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・ ｐ４     令和３年度後期 卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ５－７   令和３年度後期 卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

・ ｐ８－９   令和３年度後期 卒業証書授与式 

・ ｐ１０－１１ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１２    令和３年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１３－１４ 令和３年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

／ ミュージシャン「大城美友」さんのご紹介 

・ ｐ１５    「卒業式に関する新聞記事」のご紹介 

・ ｐ１６    格闘技・陸上部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

・ ｐ１７－１８ ３月①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ１９    進路だより ～進学・就職準備に向けて～ 

・ ｐ２０    令和５年度進学者 大学等奨学金予約について 

・ ｐ２１    《健康だより》まん防解除、でも気を引き締めよう 

・ ｐ２２    ゆんたく４月号は印刷版を郵送 ／ 教職員異動のお知らせ  

・ ｐ２３－２４ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２５    ４月行事予定 

令和４年３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。 
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２月スクーリングダイジェスト 
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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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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。 

 

人類が新型コロナウイルスと戦っている

期間が３年目に突入しました。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年間。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４年２月２０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年度後期 卒業証書授与式 校長式辞 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

本日は、八洲学園大学国際高等学校、教職員の皆様をはじめ、多くの皆様のご臨席の下、コロナ禍の

中、このように盛大な卒業式を開催して頂いたことを心より感謝申し上げます。 

 

私は、バスケに力を入れるために、大分県にある

全日制高校に入学しました。その後、元々英語が好

きだった事もあり、今より更にバスケットと英語を

学びたいと全日制高校を休学し留学する事を決意

しました。留学後は、全日制高校へ戻る選択肢もあ

りましたが、自分のやりたいことに挑戦できる場所

が八洲学園大学国際高等学校であると考え転学を

決意しました。 

 

初めてのスクーリングは 12月。音楽がテーマのスクーリングでした。参加前は緊張していた私でした

が、気の合う仲間も出来、楽しむことが出来ました。三線部門と共に弾いたウクレレはとても緊張しま

したが、良い想い出です。そして今回が卒業へ向けての最後のスクーリング。スポーツがテーマの八洲

ンピックを通して、チームで団結出来た事がとても楽しかったです。 

 

人と人との繋がりを私は大切に考えています。この考えを持つきっ

かけとなったのは、アメリカ留学です。バスケットを通して、どこの

国の人でも受け入れる寛大な心を持つ仲間に助けられたり、様々

な悩みを抱えていた友人が、他国である私の話や考えを聴き、生

きる希望もってくれたり、人と人との関わりを通して、様々な方との出逢い、関わり

が大切であることに気づきました。 

『みんな違ってみんないい』どんな環境にあっても、どんな境遇にあっても、一人一人を互いに大切に

し合うことができる世界になればいいと考えるようになりました。八洲学園大学国際高等学校には、こ

の考えと似ている部分を感じ、私はとても過ごしやすく、充実した高校生活を送ることが出来ました。 

 

卒業後はカナダの大学進学を予定しています。大学では、スポーツとビジネスを中心に学び、将来的

にはスポーツトレーナーになりたいと考えています。海外でスポーツトレーナとして働くこと、また日

本で海外の方へスポーツトレーナーとして関わっていくことが私の目標です。 

 

在校生の皆さん、自分の目標、やりたいことを見失わずに真っ直ぐに進んで下さい。 

 

 

令和３年度後期 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 
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最後に、両親へ。 

全日制高校を休学してアメリカ留学することを反対されていたけれど、自分のやりたい

ことを最後まで応援してくれた事、そして八洲学園大学国際高等学校への転校を認めてく

れた事、ありがとうございました。 

 

令和 4年 2月 20日 卒業生代表 奥平 輝 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの催しが自粛される中、卒業式を迎えられますことを卒

業生を代表して心より御礼申し上げます。また、お忙しい中、ご出席下さいましたご来賓の皆様、校長

先生をはじめ、お世話になった先生方心から感謝申し上げます。 

 

