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・ ｐ２－３   ８月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ５     令和３年度後期 集中スクーリング「テーマ」案内 

・ ｐ６     令和３年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ７     格闘技・陸上部門  YouTube番組の紹介 

・ ｐ８     「教員の資格取得」のご報告 

・ ｐ９     マイページ導入について 

・ ｐ１０    学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 

・ ｐ１１    進路だより ～面接について～ 

・ ｐ１２－１３ 《健康だより》ワクチン接種を受けるにあたって 

／ ワクチン接種後の生活について 

・ ｐ１４－１５ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６    １０月行事予定 

令和３年９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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８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 

２ 

特特特別別別活活活動動動   エエエイイイサササーーー   



 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 沖縄県出身でも全然知らないことが沢山ありました。 
「琉球文化」のテーマは期待以上に楽しめました。 

☺ エイサーや琉球舞踊など、普段見れないものが見れて楽しく琉球文化を勉強できて良かっ
たです。 

☺ 今回 1番思い出に残ったのはエイサーと琉球舞踊。自分で体験したらとっても難しくて、
ますます教えてくれた人達のすごさを実感できました。 

☺ 特別活動（琉球ガラス体験）がとても楽しかったし、キレイでした。 

３ 

   

文部科学省認可通信教育 

特特特別別別活活活動動動   琉琉琉球球球ガガガラララススス   

特特特別別別活活活動動動   琉琉琉球球球舞舞舞踊踊踊   

特特特別別別活活活動動動   平平平和和和学学学習習習   

特特特別別別活活活動動動   藍藍藍染染染体体体験験験   教教教室室室かかかららら見見見えええるるる海海海ととと空空空   



事務部 番場 晴美 

 

令和３年度前期卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんに出
逢えて、共に過ごす事が出来た時間は、とてもあたたかい時間でした。これ
から先の未来も皆さんの輝く時間となります様に…いつも応援しています。 
在校生の皆さん、令和３年度後期の始まりです。どんな時も、皆さんには『出
来る力がある』と信じています。困ったり、悩んだり…様々な時間を過ごす
中で、一人一人の存在がかけがえのない宝である事を忘れないで下さい。『高
校卒業』必ず皆さんの背中を押す力となるはずです。その時間を迎えるまで、
一緒に歩ませて下さいね(*^-^*) 副担任の大城達人先生と共に、皆さんのご
来校をお待ちしております。 

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 

皆さん、こんにちは！だんだんと涼しくなり、過ごしやすい季節がやってき
ましたー(´∀`*)ﾉ すっかり秋ですね♪秋といえば、食欲の秋 o(^^o)(o^^)o
私は最近、「サリ麺」というものにはまっています。この麺は韓国のインスタ
ントの袋麺なんですが、なんとスープが付いていないんです！だから味は自
分でアレンジできちゃうんです！鶏ガラスープを入れて、塩ラーメン風でも
いいし、キムチを入れても GOOD★鍋の締めに入れてもいい感じ♪ 
とにかく、自分オリジナルのラーメンが作れちゃうんです。 
ディスカウントストアでも購入できると思いますので、興味の 
ある方はぜひ試してみてくださいね♪♪(*´▽`*)ﾉﾞ 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは、3・4 番クラス担任の糸数です♪ 

9 月に入り、沖縄も 7 月、8 月に比べると涼しくなりました！が、 

まだまだ、セミの鳴き声も聞こえてきて、かき氷が美味しい暑さです。 

これから夏から秋に季節が変わっていますので体調管理をしっかり行いまし

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。 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（＾＾）前期がもうすぐ終わりますね。

前期のスクーリングは動物、国際文化、マリンスポーツ、琉球文化、健康スポ

ーツがテーマとなっており、非常に楽しめるものでした！後期は、前期とは異

なったテーマのスクーリングになっています☆今年度、まだスクーリングに参

加していない生徒さんはいろいろとテーマを見比べて、ぜひ自分の興味のある

テーマの月に参加してください♪スクーリングのことや自宅学習のことなど、

気になることがあればいつでもお気軽にご連絡ください！！！ 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

9 月に入り、だんだんと秋めいてきましたね。秋といえば、「〇〇の秋」とい

うフレーズをよく耳にします。私は読書が好きなので、「読書の秋」というこ

とで本を買って読もうと思います！ 

みなさんの好きな本やマンガなどがあれば、スクーリングに参加したときに

ぜひ教えてください！ 

芸能スポーツ/海外クラス担任の仲田です(*´▽｀*) 

