通信教育 

７ 



【功労賞授与確定者（新規）】 

●声優活動（「東京俳優生活協同組合」所属）「じゃがりこ擬人化プロジェクト」

みんなでつくる卒業制作（文学コンテスト「カクヨム甲子園２０２１」コラボ

作品） 出演 川谷きばな（芸名）（代々木アニメーション学院専科卒業） 
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文部科学省認可通信教育 



 

●声優活動（「ぷろだくしょんバオバブ附属養成所Ｂ・Ａ・Ｏ」所属） 

映画「ゾンビ津波」（監督アンソニー・Ｃ・フェランテ、主演アイアン・ジーリング） 

バーバラ役（日本語吹き替え）田代真菜（代々木アニメーション学院専科卒業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文部科学省認可通信教育 
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●声優活動（「代々木アニメーション学院プロコース」所属）ショートアニメ 

「おかしなさばくのスナとマヌ」ころっけくん役 加藤糸 
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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番組の紹介 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



校長 中村 成希 
 

日本初のパーソナルトレーナ養成専門スクールで、現在全国に１４校を展開する日本最大

の『２ｎｄＰＡＳＳ』とトップアスリート育成コースで提携をスタートしました。急上昇中

の新しい業界になります。ご興味のある方は、各担任にお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

パーソナルトレーナ養成スクール「２ｎｄＰＡＳＳ」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 



教頭 鈴木 啓之 

 

 従来、留学予定の高校生への新型コロナワクチン接種（大学拠点接種）は、１８歳以上に限定されて

いましたが、８月３日より接種対象年齢が、１２歳以上に引き下げられ、利用しやすくなりましたので

ご案内します。大学拠点接種の会場で発行される「接種記録書」のイメージを文部科学省にメール送信

することで、文部科学省「接種記録保有証明（英語）」の発行を受けることができます。 

※  すでに他の方法で接種し「予防接種済証」を有している方も、図中の要件を満たせば 

文部科学省への申請により、「接種記録保有証明（英語）」の発行を受けることができます。 

 

詳しい内容、提出書類、接種会場および「ワクチン接種案内申請書」の入手は、 

文部科学省Ｗｅｂサイトをご覧ください 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00137.html 

 

 

■ワクチンの種類と特徴 

・武田／モデルナ社のワクチン

（mRNAタイプ） 

・1回目の接種後、通常、４週

間の間隔で２回目の接種を受

けること 

・十分な免疫が確認されるのは

２回目の接種を受けてから２

週間以降とされている 

・主な副反応は、注射した部分

の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛

み、疲労、寒気、発熱等がある 

■接種会場・予約 

・文部科学省の事業「大学等に

おける学生・教職員等を対象と

するワクチン接種（大学拠点接

種）」で接種を受けます。 

・文部科学省から接種会場の割

振り結果をメールで通知され

ます。 

・割り振られた接種会場が指定

する予約方法により、各自で予

約します。 

留学予定者の新型コロナワクチン接種について 

文部科学省認可通信教育 

１３ 



進路指導部 横田 裕美 
 

令和４年度大学入学共通テストの志願票（受験案内）配布が始まります。詳しくは下記アドレスのホームペ

ージ、または電話問合せ窓口にてご確認ください。なお、高校へは大学入学共通テストの志願票は配布されま

せんのでご注意ください。 

 

 

 (注意)今年９月に卒業する生徒さんと、来年３月卒業予定の生徒さんでは出願方法が異なります。 

出願の流れ（卒業時期別） 

①志願票を入手 ①大学入学共通テストを利用する全国の各大学の窓口で入手する。(無料) 

 （配付期間：令和３年９月１日（水）～１０月７日（木））  

②電話、ホームページ（テレメール Web）で申し込み入手する。(有料) 

https://telemail.jp/shingaku/ パソコン・スマートフォン・ケータイ対応 

 （受付期間：令和３年８月２日（月）～令和３年９月２６日（日））  

②検定料を納付 受験教科数や成績通知希望の有無で出願料が異なります。志願票での選択を反映した検定料

を銀行・郵便局窓口で納付し、領収証書を志願票に貼付してください。 

（納付受付け開始：令和３年９月１日～） ※ATM は利用できません 

卒業予定時期 令和４年３月卒業予定者 
・令和３年９月卒業予定者 

・聴講生で高認合格により受験 
③志願票を記入 受験案内の記入方法をしっかり読んで記入

してください。 

・ 八洲学園大学国際高等学校は通信制課

程 普通科です。 

・ 現住所(記入する時点での住所)を記入

してください。 

・ 第Ⅱ面に、志望先に合わせて受験科目の

選択を記入してください。 

・ 高等学校等コードは４７５０６Ｊです。 

・令和３年９月卒業予定者は、卒業証明書を用

意してください。記載は左欄と同じです。 

 

