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・ ｐ２     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ３     １１月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校：ＹＡＧ④スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     令和３年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ６     格闘技・陸上部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

・ ｐ７   人生を変える、西表島２週間プログラム参加者募集中!! 

・ ｐ８     進路だより ～「進学・就職Ｑ＆Ａ」～ 

・ ｐ９     《健康だより》年末年始の新型コロナ対策 

・ ｐ１０    年末年始のお知らせ ／ 野鳥との接し方について 

・ ｐ１１－１２ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１３    １月行事予定 

令和３年１２月２４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 

 

学校がある沖縄県も冬らしくなってきました(*^_^*) 

皆さんの年末が幸せなひと時で有ります様に…。 

困り事は有りませんか。学校へ来るまでの道のりは、不安や心配の連続かも

しれません。皆さんが少しでも快適に学校生活を送る事が出来るよう、対応

させて頂きたいと考えています。気軽にご連絡下さい。 

今日も、ももこ＆すず(学校犬)は皆さんの事を応援しています!! 

もちろん副担任の大城達人先生も(*^-^*) 

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！2021 年も終わりが近づいてきました。2021 年は皆
さんにとってどんな年になったでしょうか。私は皆さんにお会いできて有意
義な一年を過ごすことができました。ありがとうございます。新たな年が始
まろうとしています。感染症拡大でやりたいこともやりづらくなっています
が、今できることを自分のペースで進めて欲しいなと思います。自分なりの
目標を決めて有意義に過ごしていきたいですね。 
毎日寒い日が続き、体調も崩しやすくなっています。 
体調管理をしっかりし、新年を迎えてください。皆さんに 
とって 2022 年が良い年になりますように♪♪(*´▽`*)ﾉﾞ 

みなさん、こんにちは、3.4 番クラス担任の糸数です！  

12 月に入り寒さも増し、本格的な冬を迎えています。 

体調を崩していませんか？ 

食事・睡眠・休養をしっかり取りこれから来る冬に備えましょう。 

2021 年も残りわずか、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‼︎ LINE・電話等での連絡お待ちしています♪ 

みなさん、こんにちは（＾＾）！！ 

２０２１年はどんな年でしたか？？私にとっての２０２１年は、去年よりは前

向きに物事に取り組めた年でした！！！少しずつではありますが、環境も変化

してきており、来年はもっといろんなことに挑戦していくぞ！！というように

ワクワクしています♪♪♪新年の抱負を考えるのが大好きなので、年末は自分

と向き合う時間にしたいと思います☆皆さんも、ぜひ自分とむき合って新年に

向けて目標など考えてみてくださいね＾＾  

 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

今年を表す漢字は「金」でしたね。東京オリンピック・パラリンピックで日

本人選手が金メダルをたくさん取ったことなどが理由だそうです。自分にと

っての今年を表す漢字を考えてみると、一年を振り返るいいきっかけになる

かもしれませんね♪ちなみに、私の今年の漢字は「健」で、一年間健康で過

ごすことができました！それでは、よいお年をお迎えください！ 

 

こんにちは～☆芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田由紀です。 
あっという間に１２月ですね！！ 
もうすぐ１年が終わるなんて信じられないです(; ･`д･´) 
沖縄でイルミネーションを見に行ったことがないので、今年こそは、今年こ
そは！挑戦してみたいと思っています！ 
県内おすすめスポットあったら教えてください(=ﾟωﾟ)ﾉ 
そして今年の冬は例年より寒く感じております… 
みなさんも体調に気を付けて充実した年末を過ごしてくださいね～♪ 



事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

 

 

１１月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

３ 

   

☆生徒さんのコメント☆ 

☺ 初めてのスクーリングで不安と緊張がいっぱいだったけど、先生方が話しかけてくれて緊張が

ほぐれた。 

☺ 染物体験などはじめてやったから良い思い出になった。 

☺ 玉ねぎで染物をしたのが楽しかった。 

☺ 総合の授業で今帰仁城跡に行った時は、とても感動しました。 

☺ 先生達が TikTok を一緒にとってくれたり、とらせてくれたり、とっても優しかった！ 

☺ 修了式の先生達の「おおきなかぶ」の劇がとっても素敵で面白かったです。 

 