私は高校に進学しましたが、学校に馴染めなかっ

たのもあり、半年で退学しました。就職していた友

達や先輩達の影響もあり、建築関係の仕事を始めま

した。当時の私には、肉体労働はとてもきつく最初

はいろんな職種を転々としました。慣れてくると、

技術を身につけて成長するのがおもしろくなり、仕

事を真面目に取り組みました。そして、19の時に結

婚して二人の息子を授かることができました。妻が

子育て、家事をしっかりしてくれていたおかげで仕

事は順調で、独立することができ、小規模ですが、

従業員を雇いながら仕事ができるようになりました。 

 

その頃は仕事が忙しく、家庭のことは妻に任せっきりでした。独立してしばらくした頃、妻の病気が

見つかりました。そして過酷な闘病生活が始まり、通院、入退院を繰り返し、私は以前のように仕事が

できなくなりました。そして、私が八洲学園大学国際高校に入学する一年前に妻は亡くなりました。覚

悟はしていたつもりでしたが、あまりにも早く、急な別れでした。法事や色々な手続きなどを終えて、

日常生活に戻った私を待っていたのは寂しさと、多忙な日々でした。 

 

家事、子育てはそれまで全くしてこなかったので、とても手こずりました。フルタイムで仕事をして、

慣れない家事をして身体もメンタルもボロボロでした。夜も眠れなくなり、食欲もなく、精神安定剤を

飲みながら生活をしていました。悲しみと寂しさから、まだ気持ちを切り替えることができずにいまし

た。 

そんなボロボロになった私を救ってくれたのは息子達でした。息子達

もとても寂しい思いをしていましたが、私の負担を少しでも減らすため

に、毎日家事を手伝ってくれました。私は一人ではなく子供たちがいて

くれて本当に良かったです。子供達やサポートしてくれた人達のおかげ

もあり、体調も回復して、家事もこなせるようになってきました。 
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その頃私が考えるようになっていたことは勉強が嫌いな息子たちを私のように退学などさせず、進学

させたいという思いでした。子供達には私が中卒ということは話していなかったので、少し後ろめたい

気持ちもありました。ちょうどその頃、この八洲学園大学国際高校の存在を知り、説明会に行きました。

子育てしながら働いて通っている同世代の人がたくさんいるということを聞き、入学を決めました。 

 

仕事、家事の合間にレポートをして、子供を預けて、一年に一回 5泊 6日のスクーリングに参加する

のはとても大変でした。自分の子供と歳の近い子たちと同じ教室にいるのは、最初は抵抗がありました。

でも八洲にいる人たちはみんなフレンドリーで歳の差はなんとも思わなくなりました。生徒それぞれ色

んな理由で、全国から八洲を選んで入学してきます。それは自分のペースで高校生活を送れる環境が整

っているからです。 

 

20年ぶりの高校生活はとても貴重な経験ができました。今後の私の人生の糧となり、一生忘れること

はありません。私は少し遠回りをしましたが、今日高校を卒業できます。それは八洲でなければ絶対に 

実現できなかったことです。ご指導いただいた先生方、本当にありがとうございました。 

 

これから先、色んな壁にぶつかり、苦悩することも多々あると思います。私のように立ち直るのに時

間がかかるような悲しい出来事もあるかもしれません。しかしどんな大きな壁にぶつかったとしても、 

私たちは乗り越えられるはずです。八洲で学んだことを思い出して、これから先どんなに辛いことがあ

っても最後まで諦めず、精一杯挑んでいきます。 

 

私には、来月高校受験を控えた息子がいます。本当はこの卒業式に連れてきたかったの

ですが、本人の意思もあり、塾を優先させました。当時の私とは比べものにならな

いほどしっかりしていて、高校で学びたいこと、将来の夢がちゃんとあるようで嬉

しく思います。志望校の倍率が高いですが、諦めず合格目指して頑張ってほしいで

す。色々な人達の協力で、私が八洲を卒業できたように今度は私が息子のサポー

トをしていきます。 

 

最後になりましたが、私たち卒業生はたくさん人に支えられ、応援してくれた人達のおかげで、今日

卒業式を迎えることができました。感謝の気持ちを忘れず、これから新たな道を歩んでいきます。そし

て今日、大勢の前で答辞を読む機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。 

 

令和 4年 2月 20日 卒業生代表 比嘉 斉 

７ 

文部科学省認可通信教育 



事務部 高橋 康子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度後期 卒業証書授与式 
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卒業証書授与 