少しずつですが、沖縄県も涼しくなってきたような！気がします！ 

最近は自宅で Netflix を楽しんでいまして、特にジュラシックパークとトラ

ンスフォーマーは何回も見ています（笑） 

おすすめの２作品なので、スクーリング時に感想を教えてくださいね～♪ 



教務部 比嘉 彩香 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

令和３年度後期 集中スクーリング「テーマ」案内 

 

５ 

 
 

３３３月月月①②   工工工作作作スススクククーーーリリリンンングググ   

 

 

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・スタッフ）に 

分かれての音楽活動を予定しています！ 

111222 月月月   

   

 

※202１年度後期卒業となる生徒さんは参加できません。 

 

 

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。 

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       

 

１月①② 沖沖沖縄縄縄観観観光光光スススクククーーーリリリンンングググ   
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 

 

 

『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(*^_^*) 

111111 月月月   芸芸芸術術術スススクククーーーリリリンンングググ（（（少少少人人人数数数制制制）））   

※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。 

 



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、９月スクーリングに参加しました５人の生徒さん達を表彰しましたのでご紹介します。 

●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） 

●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） 

●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 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：小夜時雨」 芦川和香菜 

（琉美インターナショナルビューティカレッジ所属） 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：ヤシの木」 比屋根利緒菜 

（琉美インターナショナルビューティカレッジ所属） 

６ 

令和３年度「功労賞」のご紹介 

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 

７ 

https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w 

https://www.youtube.com/c/譜久里武/ 

https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/


校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校の教職員は、生徒さん達を様々な角度からフォロー出来るよう

に『心理カウンセラー＆アートセラピスト』の資格取得を推奨しています。今回、宮城泰之

先生（数学）、平野圭一郎先生（保健体育・英語）、久田友梨香先生（英語）、宮坂あき先生（事

務部）、平安山彩夏先生（事務部）の５名が新たに取得しましたので、ご報告させて頂きます。 

 

八洲学園大学国際高等学校の「資格

取得・専門コース」は、約３０種類の

資格を通信教育で取得が可能です。ま

た、その八洲学園特別受講料の対象は

在校生だけでなく、卒業生、保護者の

方も含まれます。ご興味のある方は、

「学習の手帳（３２～４３ページ）」を

ご参照下さい。 

 

 
 

 

 

 

内閣府認証 特定非営利活動法人である「日本アロマセラピー統合

医学協会」が実施している心理カウンセラー＆アートセラピスト

の通信課程では、心理学やカウンセリングの知識を様々な症状や

具体的な方法を通して学ぶことができます。また、潜在的な心の

状態を知ることができるアートセラピーやハンドリフレクソロジ

ー（ハンドマッサージ）についても詳しく学ぶことができます。

 

 

 

 

 

●こんな方におススメ！！ 

・心理状況が把握できる 

アートセラピーを学びたい方 

・心理学やカウンセリングの知識を 

仕事に役立てたい方 

・カウンセリングで自分や人の悩みを 

和らげたい方 

 

「教員の資格取得」のご報告 

文部科学省認可通信教育 

８

５」 

心心心理理理カカカウウウンンンセセセラララーーー＆＆＆アアアーーートトトセセセラララピピピススストトト 

【受講期間】6 ヶ月 

特別受講料 

●心理カウンセラー＆アートセラピスト：60,000 円 → 14,980 円 

 



総合推進部 島袋 友美 

 

この度、かねてよりご利用いただいておりました、Community Web システム（成績管理システム）

のサービスが終了となり、10 月中旬を目途に「マイページシステム」（以下、マイページ）を新たに導

入することになりました。サービス開始までに、ご迷惑をおかけするかと思いますが、どうぞご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

記 

 

１． Community Webシステム（成績管理システム）及びマイページとは 

Community Web システムは、生徒さん一人ひとりのリポート・視聴報告書の提出状況やスクーリン

グ出席状況、成績などを閲覧するシステムです。こちらのサービスが終了となり、今後はマイページと

いう成績管理システムにて、課題の提出状況等を確認していただくことができます。 

 

３．マイページご利用にあたり（ご利用いただける環境） 

マイページはスマートフォン及びパソコンからご利用いただくシステムとなります。フューチャーフ

ォンはご利用対象外となりますので、フューチャーフォンをご利用の方は、これまで通り担任・副担任

までお問い合わせください。 

 

５．マイページログイン情報（１０月中旬～） 

下記URLよりアクセスしていただき、ご利用できます。ID（生徒番号）、パスワードを入力し、学習状

況等ご確認ください。パスワードはCommunity Webシステムでご利用いただいていたパスワードを、継

続してご利用できます。マイページご利用開始時期に合わせて、本学ホームページよりURLをご案内さ

せていただきます。また、パスワードが不明な場合は、担任・副担任までお問い合わせください。 

 