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。 

名名名護護護市市市役役役所所所ににに建建建築築築物物物見見見学学学   

今今今帰帰帰仁仁仁村村村
ななな ききき じじじ んんん そそそ んんん

ののの公公公民民民館館館ででで   

建建建築築築物物物見見見学学学   

たたたまままねねねぎぎぎののの皮皮皮ででで   
染染染物物物体体体験験験   

オオオプププシシショョョンンン   
「「「ススステテテンンンドドドグググラララススス体体体験験験」」」

体体体験験験」」」   

修修修了了了式式式でででははは先先先生生生方方方ににによよよるるる   
大大大きききなななカカカブブブののの劇劇劇ををを鑑鑑鑑賞賞賞   

みみみんんんなななででで作作作っっったたた壁壁壁一一一面面面ののの歌歌歌詞詞詞ををを   
バババッッックククににに「「「しししおおおりりりさささんんん」」」ののの生生生ララライイイブブブ♪♪♪   
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提携校：ＹＡＧ④スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

４ 

 

   

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ははは
記記記念念念日日日のののひひひとととつつつ   

特特特別別別活活活動動動   
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内内内ののの貝貝貝ののの博博博物物物館館館前前前ででで   

体体体育育育ののの授授授業業業風風風景景景   

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でででサササンンンタタタととと♪♪♪   

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   
展展展望望望台台台ででで   

特特特別別別活活活動動動   
海海海ををを眺眺眺めめめららられれれるるるシシシーーーサササーーー工工工房房房   

空空空ききき時時時間間間ははは卓卓卓球球球ででで   
盛盛盛りりり上上上がががっっっちちちゃゃゃいいいままましししたたた♪♪♪   

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   
おおおしししゃゃゃれれれなななドドドリリリンンンクククででで乾乾乾杯杯杯♪♪♪   



●格闘技活動（総合格闘技団体 

「Ｔｈｅパラエストラ沖縄」所属） 

プロ格闘家  

プロフェッショナル修斗沖縄大会 

vol.４ ２ラウンドＫＯ勝ち  

ＭＶＰ選出  

南風原吉良斗 

（2019年全日本アマチュア修斗フェザー級優勝） 

 

●声優活動（「アクセルゼロ」所属） コミックスアニメ 

「妹が分裂した。」出演 南来華 

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、１２月スクーリングに参加しました生徒さん２名を表彰しましたのでご紹介します。

また、２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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度「功労賞」のご紹介 

５ 

文部科学省認可通信教育 

【功労賞授与確定者（令和３年度１１月確定）】 

●声優活動（「アクセルゼロ」所属） コミックスアニメ「妹が分裂した。」 

出演 南来華（代々木アニメーション学院専科卒業） 

●芸能活動（「株式会社ＯＲＩＧＡＭＩ」所属） ＺＥＲＯ ＰＲＯＪＥＣＴ  

佐白おと（芸名） 

 

 



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%8C

%E6%AD%A6/fea

tured 

 

 

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 

６ 

https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
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
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured


教頭 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学国際高等学校と提携をしているインフィニティ国際学院さんが、「人生を変える、西表島 2

週間プログラム」を企画されましたのでご案内します。 

昨年度多くの生徒、保護者のみなさまから大盛況であったインフィニティ国際学院の研修への一般参加

者を募集しています。ご興味のある方、ご相談がある方はぜひご連絡ください！ インフィニティ国際学院ス

タッフより、より詳しい説明をさせていただきます。 

▼募集概要▲ 
 企画名称： 「Vision camp～大自然の中で自分と向き合う 2 weeks キャンプ」 

 主催： インフィニティ国際学院 

 期間： 1/18(火) ～ 2/2(水) 15泊 16日 

 実施方法： 沖縄県西表島にて実地開催 

 参加対象： 次のいずれかに当てはまる方 

 

 

【内容】 

 

 

 

 

 

 

詳しい内容はこちらよりご確認ください。→https://infinity-gakuin.org/news/900/ 
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人生を変える、西表島２週間プログラム参加者募集中!!

