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令和４年１月２８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。 

 

・ ｐ２－３   １２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校：ＹＡＧ⑤スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ６     令和３年度後期卒業証書授与式について  

／ 証明書の発行時期について 

・ ｐ７－８   令和３年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ９     格闘技・陸上部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

・ ｐ１０  吹奏楽「第６６回 定期演奏会」のご案内 

・ ｐ１１－１３ 「サイルビジネス学院高等部」開校のお知らせ 

・ ｐ１４    「沖縄産業開発青年隊（第１６０期）募集」のご案内 

・ ｐ１５    進路だより ～資格について～ 

・ ｐ１６    《健康だより》新型コロナウイルス オミクロン株 

・ ｐ１７    令和３年度後期卒業生の調査書・推薦書について  

／ 高速バス停留所の名称変更について 

・ ｐ１８－１９ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２０    ２月行事予定 



事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 



 

 

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。 
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提携校：ＹＡＧ⑤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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事務部 高橋 康子 

 

寒波が厳しいこの時期…美味しいものを食べて、あたたかい服装をして、 

気持ちは穏やかに過ごしたいものです。 

新たな年の幕開け!!何か良い事が起きます様にと願いながら日々健康第一で

過ごす事が出来たらいいですね。 

モモコとスズ(学校犬)も新年を迎えた今も笑顔で過ごしています♪ 

もちろん副担任の大城達人先生も!! 
今年もみなさんにとって幸せな一年でありますように(*^_^*) 

５ 

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！2022 年がスタートして早 1 ヶ月。 
新たな気持ちでスタートを切った方も多いかと思います。 
やる気が漲っている中、皆さんが共通して目指すものは「卒業」です。 
そのためにはまずは「自宅学習」を進めなければなりません。 
特に 2 月スクーリング参加の 3 年生！ 
リポート・視聴報告書の提出期日は 2 月 2 日の消印までです。 
自宅学習サポートページを参考に、どんどん学習を進めましょう。 
分からないことなどあれば、迷わず私たちに相談してくださいね♪ 
卒業、在校生は単位修得を目指して一緒に前進しましょう(´∀`*)ﾉ 
 

3.4 番クラス担任の糸数です！  

2022 年が始まりましたね。 

今年もしっかり目標を立てて充実した 1 年に出来るように頑張りましょう！ 

寒さも厳しくなりますが、体調にも気をつけていきましょう！ 

学習やスクーリング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♪ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは（●＾o＾●） 
今年も宜しくお願いします。 
沖縄も冬らしくどんどん冷え込んできました。。。 
皆さんも体調を崩さないよう日々気をつけて過ごしてくださいね～。 
課題が進まずに悩んでいる、またはスクーリングに関して不安なことがあ
る・・・など、困ったときは担任の比嘉・副担任の久田まで 
気軽に連絡下さい！！ 
わからないことはそのままにせず解決していきましょう！！  
課題を進めるときは、学校のＨＰ内にある『自宅学習サポートページ』を 
参考に進めていきましょう♪ 
 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

1 月になりましたね！沖縄で 1 月といえば、桜の季節です。ここ本部町では、

鮮やかなピンク色のヒカンザクラが咲き始めました。 

通勤時に車の中から桜を楽しみたいと思います。 

今年一年も高校卒業へ向け前進しつつ、皆さんのプライベートが充実した 

一年となるように願っています！ 

芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田由紀です。 

朝・夜はまだまだ冷えますが、日中は晴れているとかなり暖かくなります！ 

そして！沖縄では間もなく桜が咲きますよ～♪ 

タイミングが良ければスクーリング参加時にも見れるかも？？ 

職員室付近にも桜の木があるので見に来てくださいね＼(^o^)／ 



教務部 比嘉 彩香 
 

卒業証書授与式のご案内 

２月スクーリング最終日【２月２０日（日）】に、後期卒業証書授与式を挙行いたします。 

新型コロナウイルス感染症予防を図りつつ安心して参加いただくために、三密回避や換気だけでなく、

式次第・規模等を例年より変更して実施することとしております。１月①スクーリングまでに卒業確定

をした方には、卒業証書授与式のご案内をスクーリング終了後に発送いたしますので、参加予定の方は

お申込みをお願いいたします。（１月②スクーリング。２月スクーリング参加で卒業予定の方には、詳細

文書に同封してご案内します。） 

また、卒業証書授与式を欠席される後期卒業生には、後日卒業証書を簡易書留にて送付させていただ

きます。 

卒業生代表挨拶を読んでくれる方、募集！ 

後期卒業証書授与式において、卒業生代表挨拶を読んでくれる方を募集しています。今まで頑張って

きた経緯や卒業後の決意、感謝の気持ちなどを発表したい卒業生は各クラス担任・副担任までご連絡下

さい。希望者多数の場合は、職員会議にて代表者を選抜させていただきます。 

 

