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令和３年１０月２９日 

八洲学園大学国際高等学校 
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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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９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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エエエイイイサササーーー体体体操操操ににに挑挑挑戦戦戦！！！   

長長長座座座体体体前前前屈屈屈ににに挑挑挑戦戦戦！！！   
古古古宇宇宇利利利大大大橋橋橋ウウウォォォーーーキキキンンングググ   

反反反復復復横横横とととびびびににに挑挑挑戦戦戦！！！   

視視視力力力検検検査査査なななんんんててて   
久久久しししぶぶぶりりり～～～   

良良良いいい疲疲疲れれれ♪♪♪   ウウウォォォーーーキキキンンングググ完完完歩歩歩！！！   



 

 

 

 

 

 

 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 特別活動でウォーキングに行き、キレイな海とウミガメが見れて嬉しかった！ 

☺ 古宇利島ウォーキングでウミガメ見れたのはテンション上がって最高でした。。 

☺ エイサーも見れて良かったし、今までより沢山先生達との交流もあって楽しかった。 

☺ 最初は不安だらけだったけど、体育のレクリエーションや特別活動のウォーキングなど 
どれも楽しいことだらけで楽しかったです。 

☺ スズ、モモにとても癒されました。  最高な一週間をありがとうございました。 

☺ いっぱい友達できて一緒に授業を受けたり、爆笑できたことが最高だった。 

３ 
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脳脳脳内内内テテテススストトトににに挑挑挑戦戦戦★★★   

休休休みみみ時時時間間間ににに卓卓卓球球球★★★   

休休休みみみ時時時間間間ににに癒癒癒ししし犬犬犬ととと♪♪♪   

スズ 
モモ 

世世世界界界エエエイイイサササーーー大大大会会会（（（WWWOOORRRLLLDDD   WWWIIIDDDEEE   
EEEIIISSSAAA   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL)))ででで３３３連連連覇覇覇ををを果果果たたた
しししたたたここことととのののあああるるる創創創作作作芸芸芸団団団レレレキキキオオオススス
さささんんんががが来来来校校校しししてててエエエイイイサササーーーををを披披披露露露ししし
てててくくくれれれままましししたたた♪♪♪♪♪♪♪♪♪   

休休休みみみ時時時間間間ににに担担担任任任ととと   

休休休みみみ時時時間間間ににに中中中庭庭庭ででで   
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紅葉シーズンから少しずつ雪景色に変わっていく季節(*^-^*)皆さんは、どの
様な冬を過ごす予定でしょうか。年末が近づくにつれて、慌ただしい毎日に
なる方も多い事でしょう。その中で、ほんの少し、自分自身にご褒美を!! 
『マッサージ』する時間や『美味しい飲み物』を飲む時間…または『マンガ
本』をとにかく沢山読む時間をつくる!! この時間が、何か前進するきっかけ
になる事もあります(*^_^*)皆さんが穏やかな毎日を過ごす事が出来るよう
願っています。副担任の大城達人先生そして学校犬『モモコ』＆『スズ』と
共に皆さんにお逢いできる日を楽しみに待っています       

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！沖縄はまだまだ日差しが強く暑いですが、夜はだんだ
んと涼しく過ごしやすくなってきました。前回号のゆんたくでもお話ししま
したが、秋といえば、食欲の秋(○´艸`)この間、秋の食材「さつまいも」を
使って大学芋作りに挑戦しました♪初めて作りましたが、なかなかいい感じ
に仕上がり、お味も GOOD でした(○´∀`○)ﾉ秋の食材を使った、簡単レシ
ピがあるよーって方は、ぜひぜひ教えてくださいね。 
秋の感じ方は人それぞれ。スポーツの秋、読書の秋と様々です。 
皆さんも、自分なりに「秋」を感じてみてくださいね(^ｰ^)b 

こんにちは、３・４番クラス担任の糸数です。 

10 月に入り、沖縄の暑さも少しずつ和らぎ、肌寒く感じられるようになって

きました(^^)/秋といえば食欲の秋！運動の秋！ということで私は最近、健康

のためにジョギングを初めました♪音楽を聴きながら、自分のペースで走る

と気持ちがいいです！皆さんも、過ごしやすい秋に皆さんも何か初めてみま

せんか？？今年度もあと半年、自宅学習やスクーリングのことで分からない

ことがあればいつでも連絡下さい！ 

みなさん、こんにちは（＾＾）！！沖縄もやっと汗だくの真夏の季節から涼し

くて過ごしやすい秋を感じられる季節になってきました☆私は、普段あまり本

を読まないのですが、秋になるとなぜだか読書をしたくなります。今年中に１

５冊読破を目指して、読み始めていこうと思います♪♪♪オススメがあれば教

えてください！！こんな感じで残りわずかな２０２１年、目標を決めて有意義

に過ごしていきたいと思います。みなさんも、やり残すことがないように今の

うちから今年中でやりたいことをリストアップしていきましょう☆ 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

