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令和４年２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 

・ ｐ２－３   １月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４－５   １月②スクーリングダイジェスト 

・ ｐ６     担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ７     令和４年度前期 科目追加登録について 

／ 転居の際は「住所氏名変更届」を！ 

・ ｐ８－１０  令和３年度「功労賞」のご紹介  

／ 大学・専門学校進学者への修学支援について 

・ ｐ１１    格闘技・陸上部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

・ ｐ１２  進路だより ～賃金統計からみる進路選択～ 

・ ｐ１３    八洲学園大学進学生徒のインタビュー 

・ ｐ１４    《健康だより》ワクチン接種について(続報) 

・ ｐ１５－１６ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１７    ３月行事予定 

「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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月①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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☆生徒さんのコメント☆ 

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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事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１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 
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☆生徒さんのコメント☆ 

 

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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事務部 高橋 康子 

 

沖縄は葉桜の時季をむかえています。春の訪れを少しずつ感じる 

今日この頃。 

令和 3 年度後期ご卒業の皆さん、素敵な時間をありがとうございました。 

皆さんの未来があたたかく希望に満ち溢れた時間になるよう応援していま

す。出逢う事が出来て幸せでした^_^ 

在校生の皆さん、高校卒業まで、共に歩ませて下さい。 

副担任の大城達人先生と一緒に、皆さんの事を想っています^_^ 

６ 

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！今年度も終わりが近づいてきました。自分なりの目標
は達成できたでしょうか。皆さんは、卒業するにあたり、リポートと視聴報
告書の提出という、全員共通の目標があります。まだまだ終わってないとい
う方は、本校 HP に掲載されている、自宅学習サポートページを参考にして
みてください。もちろん、直接聞いてもらっても OK です！ 
気軽に連絡を下さい(^ｰ^)b 
新年度、新たな学習がスタートします。今できることを 
自分のペースで進め「卒業」という最終目標に向かって 
一緒に前進していきましょう(^o^)/ 
 

みなさん、こんにちは３・４番クラス担任の糸数です(^^)/ 

２０２２年になり、１か月半が過ぎました。気持ちも新たに何か目標は出来

たでしょうか？？ 

私は今年も皆さんにスクーリングで会えるの楽しみにしています(^^♪ 

体調を崩さず、今年も健康第一で頑張りましょう!(^^)! 

学習やスクーリング等分からないことや、不安なことがあれば気軽に連絡く

ださいね♪ 電話、メール、ＬＩＮＥでの連絡をお待ちしています！ 

みなさん、こんにちは（＾＾）！！ 

もう２月下旬ですね。沖縄では桜満開の時期が過ぎ去り、少しずつ暖かさを感

じられるようになってきました。ちなみに、八洲にも桜の木があるのを知って

いましたか？今年見逃した人は、ぜひ来年見に来てください☆彡 

皆さんに会えるのを楽しみにしています！！！ 

みなさん、こんにちは！7・8 番クラスの担任の宮城です。 

今年の 2 月は冬季北京オリンピックが開催されています。 

南国の沖縄にはあまり馴染みがない競技が多いですが、日頃の練習の成果を

発揮しようと懸命に頑張っている姿を見ると応援したくなりますね。 

私も何か打ち込めることを見つけようと思います。 

今年度もあと 3 月を残すのみとなりますので、学習を計画的に進めていきま

しょう！ 

芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田由紀です。 

２月中は、ローザンヌ国際バレエコンクールが行われ、クラスから２名が 

出場しましたね♪ 配信されていたライブ動画を見て大興奮～！！ 

真剣な表情、一生懸命な姿に感動！！でした( ;∀;) 

みなさんの活躍がとっても嬉しくて、私も頑張らなくては～！と 

思わされる２月でした。 

これからも、ご報告などなど楽しみにお待ちしていますよ～(*^^)v 



教務部 比嘉 彩香 

 

科目追加登録とは次の学習に取り組むために、新しく科目を申し込むことです。 

前期入学生は基本的にこの時期に登録をします（後期生でも登録可能です）。 

但し、追加登録できる単位数は生徒番号によって異なりますので、担任の先生と必ず相談をしましょう。 

 学校のホームページからネット申し込みとなります。 

下記、URL、ＱＲコードより申込み可能です。 

URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/form/kamoku/input.php 

※ネット環境のない方は、「令和3年度の学習の手帳63ページ」の科目追加登録申込書をコピーの

上、郵送またはＦＡＸにてお申し込みください。 

【 申込受付期間 】 

事務長 平良 亮 

 