・高認資格で受験する場合は、合格証書の複写

／合格証明書原本／合格見込成績証明書原本

等を用意してください。 

志願票の出身学校名は「高卒認定」、高等学校

等コードは「51000K」と記入してください。 

④出願先 高校からの一括出願 
必ず八洲学園大学国際高等学校 進路指導部

宛に郵送してください。 

学校経由以外での出願を、大学入試センターが受

理することはありませんのでご注意ください。 

個人直接出願 
受験案内に添付されている封筒を使用して、「簡

易書留郵便」で郵送してください 

⑤出願期間 八洲学園大学国際高等学校への出願期間は 

令和３年９月１日（水） 

～１０月１日（金）１７時必着 

期限に遅れた場合は受験できませんのでご

注意ください。 

大学試験センターへの出願期間は 

令和３年９月２７日（水） 

～１０月７日（木）消印有効 

※ 受験案内をしっかり読んで、志願票の記入ミスがないよう、確認してください。 

※ 試験内容については、受験案内を見るかまたは大学入試センターまでお問合せください。 

※ 健康診断は大学入学共通テスト申し込みの際には必要ありません。 

(各大学受験の際には必要になることがあります。各大学への出願は各自で行って下さい。願書も各自取り寄せて下さい。) 

大学入学共通テストの申込方法 

文部科学省認可通信教育 

１４ 

大学入試センターホームページ ⇒http://www.dnc.ac.jp/ 

大学入試センター事業第一課 ⇒℡（03）3465-8600（平日 9:30～12:00・13:00～17:00） 
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次の掲載校が学校推薦型選抜（指定校制）(旧:指定校推薦)枠の追加になります（8/19現在）。 

出願希望の方は、７月号ゆんたくにも 32ページに渡り掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 
 

文部科学省認可通信教育 
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【大学】 

≪記事訂正のお知らせ≫ 

ゆんたく７月号の学校推薦型選抜枠の一覧で誤植が２件ありました。 

お詫びの上、訂正いたします。 

 

誤： 長崎外語大学  →  正： 長崎外国語大学 

誤： 九州保健大学  →  正： 九州保健福祉大学 

 

都道府県 学校名 学部 学科 専攻・コース 特典

社会福祉専攻　社会福祉コース

(伊勢崎・池袋・名古屋キャンパス)

社会福祉専攻　介護福祉コース

(伊勢崎キャンパス)

精神保健福祉専攻

(伊勢崎・池袋キャンパス)

心理福祉専攻

(伊勢崎・王子キャンパス)

保育児童学部 保育児童学科 (伊勢崎・池袋キャンパス)

心理学部 心理学科 (伊勢崎・王子・名古屋キャンパス)

学校教育専攻

(伊勢崎・池袋キャンパス)

国際教育専攻　国際教育コース

(伊勢崎・池袋キャンパス)

岐阜県 中京学院大学 経営学部 経営学科

以下のいずれかの条件の合格者が入学され

た場合、授業料の減免がある

・本学が指定する検定試験のうち1級を3種類

以上取得：授業料半額免除

・評定平均値3.5以上：授業料半額免除

・評定平均値3.8以上：授業料全額免除

心理学

公認心理師　認定心理士

救急救命士

言語聴覚士

子ども発達学科
保育士　幼稚園教諭　小学校教諭　特別支援

教諭

管理栄養士

臨床検査技師

栄養教諭

臨床工学技士

介護福祉士　社会福祉士　精神保健福祉士

公認スポーツ指導者　障がい者スポーツ指導

員　トレーニング指導者(JATI-ATI)

大阪府 大阪女学院大学 国際・英語学部 国際・英語学科
入学検定料3000円免除

入学金全額免除

法学部 法律学科

国際学部 国際学科

経済学部 経済学科

経営学部 経営学科

管理栄養学科

総合福祉学科

社会福祉学部 社会福祉学科

教育学科

指定校推薦入試では、高等学校において優秀

な成績を収めた合格者を「特別奨学生」として

採用

・特別奨学生に採用された合格者には、原則

として2年間奨学金を給付(減免)します

・3年次および4年次における奨学生の採用に

ついては、入学後の成績により審査の上、決

定します

①特別奨学生制度を利用し、初年度学費全額

免除にチャレンジが可能。

②高校在学中に取得した資格に応じて、入学

後、奨学金を給付します。

③希望者を対象に、Sコース(特修講座)の入

学時採用を行います。

(Sコース⇒「講座受講料無料・四年間一貫指

導」【法職講座、会計職講座、公務員講座】)