10 月は別名、神無月と呼ばれています。その由来は全国の神様が出雲大社

に向かい、いなくなってしまうから…という説が有力のようです。ちなみに、

出雲地方では逆に全国の神様が集まるので、神「在」月と呼ばれています。 

また、今年度もあと半年！自宅学習を進めてもらい、スクーリング参加をお

待ちしていますね。 

芸能スポーツ/海外クラスの仲田由紀です！ 

１０月に入って一気に過ごしやすい気温になってきました～！ 

これからイベントが盛りだくさんの時期に突入しますね。 

英語Ⅰの授業ではハロウィーンカードを作って楽しみましたよ♪ 

クオリティの高いものばっかりで驚きでした(; ･`д･´) 

これからクリスマス…年末年始…とあっという間ですが 

みなさん安心・安全に楽しんでお過ごしください～♪ 



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 

６０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。 

 

元号が「平成」から「令和」に変わり約３

年。その３年間のうち、人類が新型コロナウ

イルスと戦っている期間が約２年。当たり前

だと思って過ごしてきた日常の生活から、

日々イレギュラー・変革が迫られてきた約２

年。この環境の中、本日の「高校卒業」とい

うゴールまでたどり着いた皆さん、おめでと

うございます。そして、八洲学園大学国際高

等学校で卒業を迎えてくれてありがとうご

ざいます。 

 

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事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９月１９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３年度前期 卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 
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令和３年度前期 卒業証書授与式 

文部科学省認可通信教育 
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卒業生入場 卒業証書授与 

在校生による送別の舞
「琉球獅子舞」 

卒業式後 



事務部 番場 晴美 

 

 

本日はコロナ禍の中、私達卒業生のために、この様な素晴らしい式を開いて頂きありがとうございま

した。校長先生をはじめ、諸先生方、ならびに関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 

私は、姉の影響を受け、海外でスカッシュというラ

ケットスポーツを行っていました。スカッシュとは、

４つの壁に囲まれた部屋に対戦相手と共に入り、ピン

ポン玉ぐらいの大きさのボールを交互に壁に打ち合う

スポーツです。室内競技のため、大会にオフシーズン

がなく、練習の毎日だったため、八洲学園大学国際高

等学校へ入学するまでは、学校生活の想い出がほぼな

い状態でした。 

競技をする中で、姉は負けず嫌いで運動神経が良く

ジュニア時代から期待の選手として活躍していました。

しかし、私は正反対で、勝ち負けに無頓着、運動神経も良い方ではありませんでした。そのため、誰も

私には期待しておらず、すぐ辞めると思われながら過ごした日々。その中で、私は『人は人』という考

えのため、姉をうらやむというよりは、自慢の姉として共に競技生活を送っていました。 

勝敗に無頓着だった私ですが、ある試合で負けた事がとても悔しく、『もう負けたくない』その思いか

ら、誰よりも練習を頑張りました。その事で、私は走る事が誰よりも速くなり、一度試合に負けた相手

にも勝つことが出来るようになりました。また大会では結果を残すことが出来、日本代表選手にも選ば

れるまでに成長しました。スカッシュという競技を通して、私は『どんな人でも、どんな事でも、頑張

れば出来る』という事を学びました。そして、競技生活を送る中で、家族の大きなサポートがありまし

た。私を支え応援してくれた家族に心から感謝しています。ありがとう。 

姉は八洲学園大学国際高等学校の卒業生です。私もこの学校へ入学し、高校卒業を目指す事になりま

した。沖縄集中スクーリングでは、先生と仲良く話す事が出来た事や、友達がたくさん出来た事が嬉し

かったです。休み時間には職員室にあるギターを友人が弾きライブをしたり、みんなで遊んだり、今ま

で感じる事が無かった学校生活の楽しさを知る事を出来ました。 

昨年度２月のスクーリングは『スポーツ大会』がテーマのスクーリング。みんなで一緒に体育祭のよ

うな時間を過ごす事が初めてだった私は、この時間がとても楽しかったです。その時出逢った仲間とは、

現在も連絡をとったり遊んだりしている、大切な関係となっています。 

コロナ禍の中で過ごしたスクーリング期間は、様々な制限がありましたが、その中で、先生や友達と

バスケットやバドミントンをしたり、ＵＮＯをしたりと、みんなで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