マイページURL：https://schoolde.nexb.jp/yashima-uihs-mypage 

マイページQRコード： 

 

 

６．今後の展開（パスワード変更） 

 令和4年度以降、セキュリティ強化の観点から、全生徒さんパスワードを変更する予定です。その際は

改めてご案内させていただきます。 

 

マイページ導入について 

文部科学省認可通信教育 

９ 



進路指導部 横田 裕美 
 

ゆんたく７月号と８月号及び、八洲学園大学国際高等学校ＷＥＢサイトに学校推薦型選抜（指定校制）(旧:指

定校推薦)一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１０ 

【専門学校等】 

 
都道府県 学校名 課程 学科 専攻・コース 特典

午前コース

午後コース

スポーツ科学コース

午前コース

午後コース

昼間部2年制

夜間部2年制

昼間部2年制

夜間部2年制

美容科

理容科

3年課程・昼間部 こども保育科

3年課程・夜間部 こども学ぶ科

下関理容美容専門学校

創造社デザイン専門学校

昼間部

柔道整復学科

鍼灸学科

コトづくり学科

モノづくり学科

沖縄県

検定料3万円免除

入学金半額免除

独自奨学金自動受付　最大

10万円の学費免除
沖縄中央学園

大阪府
指定校特待生学費を適用

（諸費用より12万円を減免）

大阪府 近畿医療専門学校

山口県



進路指導部 守谷 薫 

 

先月に続き…       今回も面接に関しての情報をお知らせします。 

面接の中でよく聞かれる質問、面接の種類について事前に確認しておきましょう♪ 

進学 

・あなたからみた学校の特徴・魅力はなにか 

・他の同分野校と比較したか 

・なぜこの学部/学科/分野を希望したのか 

・将来どのようなことをしたいか  

・オープンキャンパスや学校説明会には参加したか  

・入学後なにを頑張りたいか 

・入学後の学生生活はどのように過ごしたいか 

・高校時代に力を入れたこと 

・苦手な科目等、どのように対策するか 

・出席日数や遅刻等、厳しくみるが大丈夫か（前籍校がある方） 

就職 

・仕事をする上での心構え 

・入社後どのような仕事をしてみたいか 

・最近気になったニュース 

・うまくいかないことがあったとき、どのように切り替えるか 

・休日はどのように過ごしているか 

・今までで一番苦労したことはなにか 

・継続してなにかに取り組んだことはあるか 

・まわりの人からどのような人だと思われているか 

・まわりにどのような影響を与えられるか 

・コミュニケーションをとるうえで大切にしていること 

面接の種類 

集団面接：一人または複数人の面接官に対し、同時間帯に自分を含む複数人で面接を受ける。 

個人面接：一人または複数人の面接官に対し、自分一人で面接を受ける。 

オンライン面接：ZOOMなどを使用し、対面形式ではなくＰＣやスマホを通した画面越しで面接を受ける。 

コロナウイルスの影響で最近増えている方法。 

 

面接を受ける前に予め聞かれる可能性のある質問を想定し、 

どのように答えるか考えておくことが重要になります。 

今後面接を受ける予定のある方は、早いうちから準備していきましょう！ 

 

進路だより ～面接について～ 

文部科学省認可通信教育 

１１ 

 

 

入学後にミスマッチが生じないように、 

学校についてしっかりと理解できて 

いるかどうかを面接で判断されます。 

事前に学校についての情報収集をした 

うえで面接に臨みましょう!! 

会社の方針に合っているか、入社後、 

戦力になる人材かどうか面接で判断されます。 

最近では人柄重視の会社も多く、面接での 

受け答えや立ち振る舞いが重要になる 

ため、しっかり準備しましょう!! 

 第 2弾 



保健衛生部 平安山智子 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、医療関係者を優先し、高齢者・基礎疾患のある方から

順次年齢降下順で進められてきました。また、ファイザー製ワクチン・モデルナ製ワクチンとも対象年

齢が１２歳以上に引き下げられ、各自治体でも高校生への接種券の配布や予約受付が始まりました。 

そこでワクチン接種に関して、厚生労働省の資料に基づき参考となる情報をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》ワクチン接種を受けるにあたって 