科目追加登録の教材は、宅配業者を利用して配達されます。郵便局に転居届を届けていても、学校で

住所変更の手続きをしない限り、教材を届けることができません。住所が変更となった、または異動の

予定があれば、速やかに「住所氏名変更届」を提出してください。学校から配達証明郵便にて住所変更

届受理証明書を返送いたします。生徒証とセットにして携行してください。 

新しい住所での生徒証の再発行をする場合には、証明書発行願（生徒証明書再発行）・写真（縦 3cm ×

横 2.5cm ）・手数料分の切手を添えてお申し込みください。申込み方法・発行願用紙は「学習の手帳」

54～55ページまたは学校 Web サイト「在校生ページ」をご覧ください。 

在校生ページ ⇒ https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

また、機種変更などにより携帯電話の番号やメールアドレスが変更となったら、速やかに担任までお

知らせください。 

  前期科目追加登録 申込受付期間 学費納付期限 

第１期 3月 14日（月） ～  3月 31日（木）当日受信分まで 4月 15日（金） 

第２期 4月 1 日 （金）  ～  4月 30日（土）当日受信分まで  5月 16日（月） 

令和４年度前期 科目追加登録について 

文部科学省認可通信教育 

７ 

転居の際は「住所氏名変更届」を！ 

 

 

 

◎ 今年度スクーリングに参加し単位を修得した人 

◎ 単位を修得していない場合でも、リポートや視聴報告書の作成が進んでいて次の学習を進めたい人 

◎ 履修科目の有効期限が切れてしまう人 

◎ 除籍猶予者（授業料有効期限が過ぎ、在籍延長をしている人） 



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、１月①、１月②スクーリングに参加しました生徒さん達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。 

 

●第５５回 全日本サーフィン選手権

大会（ＧＩＲＬＳ ＣＬＡＳＳ） 

３位 上門涼風 

●ＴＳＡ ＣＡＰ ２０２１ 

（Ｗｏｍｅｎ ｃｌａｓｓ：サーフィン）

優勝 上門涼風 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

令和３年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 



 

●芸能活動（「株式会社ＯＲＩＧＡＭＩ」所属） ＺＥＲＯ ＰＲＯＪＥＣＴ  

佐白おと（芸名） 

【功労賞授与確定者（令和３年度２月確定） 

●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２２ ファイナリスト 髙田幸弥 

●ローザンヌ国際バレエコンクール２０２２ セミファイナリスト 中山諒 

 

 

 

 

 

９ 

文部科学省認可通信教育 



●第１９回 全国ジュニアバレエコンクール  

ジャパングランプリ２０２１（ボーイズＡ） 

第２位２ 齋藤啓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導主事 横田 裕美 

 

大学・短期大学・高等専門学校・専門学校へ進

学予定のみなさんにご案内します。 

文部科学省は「高等教育の修学支援新制度」特

設Ｗｅｂページを開設し、高校生向けに「給付型

／授業料減免」など様々な支援制度を紹介してい

ます。 

経済的な事情があっても、夢に向かって大学卒

業や専門学校での資格・スキル取得を目指すこと

ができます。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学・専門学校進学者への修学支援について 

文部科学省> 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 高等教育の修学支援 

https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html 

 

文部科学省認可通信教育 
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https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html
http://urx.space/1VAw
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html


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


進路指導部 大城 達人 

 

皆さんは、最終学歴によって給料が変わることをご存じでしょうか。年齢や就職先、持っている資格や能力

によっても賃金等は変わりますが、今の日本社会では、最終学歴の違いで平均月収が大きく異なるという統

計が明らかになっています。 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省 令和２年賃金構造基本統計調査より抜粋 

 

さらに、性別や年齢によっても賃金の差が出てきます。下の図は年齢に応じた賃金の差になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日本社会の統計からうかがえる傾向として、 

・男女とも（能力や人物よりも）年功序列による賃金の差がまだまだ大きい。 

・男女ともに高学歴の方が、年齢の増加に対して賃金上昇カーブが急こう配になっている。 

これら統計はあくまでも平均値であり、皆さんの才覚・キャリア・資格取得・業界や職種で賃金水準や生涯賃

金が変ります。目先の流行や好みではなく、自分の一生をどのように設計するかの視点で、進学や就職の

方向を選択してゆきましょう！ 

 

 

進路だより ～賃金統計からみる進路選択～ 

 

文部科学省認可通信教育 

１２ 

大学院（約 40万 4千円） 

大学（約 28万 8千円） 

高等専門学校・短大（約 25万 8千円） 

専門学校（約 26万 3千円） 

高等学校（約 21万 8千円） 

大学院（約 46万 5千円） 

大学（約 39万 2千円） 

高等専門学校・短大（約 34万 6千円） 

専門学校（約 30万 9千円） 

高等学校（約 29万 5千円） 

男
性 

女
性 

 

男
性 

女
性 

不破雷蔵「学歴別の賃金格差を年齢階層別にさぐる」（2020）より引用 

 

http://okamuu3.com/kantannashigotonai/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


高大連携委員会 鈴木 啓之 

 

八洲学園大学は、２００４年に日本で初めてインターネットを利用して大学卒業や各種国家資格取得

を実現しました（「指定校推薦」の対象校です）。２０２１年５月１日時点で３,０００名以上の学生が日

本全国からパソコンを用いて学修します。当校卒業生が正科生として入学した場合、入学金が免除され

ます。また保護者様と同時入学の場合は、親子割引制度も併せて利用可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。右側の二次元コードから鈴木啓之教授の 

ミニ授業（YouTube動画）を視聴可能です。 

 