ありがとうございました。 

高校卒業後は、海外の大学へ進学を目指しています。そして、将来は野生動物の保護

や、飼育員など、動物に関わる仕事に就くことが目標です。 

八洲学園大学国際高等学校は、私にとって『人との関わり方を学ぶ事』が出来た大切

な場所でした。私の自慢の学校です。本当にありがとうございました。 

令和３年９月１９日 卒業生代表  渡邉 安佑未 

令和３年度前期 卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

卒業式に読まれた卒業生代表挨拶をご紹介します 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 高橋 康子 
 

 中村 成希（校長） ご卒業おめでとうございます！ 

 鈴木 啓之（教頭） さあ冒険だ！お宝さがしに行こうぜ 

 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!! 
新たな人生に幸多きことを願っています。 
みなさんの今後の活躍を八洲から応援しています(^^) 

 糸数 篤人（3･4 番クラス担任） 卒業おめでとうございます！ 
これからも楽しく元気にいきましょう。 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） 夢にときめけ 明日にきらめけ 
卒業おめでとうございます 

 宮城 泰之（7･8 番クラス担任）ご卒業おめでとうございます。 
皆さんの今後の人生に幸あれ！ 

 横田 裕美（9･0 番クラス担任） 素敵な未来へ向かって･･･ご卒業おめでとうございます。 

 仲田 由紀（芸能スポーツ・海外クラス担任） Congratulations! We are going to miss you !!  

 平安山 智子（サポート校クラス担任） 高校卒業後の人生をどう進んでいくかは自分次
第です。悔いのない人生を送って下さい。いつまでも応援しています。 

 久田 友梨香（1･2 番クラス副担任） 卒業おめでとうございます！ 
新たな目標や夢に向かって頑張って下さい!! 皆さんのご活躍を期待しています☆彡 

 中島 菜々子（3･4 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます✨ 
これからの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。 

 竹部 裕太（5･6 番クラス副担任） 追いかけ続ける勇気さえあれば夢は必ず叶います。 
卒業おめでとうございます。 

 守谷 薫（7･8 番クラス副担任）ご卒業おめでとうございます。 
みなさんの未来が豊かで明るいものとなりますように!!これからの活躍応援しています。 

 大城 達人（9･0 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます。 
人生は挑戦です。色々な事に興味を持って挑戦しましょう。 

 平野 圭一郎（芸能スポーツ／海外クラス副担任） おめでとうございます。 
卒業後も自分のペースを大切に!! 

 玉城 健一（芸術・国語） 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してください。応援しています。 

 原田 みき子 ご卒業おめでとう!! 人生はバラ色にも灰色にもなります。 
悔い無きよう全力を尽くしてね。 

教職員から卒業生へのメッセージ 

文部科学省認可通信教育 
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 玉城 郁江 卒業生のみなさん 卒業おめでとうございます。“卒業”という目標･･･ 
達成したことを誇りに、これからも頑張ってください!! チバリヨ～（ファイト～） 

 小波津 美弥子 祝 ご卒業おめでとうございます!!! 君に幸あれ 

 島袋 正良 コロナの中たいへんな年でしたがよくがんばりました。卒業おめでとう！ 

 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３つの言葉を心に留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。 
“千里の道も一歩から” 夢を追い続けましょう これからも!! 

 松田 和則 卒業おめでとう これからも一歩一歩と前へ 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。 
コロナ禍でスクーリングの参加等、大変なことも多かったと思いますが、一つの節目を
むかえたことで大きな一歩につながると思います。よく頑張りました✨ 

 エンブリー章子 Congratulations and good luck in your future endeavors！ 

 上原 友子 ご卒業おめでとうございます！ 
新しい生活に心からエールを送ります☆彡 

 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。 

 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます！！ 
自分を信じる道を歩んでいって下さい。沖縄から応援しています！ 

 平安山 彩夏 卒業おめでとうございます!! 🎉✨ 

 城間 さゆり 🌸祝🌸 限りある時間を大切にし、豊かな人生を過ごしてください 

 大村 初美 “ご卒業おめでとうございます”これからも自分のペースで前を向いて進ん
で下さい!! 