心理学科

健康福祉学部

東海学院大学

群馬県

東京都

愛知県

岐阜県

大阪経済法科大学

東京福祉大学

教育学部

人間関係学部

大阪府
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【専門学校等】 

【短期大学】 

都道府県 学校名 学科 専攻・コース 特典

農学ビジネス学科

保育学科

保育科

健康栄養学科

岐阜県 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科 保育士　幼稚園教諭

特別奨学生に採用された合格者には、原則として1年間(3年

LaLa履修制度利用者は原則として2年間)奨学金を給付(減

免)します。2年次(3年LaLa履修制度利用者は3年次)におけ

る奨学生の採用については、入学後の成績により審査の

上、決定します。

大阪府 大阪女学院短期大学 英語科
入学検定料3000円免除

入学金全額免除

岡山県 山陽学園短期大学 こども育成学科 入学金10万円減額

拓殖大学北海道短期大学

入試結果により奨学生合格となった場合には、次のいずれ

かの種別とする

第1種奨学生　授業料のうち年額50万円を免除する

第2種奨学生　授業料のうち年額30万円免除する

※奨学生として合格基準に達しなかった者でも、志望した学

科の学校推薦型選抜の合格者となる場合がある

北海道

岐阜県 中京学院大学短期大学部

都道府県 学校名 課程 学科 専攻・コース 特典

医療秘書学科

介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

群馬県 高崎歯科衛生専門学校 歯科衛生学科

情報ビジネス学科

WEBサイト制作学科

京都府 京都文化医療専門学校 昼間3年制 歯科衛生学科

児童福祉科

介護社会福祉科

二級整備士学科

モーター総合学科

モータースポーツ自動車工学科

土木科昼間

建築科昼間

建築科夜間

キャリア・カレッジ科

総合ライセンス科

情報システム科

情報処理科

情報ビジネス科

総合ビジネス科

前橋医療福祉専門学校

東京豊島IT医療福祉専門学校

南海福祉看護専門学校

日本モータースポーツ専門学校　大阪校

福岡建設専門学校

●入学審査料:一般入学受験

料より1万円減額(※一般2万

円)

●納入金:初年度5万円減額

指定校推薦による入学者は、

入学金16万円(7万円免除)

沖縄県

入学金(15万円)を免除

※特待生に採用された場合は

この特典はありません

入学選考料免除沖縄情報経理専門学校

群馬県

東京都

大阪府

大阪府

福岡県
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【面接における質問事項例】 
●自己紹介 

(出身校名も正しく言う事が出来る様にしましょう) 

●志望理由 

(具体的に、なぜその学校・企業が良いのか伝えるチャンスです) 

●自己 PR 

(最大限に自分を相手に伝える事が出来る様に) 

●趣味・特技 

(まずは様々な事に挑戦し、見つけていきましょう) 

●長所(強み)・短所(弱み) 

(自己分析が必要です) 

●短所を改善するために心がけてる事 

(不安要素も改善できるよう努力する内容を伝えましょう) 

●学生時代で最も努力した事 

(自宅学習やスクーリング参加など、その他自分自身を振り返りましょう) 

●学生時代に出した成果 

(本校での功労賞受賞など、この機会に伝えましょう) 

●学生時代に学んだ事 

(学校生活から、友人からなど学ぶ事は多々あります) 

●成功体験、失敗体験 

(自分自身の体験を振り返り、小さな出来事から大きな出来事まで振り返ってみましょう) 

●今まで一番感動した事 

(あなたが心動かされた出来事はありますか)  

●今までで一番嬉しかった事 

(学校生活・日常生活含め見つけてみましょう) 

●今までで一番悔しかった事 

(学校生活・日常生活含め見つけてみましょう) 

●あなたが一番長く続けてきた事 

(今からでも遅くありません!継続は力なり!!) 

●最も得意であった授業 

(理由も言える様にしましょう) 

●尊敬する人 

(身近な方、歴史上の人物など具体的に言える様に!!尊敬できる理由も含め答えましょう) 

●誰にも負けないと思う事 

(学習、人との関わり、様々な面を含め見つけてみましょう) 

●将来の目標・夢 

(出来る限り具体的な内容をいう事が出来る様にしましょう) 
 

【この内容も答える事が出来る様に】 

① 通信制高校を選んだ理由 ②転入学・編入学の理由(対象者) 

進路だより ～面接における質問事項例～ 

文部科学省認可通信教育 

就職・進学共に試験の時期となりました。面接で困る事が無いよう今から

準備をしましょう。自信を持って面接に挑む事が出来ます様に…(*^_^*) 

※下記の例以外にも質問事項は多々予想されます。下記は一部の例です。 
 

 学校の特色や企業の経営

理念などを、事前に調べま

しょう!!様々な学校や企業

がある中で『なぜその学校

又は企業を希望するのか』

具体的に答える必要があり

ます!! 

