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・ ｐ１０    《健康だより》冬場の感染拡大防止に向けて 
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令和３年１１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 高橋 康子 

 

今年も残すところ約 1 ヶ月…この 1 ヶ月で出来る事があれば、まずは『や

ってみよう!!』その気持ちで進む事が出来たらいいですね。何かをやり遂げ

た後には、自分へのご褒美も大切(*^-^*)その様な楽しむ心で年末をお過ごし

下さい。ゆっくりと、世界が明るさを取り戻しています。八洲の皆さんが、

少しでも笑顔で過ごすことが出来るよう応援しています。『高校卒業』まで

の道のりを、共に歩ませて下さい(*^_^*)皆さんに逢える日を、副担任の大城

達人先生そしてモモコ＆スズ(学校犬)と待っています🎶 

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！日に日に寒さが増して、沖縄でもカーディガンなど長
袖を羽織る光景が見られるようになりました。手足が冷えて、お布団に入っ
てもなかなか寝つけない、目覚めてもお布団から出られない、という方も多
いのではないでしょうか。私もその一人です（笑）寝る前の少しの時間に血
行促進ストレッチを取り入れ、快適な睡眠環境を整えてみませんか？ 
私がオススメするのは「両足を真上に向けて動かす」 
それだけです！それをするだけで、心臓へ戻る血液の流れを促進 
させることができるそうです。ぜひ試し見てくださいね(^^)/ 
 

みなさん、こんにちは、3・4 番クラス担任の糸数です！ 

沖縄も肌寒くなり、冬の季節が近づいてきました。 

季節の変わり目は、体調を崩しやすくなってしまうので、今から、体調管理

をしっかりして寒い冬に備えましょう！ 

今年度もあと 5 か月、スクーリングや学習のことでわからないことがあれば

いつでも連絡して下さい‼︎ 

皆さんこんにちは。 

街中が光に包まれる季節になってきました！！ちらほらとクリスマスツリー

も飾られ、どこか特別な所へ見に行く必要もなく、今ではなんとコンビニエン

スストアでも見ることができます！！来月はもっと本格的にイルミネーショ

ンが飾り付けされていくと思うので楽しみです! 

今年も残り少なくなってきました。クリスマスモードに癒されながらも、悔い

が残らないように全力で自分の好きなことに取り組みましょう🌟 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

11 月に入り、冬が近づいてきていますね。ラニーニャ現象の影響で、今年

の冬は平年より寒くなるそうです。「首、手首、足首」の３つの首を温めるこ

とを意識すると免疫力がアップするそうです。ぜひ、やってみてください！ 

また、今年もあと 12 月を残すのみ。自宅学習の計画やスクーリング参加、

進路の相談など、お気軽にご連絡ください！ 

こんにちは(=ﾟωﾟ)ﾉ 沖縄県もやっと寒くなってきました！１０月までは海

にも入れるくらいの気温でしたがここ最近は朝晩冷えております…。 

これまで年末は県外や国外で過ごしていたことが多かったので、そろそろ外

に出たいなぁとうずうず…もう少し落ち着いたら韓国に行ってドラマ撮影

地を巡りたいと考えています♪またすぐに楽しい計画・イベントができるよ

うな日々が戻ってくると願っています～！！ 



事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

 

 

 

提携校：ＹＡＧ②スクーリングダイジェスト 
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沖沖沖縄縄縄ののの海海海ととと空空空最最最高高高!!!!!!   

家家家庭庭庭総総総合合合でででははは被被被覆覆覆実実実習習習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   

休休休みみみ時時時間間間ににに教教教室室室前前前ででで   

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♪♪♪   

オオオプププシシショョョンンン   
ハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェ   

授授授業業業風風風景景景（（（美美美術術術）））   

休休休みみみ時時時間間間ははは癒癒癒ししし犬犬犬ととと♪♪♪   



事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

  

 

 

提携校：ＹＡＧ③スクーリングダイジェスト 
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体体体育育育ののの授授授業業業でででエエエメメメラララルルルドドドビビビーーーチチチののの散散散策策策へへへ♪♪♪   

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！！！   

沖沖沖縄縄縄ののの海海海ととと空空空最最最高高高!!!!!!   