 板谷 幸恵 自分らしく、一歩一歩進んでいって下さい。応援しています。 

 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。いつも今がスタート地点だと思って頑張ってください。応援しています！ 

 具志堅 慎一 NEVER GIVE UP. 人生の大地 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 がんばれー 
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校長 中村 成希 

 

令和３年９月２６日に「琉球新報（沖縄の新聞）」で、当校の卒業式に関する記事が載ってい

ましたのでご紹介します。【琉球新報社提供：令和３年９月２６日朝刊記事】 

 

 

「卒業式に関する新聞記事」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

提携校：ＹＡＧ①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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体体体育育育ののの授授授業業業ででで海海海水水水浴浴浴   

体体体育育育ののの授授授業業業でででエエエイイイサササーーー体体体験験験   

沖沖沖縄縄縄ののの海海海ととと空空空最最最高高高!!!!!!   

シシシーーーサササーーー作作作りりりににに挑挑挑戦戦戦！！！   

海海海ががが見見見えええるるるシシシーーーサササーーー工工工房房房   

自自自由由由参参参加加加ののの   
三三三線線線教教教室室室   

体体体育育育館館館でででののの体体体育育育ははは最最最高高高！！！   

ピピピカカカチチチュュュウウウととと沖沖沖縄縄縄のののコココラララボボボ   

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   

古古古宇宇宇利利利オオオーーーシシシャャャンンンタタタワワワーーーへへへ   



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、１０月代アニ①スクーリングに参加しました生徒さんを表彰しましたのでご紹介しま

す。また、１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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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） 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



【功労賞授与確定者（新規）】 

●声優活動 劇場アニメ映画「漁港の肉子ちゃん」（企画・プロデュース：明石家

さんま）リサ役 原口紗綾（代々木アニメーション学院高等部 広島校所属） 
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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。 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

格闘技・陸上部門  YouTube番組の紹介 

文部科学省認可通信教育 
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https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured


教頭 鈴木 啓之 

 

日本を含む世界各国でのワクチン接種が進み、新型コロナ感染症流行による渡航制限が緩和されつつ

あります。そこで、海外留学に関する情報を得られる総合サイト／海外留学に興味ある高校生の交流サ

イトを紹介します、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「海外留学支援サイト」は日本学生支援機構が運営しています。奨学金情報・留学の

準備や手続きに役立つ情報、海外の留学生受入れ情報を掲載しています。随時情報が更

新されますので、興味ある方は、ご利用ください。https://ryugaku.jasso.go.jp/ 

 

＃せかい部は、海外に興味がある高校生による、高

校生のためのソーシャル部活動です。文部科学省が

立ち上げ、高校生が運営しています。 

 英語が苦手でも、海外に行ったことがなくても大

丈夫！公式SNSをフォローしたら、誰でも部員に

なれます。 

#せかい部のアカウントをフォローした瞬間から、

あなたのタイムラインに世界の情報が流れ込みま

す。面白い！もっと教えて！と思ったら、気軽にコ

メントしてみてください。同じ趣味の持ち主や、気

になる部員がいたら、相互フォローしてつながろう。 

また、公式イベントやオフ会の募集もしています。 

 

 

 

 

 

海外大学進学情報 
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#せかい部公式  

 

#せかい部公式  

 

#せかい部公式  

 

放課後＃せかい部  
(非公式 )  

https://ryugaku.jasso.go.jp/


進路指導部 横田 裕美 

 

学校推薦型選抜（指定校制）(旧:指定校推薦)について、追加で募集の案内がありましたので掲載いたします。 

 

 

都道府県 学校名 課程 学科 専攻・コース 特典

臨床工学科

救急救命学科

柔道整復学科

スポーツ健康学科

ホテルマネジメント学科

美容学科

沖縄県

沖縄県

沖縄医療工学院

沖縄ホテル観光専門学校

 
 

※ ゆんたく７、８、９月号に掲載しました学校推薦型選抜（指定校制）一覧、 

および「学校推薦型選抜(指定校制)申込に伴う提出書類」は、 

次の場所にＰＤＦ版を掲載しています。併せてご利用ください。 

学校Ｗｅｂサイト ＞ 在校生はこちら ＞ 進路 ＞ 

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

 

学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 
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【専門学校等】 



進路指導部 守谷 薫 

 

専門学校への進学を考えているみなさんへ！ 

～ 今回は認可校・無認可校について紹介します！ ～ 

 

 

日本全国に高校から進学できる職業専門校は数多くありますが、その中で進学先選び

をする際、「認可校」と「無認可校」という２つに分けられます。 

進学を考えている方は、ぜひ違いを覚えておきましょう!! 