【重要】 

面接練習は、担任・副担任の

先生と行います。遠方の方は電

話での面接練習も可能です。 

事前に必ず面接練習を行って下

さい!! 

１７ 
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 日本で感染が急拡大している新型コロナウイルス変異株（デルタ株：インド型など）は、これまでの

ウイルスよりも感染力が強いという特徴があり、現行のワクチン接種の有効性も懸念されています。感

染力の強さから、従来予防法の「３密がそろう場面」だけでなく、１つの密でも感染リスクがあるとさ

れています。そこで内閣官房「新型コロナウイルス感染拡大防止特設サイト」掲載の「変異株に対応す

るための感染対策－ゼロ密を目指そう！－」を紹介します。みなさんの生活を改めて見直してください。 

 

 

《健康だより》新型コロナ変異株の猛威と対策 

文部科学省認可通信教育 

１８ 

こまめな手洗い・手指消毒 
・ 共用物に触った後、食事の前後、公共交通 

機関の利用後などは必ず手洗い、 

手指消毒をしてください。 

マスクの正しい着用 
・ マスクを鼻にすき間なくフィットさせ、 

しっかりと着用してください。 

・ 品質の確かな不織布製を着用してください。 

密（密接・密集・密閉）の回避 
・ 一つの密でも避けて、「ゼロ密」を目指しま

しょう。 

・ 人と人との距離は十分に保ってください。 

・ おしゃべりする時間は出来る限り短くし、 

大声は避けてください。 

・ 今まで以上に換気を行ってください。 

ポイントをおさえた会食 
・ 換気が良く、座席間の距離も十分で、適切な

大きさのアクリル板も設置され、混雑してい

ない店を選択してください。 

・ 食事は短時間で、大声を出さず、会話の時は

マスクを着用してください。 

・ 人数が増えるほどリスクが高まります。でき

るだけ、家族か、４人までにしてください。 

ポイントをおさえた生活 
・ 外出はすいた時間と場所を選んでください。 

・ 特に平日・休日ともに混雑した場所での 

食事は控えてください。 

・ 家族や同居者以外との大人数・長時間の 

集まりや会食は控えてください。 
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新型コロナウィルス感染拡大により、家庭内での感染事例が急増しています。家族が陽性者・濃厚接

触者となった場合、家族の健康を守り感染拡大に歯止めをかけるため、厚生労働省が案内する「家庭内

感染防止８つのポイント」を確認いただき、各家庭において対策をお願いいたします。 

 

 

 

① 部屋を分けましょう 

◆ 個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。 

子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも２ｍ以上の距離を保った

り、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。 

◆ ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は

最小限にしましょう。 

② 感染者のお世話はできるだけ限られた方で 

◆ 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者の 

お世話をするのは避けてください。 

③ マスクをつけましょう 

◆ 使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。 

◆ マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際には、ゴムや

ひもをつまんで外しましょう。 

◆ マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。（アルコール手指消毒剤でも可） 

④ こまめに手を洗いましょう 

◆ こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。 

洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。 

⑤ 換気をしましょう 

◆ 定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。 

⑥ 手で触れる共有部分を消毒しましょう 

◆ 共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた

後、水拭きしましょう。 

◆ トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。 

◆ 洗浄前のものを共用しないようにしてください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなど

では共用しないように注意しましょう。 

⑦ 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう 

◆ 体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、

一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。 

⑧ ゴミは密閉して捨てましょう 

◆ 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。

その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。 

《健康だより》家族に感染が疑われる場合の対処 

文部科学省認可通信教育 

１９ 

家庭内でご注意いただきたいこと～８つのポイント～ 

ご家族・同居されている方も熱を測るなど健康観察をし、不要不急の外出は避け、 

特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。 



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 

●慶応ゼミナール高等学院 大久保校 千葉県習志野市 

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 

奈良県 ●スタディあごら 奈良県香芝市 

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 

「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】 

四国ブロック 高知県 ●陽気塾（高知） 高知県高知市 

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 

文部科学省認可通信教育 
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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 水  16 木  

2 木  17 金  

3 金 ９月Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 18 土  

4 土  19 日 令和３年度前期卒業証書授与式 

5 日  20 月 敬老の日 

6 月  21 火 後期科目登録開始日 

7 火 
９月Ｓ：返送書類必着日 
９月Ｓ：キャンセル可能締切日（17：30まで） 

22 水  

8 水  23 木 秋分の日 

9 木  24 金  

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月 ●９月スクーリング：７泊コース● 28 火  

14 火  29 水 ゆんたく配信 

15 水 ●５泊コース● 30 木  

      

※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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