事務長 平良 亮 
 

 進学や就職の際は、「卒業（見込）証明書」「成績証明書」「単位修得成績証明書」「調査書」「推薦書」

等の提出が必要となります。また、証明書の有効期間は一般的には発行から３か月以内となっています。

進学や求人への出願／求職あるいは入学手続／就職手続にあたっては、証明書の提出が必要になります。

事前にどのような証明書が必要か調べて早めに準備しましょう。当校での証明書の発行には１週間＋郵

送日数をお見込みください。 

 なお、令和３年度後期卒業確定者・見込者からの２月２０日 卒業証書授与式の翌日（２１日）以降に

学校受理の証明書発行願申請については、証明書発行手数料が一律に「卒業生」料金となりますので、

証明書の必要な方はお早めにお申込下さい。なお、卒業式当日（２月２０日）までは「在校生料金」で

す。卒業式後の発行分の事前申込もできます。 

■ 「卒業証明書」  ･･･令和３年度後期卒業の方は、令和４年３月１日以降に発行 

※令和４年２月２８日までは、「卒業見込証明書」の発行。 

■ 「成績証明書」「単位修得成績証明書」･･･令和３年度前期までに修得した科目を記載 

※令和３年度後期に単位修得した科目は、令和４年３月１日以降の発行で反映されます。 

▼注意事項▲ 

➢ 証明書発行申請は書面でのみ受理いたします。ＦＡＸやメールでは受理できません。 

➢ 証明書発行申請に不備がある場合は受理できません。手数料不足／返信用切手の入れ忘れ／返信用

封筒の入れ忘れ等のミスが増えています。事前にクラス担任に連絡して流れを確認してください。 

➢ 証明書発行の手続きの詳細・申請用紙は「学習の手帳」p51～53 に掲載しております。また、当校

Webサイト「在校生はこちら」でも掲載しておりますのでご利用ください。 

➢ 提出先の用意した様式・書式への証明や英文での証明は、作成に日数がかかりますので、余裕をも

って発行申請をしてください。 

令和３年度後期卒業証書授与式について 

文部科学省認可通信教育 
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証明書の発行時期について 

制服について 



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月代アニ⑤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、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。 

●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東京校所属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【功労賞授与確定者（令和３年度１２月確定） 

●スカッシュ活動 ２０th Asian Team Championships アジア団体戦（日本代表チ

ーム） ３位 緑川あかり 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

７ 



●芸能活動（「ノーリーズンファーム」所属） ｈｕｌｕオリジナルドラマ 

「息をひそめて」出演 中川実咲（代々木アニメーション学院専科卒業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●格闘技活動（キックボクシング団体「真樹ジム オキナワ」所属）プロ選手昇格

翁長将健 
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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」、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.yo
utube.com/c/%
E8%AD%9C%
E4%B9%85%E
9%87%8C%E6
%AD%A6/featu
red 

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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校長 中村 成希 
 

大阪市にあります「学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校」の定期演奏会が 

２月２３日（水祝）に東成区民センターにて開催されます。日本で唯一の吹奏楽学科がある

専門学校です。 

八洲学園大学国際高等学校と同じ学校法人ですので「高専連携事業」として、「①進学の

ための指定校推薦枠」と、定期演奏会（年２回）を聴きに行き視聴報告書を作成する事での

「②特別活動として認定する」を実施してます。ご興味のある方は各担任に相談して下さい。 

１０ 

吹奏楽「第６６回 定期演奏会」のご案内 

文部科学省認可通信教育 



校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は、多数の企業支援実績を持つ株式会社才流が運営する通信制