 

 認可校 無認可校 

法律上の位置づけ 
学校教育法の規定により、公的機関から設

置認可されている学校。 

学校教育法に基づいた設置認可をうけて

いない教育施設。 

学校名 
〇〇専門学校、専門学校〇〇と名乗れる。 

※あえて専門学校とつけない学校もあるため要確認 
〇〇学院、〇〇アカデミーなど。 

受験資格 高校卒業程度以上。 学歴・年齢等は問わず受験が可能。 

授業時間 年間 800時間以上。（夜間は 450時間以上） 規定なし。 

学生数 40人以上。 規定なし。 

日本学生支援機構 

奨学金 
適用。 

適用外。 

※学校独自の奨学金制度を設けている場合あり 

定期券 通学定期券を利用できる。 一般の定期券。 

学割 利用可能。 利用不可。 

学歴 

学歴として認められる。 

※２年制の場合、「専門士」の称号が与えられ、２年制

短大卒と同等となる。 

学歴として認められない。 

特徴 
資格取得や受験資格の付与、公務員試験な

どを目指すための学習が目的。 

・カリキュラム構成や就学年数が多様。 

・ニーズに合わせた学習を展開している。 

 

上記のような違いがあります。 

現在は学校もたくさんあるため、就職率や学校の雰囲気、アクセスなど、学校選びの際に重要視

するポイントは人それぞれだと思います。 

そんな中でも、「認可校」「無認可校」といった違い、比較の仕方もあるのでぜひ頭にいれておき

ましょう！ 

進学先選びははみなさんの将来にも関わる大事な選択になります。 

自分に合った進学先を選び、みなさんの将来の目標をぜひ叶えてくださいね!! 

進路だより ～専門学校等の進学について～ 

文部科学省認可通信教育 
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環境保健委員会 平安山 智子 

 

国立感染症研究所からのアナウンスで、今冬のインフルエンザ大規模流行の警告が出ています。コロナ

禍の影響で昨年度のインフルエンザ予防接種率が低く、また昨冬の流行も小規模だったので、今期は有

効な抗体を持っている人が少ないとのことです。加えて、例年日本の流行に半年先行するインド・インドネ

シアの流行が大きかったことから、コロナによる渡航制限解禁で海外から持ち込まれたウイルスによって日

本でもインフルエンザの流行拡大が予測されています。 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》インフルエンザ流行の警鐘と予防 

 
 

インフルエンザにかかった人がせき

やくしゃみをすることでウイルスが空気

中に広がり、それを吸い込むことによ

って感染します。 

つばや鼻水を触った手で触れたと

ころを触ることによる接触感染でも広

がります。よく見られる症状は、突然の

高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、

のどの痛み、鼻水などがあります。 

 

 

① 予防接種がもっとも有効です。 

② 日頃から充分な栄養・休養が大切

です。 

③ 人ごみ・密閉空間・密着は避け、マ

スクを着用してください。 

④ 帰宅後の手洗いを心がけましょう。 

⑤ 部屋を加湿し、マスクを利用するな

どして喉を乾かさないようにしましょ

う。 

 

 