文部科学省認可通信教育 

ワクチン接種について相談したいとき、どこに相談すればよいですか？ 

・基礎疾患やアレルギーのある方で、ワクチンを受けるかどうか相談したい場合には、かかりつけ

の医師とご相談ください。薬を服用している方は、処方した医療機関または調剤した薬局にご相

談ください。 

・ワクチンの接種を受ける方法、接種の予約、予診票の書き方は市町村のコールセンターにご相談

ください。 

・一般的質問は、厚生労働省コールセンター（０１２０－７６１－７７０）も利用できます。 

・ワクチン接種後に体に異常があるときは、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、都道府県

の窓口等にご相談ください。 

 

接種を先延ばししてきましたけど、接種券に有効期限はありますか？ 

・令和 4年 2月 28日までの接種期間内であれば有効期限はありません。 

接種予約をすっぽかしました。後日、接種は可能ですか？ 

・可能です。改めて接種の予約を行います。接種券もそのまま利用できます。 

未成年の場合、保護者の同意は必要ですか？ 

・未成年者であっても、16歳以上の方については、親の同意書は必要ありません。 

・12～15歳の接種においては、原則、保護者の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必

要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。 

接種券・予診票を紛失しました／接種券が届かない！ 

・届かない場合も失くした場合も住民票のある市町村窓口で再発行申請できます。 

（市町村によって即日～１０日ほどの日数がかかります） 

・厚生労働省「コロナワクチンナビ」サイトでも再発行のWeb申請を受け付けています。 

・引っ越しをしている方は、市町村や郵便局に各種届出をしてから再発行手続きをしてください。 

youtube厚生労働省公式チャンネル 

動画「新型コロナワクチンを受けるには」 
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保健衛生部 平安山 智子 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、すでに全国民の半数が接種済で、国の見通しによれ

ば１１月末までに希望する国民全員の接種が完了するとのことです。すでに一部のスポーツ観戦やイベ

ント観覧では、ワクチン接種済証の提示が求められるようになってきました。接種済証の提示は、飲食

店・観光施設の利用・割引サービスなどにますます広がる見込みです。 

そこで、接種後の生活について厚生労働省 Webサイトの記事をもとに紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》ワクチン接種後の生活について 

文部科学省認可通信教育 

ワクチンの効果はずっと続きますか？ 

接種後、数か月の単位で時間とともに、抗

体価が低下していくことが知られていま

す。政府はワクチンの効果を長期にわたっ

て高めるため、ブースター接種（第三回接

種）を検討しています。また、 

来年中には変異株にも対応 

した新しいタイプのワクチンが 

承認される見込みとなっています。 

ワクチンを接種した後も、マスクは必要？ 

必要です。ワクチンは発症や感染のリスク

を低減し重症化しにくくしますが１００％

ではありません。また、新たな変異株への

効果が限定される場合もあります。 

マスク・手洗い・三密回避の 

感染予防行動を引き続きとってください。 

ワクチンで抗体ができたか確認するするため、

抗体検査が必要？ 

必要ありません。接種者の９５％に 

予防効果が出ていることが実証されて 

います。抗体検査の結果から実際に予防効

果があるかは検証されていません。 

デルタ変異株にワクチン接種は効くの？ 

効きます。接種の進められているファイザ

ー製、モデルナ製ともに、既存の各種変異

株への有効性が試験・証明されています。

中和有効性が下がるような変異株が現れた

としても、未接種者に比べ発症率や重症化

を軽減することが 

見込まれています。 

接種済証を失くした。どうすればいい？ 

接種券を発行した自治体で、「接種済証再発

行」手続きをとってください。 

申請には（あれば）接種記録書と 

身分証明書をご用意ください。 

予防接種済証に「（臨時）」と書いてあるけど、 

後日、正式版がもらえるの？ 

今のが正式版です。今回の接種が予防接種法

に基づく「臨時接種」に区分されるという行

政上の接種形態を表すだけです。 

献血はできますか？ 

できますが、ファイザー製、モデルナ製と

も接種から４８時間は空けてください。な

お、ワクチン接種の有無にかかわらず発熱

や全身倦怠感が認められる場合には、症状

が改善するまで見合わせてください。 

海外渡航用の接種証明書の申請先は？ 

接種券を発行した自治体で、日本語・英語で

の接種証明書を発行しています。 

申請には接種済証・身分証明書 

に加えパスポートも必要です。 

１３ 



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 

静岡県 ●Leoya Global Academy 高等学院 静岡県富士市 

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 

「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） 

    【学習提携校名】 【住 所】 

中国ブロック 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 

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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木 １１月Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 

7 木  22 金  

8 金  23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月 １１月Ｓ：参加申込締切（17：00 まで） 26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木  

14 木  29 金 ゆんたく配信 

15 金  30 土  

   31 日  

※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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