高校サポート校「サイルビジネス学院高等部」と学習提携し、高校卒業単位を修得しながら

ビジネスを学べる学校の設立に参加します。サイルビジネス学院高等部は、ビジネスを学び

たい学生の意思を支援する学校です。高校生にもわかりやすいビジネスメソッド、さまざま

な業界の起業家・事業家との出会い、実践的なプロジェクト型学習などを提供。全国からオ

ンライン通学が可能で、学生同士は共通の課題に取り組みながら学び合います。高校卒業に

必要な単位修得は、通信制高校である八洲学園大学国際高等学校がサポート。自分のペース

で必修科目を学び、残りの時間をビジネスの学習に充てられます。2022 年 4 月の開校に向

け、2021年 11月より 1期生の出願受付を開始します。 

■サイルビジネス学院高等部の特長 

●偏差値、学歴、所属などは一切不問 

偏差値、学歴、性別、課外活動歴、国籍、人種などで合否を判定することはありません。 

●高卒資格を取りながらビジネスを学び放題 

自分のペースで高校卒業に必要な勉強を進めながら、実践的なビジネス課題に挑戦。全国の学生と

初心者でもわかる教科書で、いつでもどこでも学べます。 

●受験料 0 円。受験勉強なしで入学できる 

受験勉強を必要としない入学試験を採用しています。資料請求した方は受験料 0円。オンラインで

受験できるので交通費も 0円です。 

「サイルビジネス学院高等部」開校のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

１１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●八洲学園大学国際高等学校の在校生で、ビジネスを学びたい生徒さんも、

２０２２年４月から「サイルビジネス学院高等部」に入学する事が可能で

す。興味のある方は、まずは、「サイルビジネス学院高等部」のサイトを確

認し、パンフレット等の資料請求をお願いします。 

文部科学省認可通信教育 

１２ 



■開校の想い：サイルビジネス学院高等部 学院長「松下雅征」 

●「誰かに必要な学歴や資格は、あなたには必要ないかもしれません」 

1 日 6時間、年間240日高校に行くと、3年間で4320 時間。多くの高校

生が”いい”学歴か資格を取るために、膨大な時間を使っています。”いい”

学歴や資格は、ないよりはあったほうがいいかもしれません。でも、自分

にとって必要かどうかは、自分が何をしたいかによって変わるものです。 

 私は、1人ひとりにあった学びを届ける機会を作りたいと考え、サイル

ビジネス学院高等部を作りました。自由自律、仕事に直結、多様な生き方、熱中する学び。ビジネ

スに興味がある学生のための、有意義な学びの場を創ってまいります。 

【プロフィール】株式会社才流 学習支援部門責任者 兼 コーポレートグロース 松下雅征   

東京都内の公立中学校から早稲田実業学校高等部へ推薦入学。同校を主席卒業後、2011 年に早稲田大学

政治経済学部経済学科へ進学。在学中に大学受験相談サービスをつくり、累計 3 万人以上の高校生に大

学生との相談機会を提供。2016 年、社会人教育や組織変革の支援をする東証一部上場企業に入社。新規

事業のマーケティング部門立ち上げを担当。2020 年、企業のビジネスを支援する株式会社才流に入社。

同社の経営強化や新規事業の開発に従事。 

■いつでもすぐにネットで出願できる！2022 年 1 期生の出願受付を開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイルビジネス学院高等部はインターネットで出願できる「Web 出願」を導入しています。入学を希望

される方は、募集要項と入学までの流れ（https://sairu.co.jp/highschool/how-to-enter）を確認の上、

Web 出願フォーム（https://sairu.co.jp/highschool/entry）にご入力ください。 

 

■サイルビジネス学院高等部運営会社 
株式会社才流 https://sairu.co.jp/ 
代表取締役社長 ： 栗原康太  
所在地 ： 東京都千代田区 
メソッドに基づくコンサルティング、研修を行っており、上場企業から有名スタートアップまで多数の支援実績がある。 

■サイルビジネス学院高等部 https://sairu.co.jp/highschool 

■提携校 
学校法人八洲(やしま）学園 八洲学園大学国際高等学校 https://www.yashima.ac.jp/okinawa 
学校長 ： 中村成希 
所在地 ： 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 
短期集中スクーリング方式のために開校した、「日本初」の通信制高校。本校は沖縄県にあり、全国から入学が可能。 

１３ 

文部科学省認可通信教育 

https://sairu.co.jp/highschool/how-to-enter
https://sairu.co.jp/highschool/entry


校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校の建築業技術訓練分野で提携をしています『沖縄産業開発青年

協会』の第１６０期青年隊の募集が始まりました。１０種類以上の資格・技術を取得する事

ができ、八洲学園大学国際高等学校の科目「校外技能取得」に読み替える事が可能です。興

味がある方は資料を発送しますので各担任に問合せて下さい。 

（※「学習の手帳」３１ページ参照。【訓練期間：令和４年４月９日～９月１０日】） 

 