卒業生入場 

校長式辞 
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卒業生代表挨拶 
比嘉斉さん 

卒業生代表挨拶 
奥平輝さん 

卒業式の様子 

卒業生 大城美友さんによる送別の歌 

卒業式の後で 



事務部 高橋 康子 
 

 中村 成希（校長） 卒業おめでとうございます。 

 鈴木 啓之（教頭） ペストに打ち勝ち、スペインカゼに打ち勝ってきた人類は、 
コロナも克服します。顔を上げて前を向いて、なりたい自分を目指して下さい。 

 比嘉 彩香（1･2 番クラス担任） 卒業おめでとうございます。 
自分の信じる道を突き進んでください。 

 糸数 篤人（3･4 番クラス担任） 
人生、楽しく笑って行きましょう。卒業おめでとう。 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） 卒業おめでとうございます！！ 
皆さんの未来に幸あれ✨ ずーっと応援しています。 

 宮城 泰之（7･8 番クラス担任）卒業おめでとうございます！ 
私の好きなアニメのキャラクター≪進撃の巨人 リヴァイ・アッカーマン≫ 
のセリフを送ります。『悔いが残らない方を自分で選べ』 

 横田 裕美（9･0 番クラス担任） 出逢う事が出来て幸せでした(^-^) 
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）Congrats! 卒業おめでとうございます✨  

 平安山 智子（サポート校クラス担任） 「高校卒業」は、新しい人生のスタートです！
どう生きるかは自分次第。今後の皆さんのご活躍をお祈りしています。 

 久田 友梨香（1･2 番クラス副担任）  
卒業おめでとう!!!一歩一歩前進していってね！応援しています☆彡 

 中島 菜々子（3･4 番クラス副担任） ✨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） ノーベル平和賞を受賞したネルソン・マンデラ氏の
言葉を贈ります。「生きるうえで最も偉大な栄光は、決して転ばないことにあるのでは
ない。転ぶたびに起き上がり続けることである」 

 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        
これからの人生、楽しんでいきましょう!! (*^-^*) 

 大城 達人（9･0 番クラス副担任） いつ何が起こるか分からない人生。色々な人と出会
って、楽しい事、苦しい事、経験することで人は強くなれると思います!!１回しかない
この人生を、後悔しないように! やりたい事は全力でやったほうがいいですよ。超楽し
いので!! 

 平野 圭一郎（芸能スポーツ／海外クラス副担任）  
自分自身のペースを大切に、健康第一で過ごしてください。 

 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下さい!! 応援しています。 

 原田 みき子 ご卒業おめでとうございます。 
コロナに負けず、自分に負けず、乗り越えてね！ 

教職員から卒業生へのメッセージ 
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 玉城 郁江 卒業生のみなさんへ 卒業おめでとうございます。 
これまで頑張ってきた自分を誇りに、これからも頑張って下さいネ。 

 小波津 美弥子 ご卒業おめでとうございます!! みなさまに幸あれ 

 島袋 正良 コロナでたいへんな時期でしたが、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て、大きくはばたいてください。 

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。あなたの桜は満開ですね。 
これからも咲かせ続けて下さい。 

 松田 和則 卒業おめでとう これからも一歩一歩と着実に前へ 

 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます✨様々な活動が制限される中で本当によく頑
張ったと思います。これからも困難に打ち勝って、ステキな人生を歩んでください(^-^) 

 エンブリー 章子 Congratulations and good luck in your future endeavors. 
卒業おめでとうございます。夢に向かって頑張って下さい。 

 上原 友子 ご卒業おめでとうございます！“七転び八起き”でがんばって下さい。 

 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、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!! 
これからの人生がみなさんにとって良きものでありますように。がんばれ～!! 

 平安山 彩夏 卒業おめでとうございます！！ 

 城間 さゆり 卒業おめでとうございます。これからも大切な仲間と出逢えますように。 

 大村 初美 ご卒業おめでとうございます。進学先、就職先などこれからも自分のペース
を大切にして頑張ってください!! 