中！！！ 

高校生以上の生徒・学生（高校生、大学生、短大生、専門学生など） 

テント泊の共同生活が可能な方（健康面考慮） 

西表島のビーチ横のキャンプ場で、電気ガス水道の無い環境の中、魚を突き、火を起こし

て、自然の中で生きる体験をします。 

その中で自然の美しさや、生きる喜び、仲間との協調を学びます。その日々の中で、毎日

ワークショップを行い、自身の内面を探求したり、命や死と向き合ったり、本質について考

えたり、人生の方向性や、目指すあり方を模索します。 

７ 

 



進路指導部 大城 達人 
 

 

 

 

 

 

Ｑ１．将来の夢ややりたいことがわからないのですが、どうしたらよいですか？ 

 

 

 

Ｑ２．進学や就職で一人暮らしをするときの不安があります。 

 

 

 

 

 

Ｑ３．進学先でどのような学習をするのか、どのような学習方法なのか不安です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４．初めての就職で馴染めるか、具体的な仕事内容がわからなくて不安です。 

 

  

 

進路だより ～「進学・就職Ｑ＆Ａ」～ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

皆さん、こんにちは(*́ ▽ *`) これから進学や就職をするにあたって、色々な不安や問題が出てくると

思います。ただ、その不安という感情は人間のあたりまえの感情なのです！初めて滑り台から滑ると

き、初めて跳び箱を跳ぶとき、誰もが怖かったはずです。それはやり方がわからなかったり、実際に経

験した人の話をまだ聞いたことがないからです。不安なこともやり方を知ることであったり、実際に経験

することで思っていたより楽しかったり、意外と楽にできたりします。それを踏まえて、皆さんと同じ高校

生がどのような悩みや不安があるかを解決策と共に見ていきましょう(｡･Д･)ゞ 

将来の夢や自分のなりたい職業が見つからない時は、「自分の好きなこと」に

ついて考えてみよう!!昔好きだった遊びや、興味があること、今実際に行って

いる趣味やスポーツなどをもとに考えてみるのもいいかもしれませんね!! 

色々なサイトや本で自分の性格診断等をすると、自分の得意不得意が発見でき

て面白いかもしれません‼ 

一人暮らしや寮、社宅など生活するための金銭面はある程度計算できます。会

社、アルバイトの給料や、仕送りなどをふくめ、ひと月にかかる金額を計算し

て生活を想像することができます。一人暮らしのほかにも、シェアハウスなど

が近年広がっています。シェアハウスに住むことで、色々な性格の人や、海外

出身の方とも出会えるコミュニティの場になるという人生経験になるかもし

れません。 

専門学校での授業時間は 50 分、90 分など様々です。大学では原則 90 分とな

っています。修業年数も専門学校は 1～4 年、大学は 4～6 年です。どちらも幅

広い知識や学科によって専門技術を学びます。そのため、自分が学びたい内容

の授業が展開されます。大学に関しては、自分で授業を組むため、空き時間が

あったり、自分の興味のある授業を受けることができるため、学習に対するモ

チベーションを上げながら取り組むことができます。専門学校では専門的な実

習があったり、国家資格や専門的な資格に挑戦することができます。 

誰でも最初は初めてなので心配する必要はありません。それぞれの会社によっ

て、新人の社員には研修やサポートをしてくれます。この研修でほとんどの仕

事内容が把握できたり、時間が経過し、慣れてきます。そうすれば少しずつ馴

染めてくると思います。ただ、無理に仕事をすると抜けが出てきてしまう可能

性があるので自分のできる範囲で頑張りましょう。 
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秋から初冬にかけて、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は落ち着いてきました。しかしなが

ら政府発表によると、年末年始の移動や会食・参詣参拝行動、イベントや集客施設の入場者数制限緩和

よって感染拡大第６波の再燃が懸念されています。そこで、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策