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♪♪♪   

オオオプププシシショョョンンン   
ハハハナナナサササキキキマママルルルシシシェェェ   

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ののの   
カカカフフフェェェででで♪♪♪   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ででで

ハハハーーートトト♥♥♥   

教教教室室室でででハハハイイイ、、、シシシーーーサササーーー！！！   

最最最終終終日日日、、、教教教室室室棟棟棟前前前ででで！！！   



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、２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１０月確定） 

●第５５回 全日本サーフィン選手権大会（GIRLS CLASS）３位 上門涼風 

 

  

令和３年度「功労賞」のご紹介 

５ 

文部科学省認可通信教育 



●ｐｉｘｉｖ高校生イラコン２０２１ 吉田誠司賞 作品名「咲溢れる花のような

君へ」Ｐ．Ｎ．無加糖ＯＣＨＡ（代々木アニメーション学院高等部 東京校所属） 

 

校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校「トップアスリート育成コース（格闘技部門）」と提携が始ま

りました「沖縄県キックボクシング連盟」主催の大会会場が、本学に決定しました。また、

大会の詳細が分かり次第、ご案内させて頂きます。 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

「第４２回 全沖縄アマチュアキックボクシング大会」のご案内 

６ 



校長 中村 成希 

 

「トップアスリート育成コース」、食育行事「八洲学園ゴーゴーカレーの日」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）」、「株式会社ゴ

ーゴーカレーグループ」の最新 YouTube番組をご紹介していきます。 

 

 

https://www.you
tube.com/chann
el/UCt3fCg8q0
MBn4hc_UTEd
K5w/featured 

 

 
 
 

https://www.yout
ube.com/c/%E8%
AD%9C%E4%B9
%85%E9%87%8
C%E6%AD%A6/f
eatured 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured 

格闘技・陸上部門、ゴーゴーカレーの 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
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https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured


進路指導部 大城 達人 
 

進学 自宅通学と寮・一人暮らしの費用の目安 

 大学・短大 

（寮/アパート） 

大学・短大 

（自宅） 

専門 

（寮/アパート） 

専門 

（自宅） 

学費 100～150 万円 100～150万円 100～125万円 100～125万円 

寮費/住宅費 60万円 なし 60万円 なし 

光熱費 24万円 なし 24万円 なし 

食費 24万円 10万円 24万円 10万円 

娯楽・嗜好費 15万円 15万円 15万円 15万円 

保健衛生費 3万円 3万円 3万円 3万円 

その他 15万円 15万円 15万円 15万円 

合計 241～291 万 143～193万円 241～266万円 143～168万円 

学費に関しては、『大学・短大』と『専門学校』での大きな違いはありません。生活する場所や方

法により、生活費に差が出ます。どちらにも共通していることは、寮や一人暮らしでアパートなどに

住んでいる方は寮費や住宅費用が必要になる事、さらに光熱費もあるため、学費以外の部分で費

用が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学生の年間収入 

  

 

 

 

 

 

 

進路だより ～進学でかかる費用について～ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

 

 

自 宅 

寮・一人暮らし 

家賃や光熱費は必要ないものの、行動範囲が広がることによる出費

が考えられる。食費や生活費は抑えられる。 

 

※参考文献：https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/column/step5/living_expenses/ 

学生寮だと、キャンパスが近かったり、家賃を抑えられたり、家具をそ

ろえなくてもよいというメリットもある。一人暮らしでは、自由な生活が

できるが、住宅費や光熱費、食費などの生活費が大きな割合を占め

てくる。 

 

学生はたくさんお金が必要になってくるため、 

家族のサポートや自分で稼ぐ必要が出てきます！ 

学生の収入内訳として、 

 家庭からの給付 ➡ 60.5％ 

 アルバイト ➡ 19.5％ 

 奨学金 ➡ 17.9％ 

 定職収入・その他 ➡  2.1％ 

となっています。 

今回提示している金額はあくまでも目安なので 

進学を目指す方、これから進学する方はどのくらい

の費用が掛かってくるかを計算してみてくださいね☆ 



総合推進部 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学は、２００４年に当校等の生徒・卒業生の保護者の声を受けて横浜に誕生した日本

初の本格的なインターネット大学（すべてインターネット授業にした通信課程のみの大学）です。

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。 

 

 

２０２１年５月１日時点で学生数は３,０００名以上。日本全国にいる 

１０代～８０代の幅広い学生さんが専用の学習システムを用いて 

学習しています（授業はインターネット上で行うため、 

通学は一切必要ありません）。 

 

図書館司書・学芸員など最大４つの国家資格取得も可能で、 

卒業と同時に国家資格取得をする方も大勢います。 

 

また通信制大学では珍しい就職支援を展開し、就職 

活動の進め方や履歴書添削等、専用の学習システム 

とメールを用いてサポートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅学習のみ」で卒業可能 八洲学園大学 ４月入学 

文部科学省認可通信教育 

９ 

１５分で大学授業を体験 

►当校生徒のメリット 

八洲学園大学国際高等学校の推薦を受けた入学者は、入学金が免除されます。 

＊ 保護者様と同時入学の場合、「親子割引制度」も併せて利用できます。 

＊「指定校推薦」の対象校です。 

 【お問合せ先】 

当校へのお問合せは担任の先生または進路指導部へ 

八洲学園大学へのお問合せは、入学支援相談センターへ（０４５－４１０－０５１５） 

鈴木先生のミニ授業 

二次元コードから受講↓ 

八洲学園大学の特長 

※2021年 5月 1日時点の学生数 



保健衛生部 平安山 智子 

 