 番場 晴美 トライアル・アンド・エラー（trial & error）をくり返し、失敗を恐れず、小さ
な成功を積み上げて、たくましく生きていかれますように応援しています。 

 高橋 康子 この先あなたの笑顔に励まされ癒される人が、たくさん現れます。その人達
がいつかきっと、あなたを励まし癒してくれます。だからいつも笑顔でいてね。 
ご卒業おめでとうございます。 

 具志堅 慎一 NEVER GIVE UP. 人生の大地に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 

 

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月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。 

●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 

【功労賞授与確定者（令和３年度２月確定） 

●全国ビジネスプランコンテスト「Japan Challenge Gate2022」ファイナリスト 

中山大貴（「インフィニティ国際学院高等部」所属） 

 

 

令和３年度「功労賞」のご紹介 
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校長 中村 成希 

 

令和３年度は、総計３１名の生徒さん達に「功労賞」を授与いたしました。令和３年度後

期卒業証書授与式に出席した功労賞受賞者３名と、卒業式内で送別の歌を歌ってくれ、特別

功労賞を授与しました卒業生ミュージシャン「大城美友」さんとで記念撮影をしました。八

洲学園大学国際高等学校を卒業後も、今後のご活躍を期待しております。 

（画像左側から紹介。） 

●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全日本アマチュアチャンピオン） 

●第５４回 JAPAN TOTAL HOUSING マーボーロイヤルKJカップ（ＳＵＰ）優勝  

田口頼（日本代表選手） 

令和３年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●バスケット活動（大阪エヴェッサアカデミー選抜チームＵ１８）神元善磨呂 

●芸能活動（「有限会社ＹＡＲＤ」所属）大城美友（メジャーデビュー歌手） 

 

校長 中村 成希 

八洲学園大学国際高等学校に在学中から活躍し、清水翔太さん・加藤ミリヤさんと同じ事

務所の妹的存在としてメジャーデビュー（「オレンジバタフライ」は 2018 年 10月度の全国

パワープレイランキング１位獲得）をしましたシンガー・ソングライター「大城 美友 

（おおしろ みゆ）」さんに、卒業式で「送別の歌」を歌ってもらいました。１曲目は、ア

ニメ「ログ・ホライズン円卓崩壊」エンディングテーマ「ブルー・ホライズン」、２曲目は

メジャーデビュー曲「オレンジバタフライ」になります。また、式内で、卒業後に活躍し、

在校生たちに貢献してくれた八洲人対象の「特別功労賞」の授与も行いました。 

１４ 

文部科学省認可通信教育 

ミュージシャン「大城美友」さんのご紹介 



校長 中村 成希 

 

令和４年２月２０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４年２月２７日朝刊記事】 

（※卒業生は３６４名になります。） 

 

 

 

「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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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.yo
utube.com/chan
nel/UCt3fCg8q
0MBn4hc_UTE
dK5w/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
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
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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


事務部 高橋 康子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３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 

１７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

１８ 

☆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。 



進路指導部 大城 達人 

 

進学や就職活動の日程は、年度の早い時期から入ってきます。前もって準備をしておくこ

とでスムーズな進路選択をすることができますので、自分の将来の目標を今の時期に見つめ

てみてはいかがでしょうか。今回は、進学と就職準備について、1年の進路活動の流れを表

にまとめましたので参考にしてみてください。 

高校卒業後の進学・就職の特徴と準備 

 進学（大学、短大、専門） 就職 

特徴 

・資格取得や専門分野の学びができる。 

・将来、資格や専門知識を活かした就職

や大学卒業水準の給与での就職が見込

める。 

・職業人として社会の中で活躍できる。 

・自立して自ら生計を立てることができる。 

準備 

・学費や就学中の生計について目処を立

てておく必要がある。 

・入試が秋から冬にあるので第 2志望や

代わりの進路についても検討が必要。 

・年度初めから求人が始まるので、早く

志望する業種、職種、勤務地をしぼっ

ていく必要がある。 

 

１年の流れ 

 進学 就職 

4 月頃 オープンキャンパス･説明会 開始  

5 月頃 総合型選抜 出願・受付 開始 公務員試験要項 配布 

6 月頃  公務員試験申込受付 開始 

7 月頃  求人票 公開 

8 月頃 学校推薦型選抜(指定校制)校内選考受付 

開始 

求人票一般企業 申込開始 

9 月頃 学校推薦型選抜(指定校制)校内選考 実施 求人票一般企業 試験開始 公務員試験 開始 

10 月頃 大学入試共通テスト 出願 

学校推薦型選抜 出願・試験 開始 

 