予防接種用のワクチンは、流行予

測に基づいて毎年調整されており、

Ａ型、Ｂ型のいずれにも効果がありま

す。なお、接種してから予防効果を

発揮するまでに約２週間程度かかる

ため、スクーリング参加の２週間以上

前に接種することをお奨めします。 

昨年接種を受けた方も、再接種を

お奨めします。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染

症です。生徒さんが発症すると、学校保健安全法により出席

を停止させることと定められています。 

生徒さんのインフルエンザ感染がスクーリング参加中に判

明・発症した場合、授業・体育実技・単位修得試験などに出

席することはできません。食事についても別室でとっていただ

きます。 

インフルエンザ予防接種の受け方 

・地域の医師会や保健所が、予防接種の実施医療機関のリストを

公開しています。かかりつけ医があればそこでご利用ください。 

予約開始時期/接種実施開始日は、市町村により異なります。 

・料金は医療機関により異なり、2500～3500円ぐらいが相場です。

予約の必要な医療機関もあればその場で受付けてくれるところも

あります。事前に電話で確かめてご利用ください。 

（市町村によっては公的補助により格安で利用できるところもあり

ます） 

・接種当日は保険証をお持ちください。 

・発熱している方は治ってからご利用ください。 

・新型コロナワクチンの接種とは、２週間以上 

間隔を開けてください。どちらを先行させても OKです。 

インフルエンザウイルスは新型コロナウイル

ス感染症よりも感染力が強く、乾燥した冬

は飛沫や接触面についたウイルスの活性

が長時間にわたって維持されます。 

しかし、咳エチケット・三密回避・手洗いや

手指の消毒で効果的に予防できます。 

１８

１ 

発熱等の症状があった時は？ 

新型コロナウイルスとインフルエンザの

初期症状（37.5 度以上の発熱、せき、倦

怠感）は似ており、鑑別は難しくなってい

ます。 

発熱等の症状がある方は、かかりつけ

医等の医療機関に事前に電話で相談の

上、受診してください。相談先が分からな

い場合は保健所などでも相談を受け付け

ています。直接医療機関へ出向かず、ま

ずは電話での相談を！ 



事務部 番場 晴美 
 

高橋
たかはし

 康子
や す こ

（横浜分室 事務） 

出身地   ： 神奈川県 

趣 味   ： 手描き友禅・藍染め・西馬音内
に し も な い

盆踊り
ぼんおどり

 

マイブーム ： 海外ドラマ 

 

はじめまして！１０月より、横浜分室にて皆さんの事務手続きのお手伝いをすることになりまし

た、高橋康子と申します。皆さんとお会いすることはほとんどありませんが、お電話を受けること

があるかもしれません。その時は、ぜひ気軽に「ヤスコさん」と呼んでくださいね♪ 

スイーツと動物が好きで、お笑い芸人は「シソンヌ」と「すゑひろがりず」推しです。 

美味しいスイーツのお店情報や、ペットのお話、あなたの推し芸人など、いろんなお話しを聞かせ

てくれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします♪ 

 

なお、横浜分室 事務の板谷幸恵さんは９月でご退職されました。いままでありがとう

ございました。 

 

教頭 鈴木 啓之 
 

ゆんたく８月号Ｐ１３「留学予定者の新型コロナワクチ

ン接種について」で紹介しました文部科学省「留学予定者

ワクチン接種支援事業」は、１０月３１日をもって接種記

録保有証明（英語）の新規申請受付が終了となります。代

わりに、厚生労働省事業として、接種を受けた際のワクチ

ン接種券を発行した市町村に申請することで、和文・英文

併記の「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」の

発行を市町村で受けることができます。 

また、帰国時に接種証明書の写しを提出することで、（滞

在国によって条件は異なりますが）隔離期間の短縮や免除

を受けることができます。９月２７日より、「防疫措置の緩

和等が認められる対象国に渡航する場合に限って申請」と

いう要件が撤廃されましたので、海外留学・渡航予定のあ

る方は、渡航先によらず発行をうけることができます。 

申請方法や発行までの期間、準備する書類については、

お住いの市町村にお問合せください。 

新任職員紹介 

文部科学省認可通信教育 
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海外留学・渡航予定者のワクチン接種証明について 



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 

●宮島学園北海道ファッション専門学校 北海道札幌市北区 

●宮島学園北海道調理師専門学校 北海道札幌市東区 

●宮島学園北海道製菓専門学校 北海道札幌市南区 

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 

●インフィニティ国際学院※ 東京都千代田区 

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 

●インターナショナル デモクラティックスクール まめの木 兵庫県丹波篠山市 

滋賀県 ●湖東七色学園 滋賀県近江八幡市 

「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、オンライン通学等） 

  【学習提携校名】 【住 所】 

関西ブロック 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 

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 

全国ブロック 全国 ●サイルビジネス学院高等部※ オンライン通学 

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 月 １２月Ｓ：参加申込締切（17：00まで） 16 火  

2 火  17 水  

3 水 文化の日 18 木  

4 木 １１月Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 19 金  

5 金  20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月 １２月Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 23 火 勤労感謝の日 

9 火 
１１月Ｓ：返送書類必着日 

１１月Ｓ：キャンセル可能締切（17：30まで） 
24 水  

10 水  25 木 １２月Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 

11 木  26 金  

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ゆんたく配信・成績発送 

15 月 ●11月スクーリング● 30 火 
１２月Ｓ：返送書類必着日 

１２月Ｓ：キャンセル可能締切（17：30まで） 

      

※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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