「沖縄産業開発青年隊（第１６０期）募集」のご案内 
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進路指導部 守谷 薫 
 

みなさん、将来やりたいことは決まっていますか？決まっている方も、  

まだ悩んでいる方も、今すでに働いているという方も、資格をもってい

ると就職活動の際、履歴書に記入ができたり、この人はこれだけの知識・

スキルを持っている人なんだという判断基準にもなるためアピールにつなが

ります。今回は、様々な資格について紹介します。 

資格 特徴 

簿記検定 
お金やものの出入りを記録するための方法で、日々の取引を帳簿に記入する。 

簿記の資格を持っていると、経理部門などで活躍ができる。 

ＭＯＳ 
Word、Excel、PowerPoint など、PC の基本スキルの証明となる資格。 

事務系の仕事を希望する場合、PC 作業も多いため、持っていると作業もしやすい。 

ビジネス能力検定 
ビジネスマナーやビジネススキル、社会人として必要な仕事の能力を評価する試

験。 

情報処理 
技術者試験 

情報処理系の知識・技能が一定水準以上であることを認定する試験。 

国家資格であるため、企業等からも求められる資格。 

診療報酬請求事務
能力認定試験 

医療事務関係の資格が複数ある中で最高峰ともいわれている。 

この資格を持っていると、資格給を出してくれる職場もある。 

栄養士 
栄養学に関する専門的な知識と能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国

家資格にあたる。 

宅地建物取引士 
不動産取引の専門家を示す資格。お客様が知っておくべき重要事項を説明する等、

資格保持者しかできない仕事があるため、資格給が出される職場が多い。 

救急救命士 

交通事故など、緊急を要する傷病者を運ぶ救急用自動車等に同乗して、医師の指示

のもと、輸液や気道の確保などの救急救命処置を行うことができる。 

国家資格にあたる。 

保育士 
保育所など児童福祉施設で、乳児から小学校就学までの幼児を保育する。 

国家資格にあたる。 

自動車整備士 

自動車の整備に関する知識などを有するかどうかを試すための試験で、車の不調が

原因で事故が起きることのないよう、万全の状態にすることが使命。 

国家資格にあたる。 

TOEIC 
ビジネスの場や日常生活における会話や文章でのやりとりといった英語能力をは

かるための試験。 

TOEFL 
英語圏の大学・大学院に入学し学ぶことや、海外留学するのに必要な英語力がある

かどうかを見極めることを目的につくられた英語能力をはかる試験。 

上記の他にもたくさんの資格があります。資格はもっていて損することは

ありません。独学でも対策すれば取得を目指せるものや、資格取得が就職に

直結するものもあるため、興味があるものは詳しく調べてみてくださいね！ 

進路だより ～資格について～ 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 鈴木 啓之 
 

新型コロナウイルの新しい変異株が主体となる感染の拡大が進んでいます。そこで、新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部発表の資料をもとに、「オミクロン株の特徴」をまとめました。みなさんの感染予防行動に

お役立てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

《健康だより》新型コロナウイルス オミクロン株 

文部科学省認可通信教育 
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変異株とは：ウイルス遺伝子が突然変異や交雑で変化することで、ウイ