推進室Ｗｅｂサイト特設ページに取材して、年末年始の新型コロナ感染症感染予防対策を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

《健康だより》年末年始の新型コロナ対策 

文部科学省認可通信教育 

９ 

初詣は、混雑で密に

なりがち！マスクを

お供に、時期をズラ

して、混雑のない日

に行くのがオススメ

だよ。 

 

神神社社仏仏閣閣  

  

政府広報動画：新型コロナウイルス対策 

「2021秋冬感染再拡大防止の取組」篇 

混雑することが多い商業施設で

は、会話の時にマスクは必須！ 

混んでいない日や時間帯を狙っ

て、3密を回避しよう！行列に並ぶ

ときは、距離も心がけてね。 

 

商商業業施施設設  

  

飲食前には手洗い・消毒をして、

終わったらすぐにマスクを着けよ

う！映画に夢中で忘れないよう

に、気をつけてね。 

 

映画館 

 

コロナかも？と思ったときは、かか

りつけ医や自治体の相談センター

に電話しよう！他の病気で診察を

受けたい時は、オンライン診察もあ

るよ！年末年始の休診日について

も忘れずに確認しよう！ 

 

病病院院・・ククリリニニッックク  

  

休みの日に遊びに行く、レジャー施

設！楽しさのあまり、感染対策を忘

れてしまいがちだよ。マスクや手洗

い・手指消毒、距離を意識して、安

全に遊ぼう！ 

レジャー施設 

 

ライブの鑑賞中、大声を出すのは

やめておこう！鑑賞中もマスクは必

須だよ。会場の換気や距離がどれ

ぐらい取れそうかもチェックしてから

行くと万全だね！ 

 

ラライイブブ・・ココンンササーートト  

  

飲食の際は、パーテーションが設

置されていたり、換気の良い店に

行こう！会話の際にはマスクを着

けてね。ガイドラインを遵守してい

るお店を選ぶと安心だよ。 

 

レレスストトラランン・・カカフフェェ  

  

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23438.html 

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23438.html


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 

 

 

 

 

環境保健部 平安山 智子 
 
 

朝鮮半島で野鳥に高病原性鳥インフルエンザウイルス感染がまん延しています。 

１１月から１２月にかけて、渡りをする野鳥に高病原性鳥インフルエンザウイルス感染が日本各地

で見つかったことから、環境省より、生徒さん・保護者様へ表題の周知依頼がありましたのでお知

らせします。家禽への感染だけでなく、ヒトも感染するリスクがありますのでご注意願います。 

 

○ 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの都道府県や市町村役場にご連

絡ください。 

○ 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を

使用してください。 

○ 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただけ

れば、過度に心配する必要はありません。 

○ 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるお

それがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう

十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。 

○ 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。 

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しない 

と考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。 

野鳥との接し方について 

文部科学省認可通信教育 
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年末年始のお知らせ 

 



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 

●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 

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 

●慶応ゼミナール高等学院 大久保校 千葉県習志野市 

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 

奈良県 ●スタディあごら 奈良県香芝市 

「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】 

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 土 元日 学校休業日  16 日  

2 日 学校休業日  17 月 ●１月①スクーリング● 

3 月 学校休業日  18 火  

4 火  19 水  

5 水 １月①Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 20 木 １月②Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 

6 木 １月②Ｓ：詳細文書発送日 21 金  

7 金 ２月②Ｓ：参加申込締切（１７：００まで） 22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月 成人の日 25 火 
１月②Ｓ：返送書類必着日 

１月②Ｓ：キャンセル可能締切日（１７：３０まで） 

11 火 
１月①Ｓ：返送書類必着日 

１月①Ｓ：キャンセル可能締切日（１７：３０まで） 
26 水  

12 水  27 木  

13 木 ２月Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 28 金 ゆんたく配信、成績発送 

14 金  29 土  

15 土  30 日 ●１月②スクーリング● 

   31 月  

※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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12/27（月）～1/3（月）は 

学校休業日です 