文部科学省認可通信教育 

大学で勉強する事は、高校とは違う考え方が生まれます。目的が見つからな

いのなら、とりあえず大学で勉強しながら探っていけば良いと思います。 

2021年 4月入学 

德永さん（当校 卒業生） 

【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） 

 

大学は高校と違ってできることが多いし、いろんな意味で制限がな

いので自由に勉強ができるところです。リポートをこなす学習と違

い、思考が深まる学習ができる所です。インターネットで勉強がで

きるのは、何よりも有り難いと思いました。あと、私にとって、時

間の縛りが少ないため、小学生から続けている「蝶の研究」を続け

られる事が大きかったと思います。 

 

 

好きな科目が選べるのが良かったです。特に倫理は外せないと感じました。宗教にもいろいろな

考え方があり、自分という存在が大切なものだと思えるようになりました。 

入学して良かったことを教えてください 

入学の決め手になったことはなんですか？ 

公式キャラクター 

やしまん・やしまるが在学生へ質問しました 

１３ 

八洲学園大学進学生徒のインタビュー 

 



教頭 鈴木 啓之 
 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（第３回目接種）は、３月から１８歳以上（前回接種から７か月）も対象と

なります。他方で、１０代の若者の２回目接種率は約７５％（1/15現在）と、全世代中最低となっており、オミクロン

株感染が若者に偏る原因の１つとされています。そこで、改めてワクチン接種についてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

《健康だより》ワクチン接種について(続報) 

文部科学省認可通信教育 

１４ 

Ｑ：初回（１回目・２回目）接種がまだ受けられてません。 

・現在のルールでは、令和４年９月３０日までの期間内であれば、無料で初回接種が可能です。 

Ｑ：現在１８歳未満だけど、追加接種は可能か？ 

・現在の国のルールでは、２回目の接種完了から７ヶ月以上経過し、１８歳の誕生日を迎えれ

ば追加接種可能です。 

・（米国の治験の結果待ちですが）国は今後、対象年齢を１２歳以上に引き下げる方針です。 

Ｑ：追加接種はどのようにしたら受けられますか？ 

・お住まいの市区町村から追加接種用の接種券等が送付されます。初回接種

時と同様、実施している医療機関や会場をお探しの上、予約してください。 

Ｑ：追加接種はオミクロン株に有効か？ 

・オミクロン株に対する初回接種による発症予防効果は、（デルタ株と比較して低下するものの）追加

接種により回復します（米国ではファイザー社製 65%、モデルナ社製 65%）。入院予防効果も、デルタ

株と比較すると一定程度の低下はありますが、追加接種で回復します（米国では追加接種後２～９

週で 94%、10週以降で 89%の入院予防効果）。 

Ｑ：初回接種とは異なるワクチンを使用（交互接種）しても大丈夫？ 

・追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ｍＲＮ

Ａワクチン（ファイザー社/モデルナ社製）を用いることが適当であるとされています。な

お、モデルナ社製ワクチンの追加接種は、初回接種の半分の量の接種となります。 

Ｑ：高校卒業で住所が変わるけど、ワクチン接種はどうしたらいい？ 

・２回目の接種完了後、進学や就職などで住民票所在地が変更となった場合、追加接

種の接種券を取得するためには、申請が必要になります（一部の市区町村では、申請

なしで送付される場合もあります。）。お住まいの市区町村にお問い合わせいただく

か、コロナワクチンナビで追加接種用接種券の発行申請を行ってください。 

Ｑ：追加接種の副反応はどんな症状？ ２回目より重いの？ 

・海外の臨床試験の結果では、ファイザー社／モデルナ社製ワクチンいずれの場合も、

２回目の接種後と比較して追加接種後の副反応の発現傾向はおおむね同様です。 

・海外ではリンパ節の腫れ、国内ではわきの下の痛みの発現頻度が２回目までに比べて

やや高いことが報告されています。 

Ｑ：初回接種後、新型コロナに感染した場合、追加接種は必要か？ 

・（厚生労働省審議会の見解では）感染直後は抗体価が高いので、感染後から追加接

種までの間隔は、暫定的に（抗体価が落ちてくる）３ヶ月を一つの目安としています。 

・なお、感染から回復後、期間を空けずに追加接種を希望する方は、１８歳以上で前回

接種から７ヶ月以上経過しているならば接種可能です。 

各記事詳細は、

厚生労働省 

＞新型コロナ

について Ｗｅｂ 

サイトでご確認

ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
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● 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 火 
３月①Ｓ返送書類必着日 
３月①Ｓキャンセル可能〆切（17：30まで） 

16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金  

4 金  19 土  

5 土  20 日  

6 日 ●３月①スクーリング● 21 月 ●３月②スクーリング●  春分の日 

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水  24 木  

10 木  25 金  

11 金 ３月②Ｓ参加者ＲＨ提出〆切（消印有効） 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 ゆんたく配信  成績発送 

14 月 前期科目追加登録開始日 29 火  

15 火 
３月②Ｓ返送書類必着日 
３月②Ｓキャンセル可能〆切（17：30まで） 

30 水  

   31 木  

※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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