ルスの増殖スピード・感染力・病態・ワクチンや過去の感染による抗体の効

力・抗ウイルス剤の効果が従来と異なる性質を獲得することを「変異」といい、

医療上注目すべき変異を起こしたウイルスの系統を「変異株」という。 

オミクロン株の名称：世界保健機構は、世界中から報告され
た新型コロナウイルス変異株のうち、「主に感染性や重篤度が増

す・ワクチン効果が減弱するなど性質が変化した可能性が明らかな

株」にギリシャ文字の名称を順につけています。「オミクロン（ギリシャ

文字で 15番目の「Ο」の名称）」株は、2021年 11月に南アフリカで

見つかった１３番目の要監視変異株です。 

オミクロン株の特徴： 
１．濃厚接触から発症までの期間が短い（平均３日） 

２．増殖スピード（倍加時間）が速い 

３．感染力が強い 

４．ワクチン未接種者に発症者が多いが、ワクチン接

種者でも陽性・発症リスクがある。 

５．従来株が肺への感染を特徴とするのに対して、

気管支への感染が主体となる事例が多い 

６．２０代の若者世代への感染が多い 

７．感染者は軽症者が多いものの、重症化する人や

後遺症（味覚障害・嗅覚障害・だるさ・疼痛など）

の残る事例もある 

オミクロン株に対する感染予防： 
１．従来の方針「三密回避」「こまめな換気」「手洗

い手消毒」を徹底する 

２．飛沫感染を避けるため、不織布系のマスクを正

しく着用する 

３．（飛沫の飛ぶ）大声での会話や多数人での会食

を避ける。外食や飲み物を飲んでいる時はしゃ

べらず、極力マスクを着用する。 

４．繁華街や人ごみへの不要不急の外出を控える 

５．３月以降、３回目のワクチン接種の案内が来た

ら、速やかに追加接種を受ける。２回の接種未

了者は、速やかに接種を受ける 

発熱・せき・からだのだるさ など体調を崩したら・・・・ 

・都道府県の「発熱相談センター」または かかりつけ医に電話で相談してください。事前の電話相

談をせずに医療機関に直接出向くのは止めてください。新型コロナウイルス感染症、季節性インフ

ルエンザ、かぜの初期症状はよく似ていています。素人判断でかぜ薬や解熱剤で済まそうとせ

ず、医師・保健機関の指示に従ってください 

・体調を押して外出したり、人と会ったりしないでください。家の中でもマスクを着用して、万が一のク

ラスター感染発生のリスクを抑えてください。 



事務長 平良 亮 

 

大学や専門学校の令和４年度４月入学の学生募集は、学校によっては３月下旬まで出願を受け付けて

いる場合もあります。進路が決まらず悩んでいる方はお気軽に各担任までご相談ください。 

調査書・推薦書の発行は、沖縄本校で行います。沖縄県外の方も、沖縄本校事務宛てに申し込みくだ

さい。申込用紙が学校に到着後、発行までに１週間程度かかります。志望先の出願期間、出願締切日、

出願に必要な書類の提出方法などを確認し、余裕をもって申込むようにしてください。 

 なお、調査書発行手数料は、卒業証書授与式当日の２月２０日（日）までの受理については無料です

が、２月２１日（月）以降は、一通につき２００円の手数料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 

 

校門から徒歩７分のシーサイドに立地する「セン

チュリオンホテル＆リゾート ヴィンテージ沖縄美

ら海」が、「ロイヤルビューホテル美ら海」にリブ

ランドしました。 

学校に最も近い高速バス（やんばる急行バス）バ

ス停は同ホテルの玄関前です。バス停名称も従来の

「センチュリオンホテル沖縄美ら海（美ら海水族

館）」から「ロイヤルビューホテル美ら海（美ら海

水族館）」と改称されました。高速バスをご利用の

際は、最新の時刻表をご利用ください。 

※「ロイヤルビューホテル美ら海」と同じホテルグル

ープでもある「ホテルゆがふいん BISE」（校門まで

徒歩３分）は、３月３１日まで臨時休館となってい

ます。 

※沖縄バス「系統１１７番高速バス」利用の場合は、「オリオンモトブリゾート」が最寄りのバス停になります。 
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令和３年度後期卒業生の調査書・推薦書について 
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 昨年の令和３年度入試から、文部科学省指定の調査書の様式が変わり、「郊外での活動（ボランティア活動・インタ

ーン・留学・自主活動など）」「校内での活動」の記述欄が大きくなっています。調査書・推薦書発行申請の際は、「自己

ＰＲ用紙」に活動内容をしっかりと記載してください。 

学校最寄りの高速バス停留所の名称変更について 



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 

１９ 



 

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 火  16 水 ●５泊コース● 

2 水 
２月Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 

３月①Ｓ：参加申込締切（１７：００まで） 
17 木  

3 木  18 金 ３月②Ｓ：参加申込締切（１７：００まで） 

4 金  19 土  

5 土  20 日 令和３年度後期卒業証書授与式 

6 日  21 月  

7 月 
２月Ｓ：返送書類必着日  
２月Ｓ：キャンセル可能締切日（１７：３０まで）  

22 火  

8 火  23 水 天皇誕生日 

9 水 ３月①Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 24 木  

10 木  25 金 
３月②Ｓ：スクーリング詳細文書発送日 

３月①Ｓ：参加者ＲＨ提出締切（消印有効） 

11 金 建国記念の日 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 ゆんたく配信 

14 月 ●２月スクーリング：７泊コース●    

15 火     

※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 

２０ 