気温の低下や夜の長い季節を迎え、屋内での活動や暖房のための密閉状況が増えてきます。また、

師走や年始など人流や社会的活動も活発となることから、新型コロナウイルス感染拡大第６波の到

来が危惧されています。自身や家族への感染リスクを低下すべく、基本的な感染防止行動を実践し

ましょう。 

 

《健康だより》冬場の感染拡大防止に向けて 

文部科学省認可通信教育 

新型コロナウイルスは、夏場の高気温に比べ低温・低湿度環境 

では時間がたっても感染力が失活されにくくなります。 

・接触感染のリスクは増すので、寒くても外出時や帰宅時は 

こまめな手洗い・手消毒を心掛けてください。 

・外出時は手洗いも複数回になります。ハンカチを繰り返し使うより、（ごみ

を処理できる状況では）使い捨てのペーパータオル等を検討してください。 

冬季は冷気や乾燥で、誰しもせきやくしゃみを 

しやすく、飛沫が飛びやすくなります。 

・マスクは、鼻まわりや頬にすき間なく着用してください。 

・密閉空間や密集は避けてください。飲食の際は、自治体の認定する新型コ

ロナウイルス感染症まん延防止対策店など、換気や衛生の行き届いた店を

ご利用ください。 

密閉空間や密集は避けてください。飲食の際は、自治体の認定する新型コロ

ナウイルス感染症まん延防止対策店など、換気や衛生の行き届いた店をご

利用ください。 

今冬はインフルエンザの流行も懸念されています。また、手足口病やヘルパ

ンギーナなど風邪様症状の感染症の流行が秋になっても続いています。 

・新型コロナ対策でほとんどの飛沫／接触感染症の予防が可能です。 

（乾いた飛沫など、ウレタンマスクを通過する微小粒子にもインフル 

エンザウイルスの感染力があるので、不織布マスクが推奨されています） 

・発熱や喉の不調など、体調の悪さを自覚したら、外出は控えてください。 

・発熱や咳など体調不良で医療機関を受診をする前に、まず、かかりつけ医な

ど身近な医療機関に電話でご相談ください。どこにかかればいいか迷う場

合や診療時間外は、お住いの市町村の受診相談センター（２４Ｈ対応）に

電話でご相談ください。お近くの受診可能な医療機関を案内してくれます。 

接
触
感
染
対
策 

飛
沫
感
染
対
策 

か
ぜ
予
防
と
体
調
管
理 

【接種はお早めに！】国の方針によると、（１１月中には接種希望者の２回のワクチン接種

がほぼ完了しますが）、当面は市町村での公費接種が継続されます。ただし、接種会場が

集約されたり、新年から第三回接種開始で予約が取りにくくなることから、未接種の接種希

望者はできるだけ早く接種の予約を進めてください。（１１月１２日政府発表より） 

１０ 



事務部 番場 晴美 
 

 

年末年始の学校業務時間は、次の通りとなります。 

 

■ 仕事納め １２／２４（金）１７：３０ まで 

■ 仕事始め １／４（火）８：３０ から 

 

 緊急時は各担任の携帯電話／メールまで連絡してください。 

 

１・２番クラス   比嘉クラス  090-6869-8550 ahiga@yashima.jp 

３・４番クラス   糸数クラス  090-6869-8551 aitokazu@yashima.jp 

５・６番クラス   島袋クラス  090-6869-8552 shimabukuro@yashima.jp 

７・８番クラス   宮城クラス  090-6869-8553 ymiyagi@yashima.jp 

９・０番クラス   横田クラス  090-6869-8554 yokota@yashima.jp 

芸能スポーツ/海外クラス 仲田クラス  090-6856-3434 ynakada@yashima.jp 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 
 
 

文部科学省事業「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」は 2022 年度が最終年度で

したが、2021年度中の派遣留学生の募集（2022年度派遣）は行なわないと発表がありまし

た。海外留学の公費補助を希望する方は、同サイト「留学奨学金検索（β版）」をご活用く

ださい。 

 

 

https://tobitate.mext.go.jp/scholarshipsearch/ 

 

トビタテ！留学 JAPAN 募集中止について 
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年末年始のお知らせ 

 

https://tobitate.mext.go.jp/scholarshipsearch/


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 水  16 木  

2 木  17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日 ●１２月スクーリング：７泊 ● 20 月  

6 月  21 火  

7 火 ●５泊コース● 22 水 １月①Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 

8 水  23 木  

9 木  24 金 
１月②Ｓ：参加申込締切（１７：００まで） 
ゆんたく配信 ・ 仕事納め 

10 金 １月①Ｓ：参加申込締切（１７：００まで） 25 土 学校休業日 

11 土  26 日 学校休業日 

12 日  27 月 学校休業日 

13 月  28 火 学校休業日 

14 火  29 水 学校休業日 

15 水  30 木 学校休業日 

   31 金 学校休業日 ～ 2022 年 1 月 3 日まで 

※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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