11 月頃 一般入試 出願・試験 開始  

1 月頃 大学入試共通テスト 実施 

国公立試験 出願 開始 

 

2 月頃 国公立試験 開始  

 

 

進路だより ～進学・就職準備に向けて～ 

文部科学省認可通信教育 
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事務部 宮坂 あき 

 

日本学生支援機構は、国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念するこ

とのないよう、「貸与」または「給付」する奨学金により進学を後押ししています。 

次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいと認められた人が当校より推薦さ

れ、採用候補者として機構が決定します。 

※今現在まだ令和５年度募集の詳細の情報がありません。以下は昨年度の内容で掲載しております。 

 詳細はおとりよせいただいた要項でご確認ください。 
 

 

 

 

 

■給付型奨学金 

一昨年度より給付型奨学金の所得要件、学力基準が大幅に変更されました。 

給付奨学金の支給対象の学生は、授業料・入学金の減免も併せて受けることができます。 

「ＪＡＳＳＯ奨学金」で検索されますと詳細をご確認いただけます。 

予約奨学金申し込みの締切は貸与型も含めて６月末日（昨年度）までとなっておりますが、期日過ぎま

した後でも進学先にて給付型・貸与型共に在学採用としてお申し込みいただくことができます。 

○家計基準 

１．ＪＡＳＳＯが定める収入基準・資産基準のいずれにも該当する世帯であること 

２．児童養護施設退所者等社会的養護が必要な人は１８歳時点で施設等に入所等していた（いる）こと 

○学力基準 

１．申込時までの評定平均値が３．５以上 

２．上記に該当せずとも、進学後に高い目標を持って進学する意欲を有していると学校が判断した場合 

■貸与型奨学金 

○家計基準  

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

家計基準 

４人世帯の場合の目安 

家計収入（年額）が 

７４７万円以下 

家計収入（年額）が 

１，１００万円以下 

○学力基準 

第一種（無利子）：高等学校１年から申込時までの成績の平均値が３．５以上 

第二種（有利子）：学業成績が平均水準以上 

○貸与金額 

 第一種（無利子） 第二種（有利子） 

月次貸与額 
２万～６万４千円／月 
（自宅通学/自宅外通学、 

私学/国公立大学で異なる） 

２万～１２万円／月 

入学時特別増額 １０万～５０万円 

 

令和５年度進学者 大学等奨学金予約について 

文部科学省認可通信教育 
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令和５年度大学進学予定者で、給付型／貸与型奨学金予約を希望する方は、事務部 宮坂

（0120-917-840）まで連絡をください。 要項が到着次第（５月頃予定）、郵送いたします。 



環境保健部 平安山 智子 
 

令和４年１月から実施されていた新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置は、３月２１

日をもって全ての都道府県で終了します。しかしながら政府・各都道府県から、第６波を収束させ、

感染再拡大を防ぐため、引き続き感染予防に努めるよう市民に要請されています。 

 
 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》まん防解除、でも気を引き締めよう 

２１ 



事務長 平良 亮 

 

 令和４年度ゆんたく４月号（４月２８日発送）は、ご自宅に郵送します。 

「試験出題ポイント」「集中スクーリングテーマ案内」など、１年間を通して利用する重要

な情報を掲載します。高校や進学先での修学支援に関する情報も載せておりますので、必ず

保護者様にお目通しいただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 保護者と離れて暮らしている方は、学校Ｗｅｂサイト「在校生ページ」掲載のＰＤＦ記

事をご案内ください。 

※ 印刷版はＡ４モノクロ中折製版としています。フルカラー版を利用したい方は、学校Ｗ

ｅｂサイト「在校生ページ」掲載のＰＤＦ記事をご利用ください。 

※ 令和４年度ゆんたく５月号～翌３月号は、今年度同様、ＬＩＮＥによるフルカラーＰＤ

Ｆ記事の電子配信になります。 

※ 郵便が届くよう、住所を移動した/予定の方は「住所変更届」による手続きをしてくだ

さい。 

（郵便局の転居届の手続きだけでは、教材などの宅配便は届きません。） 

 

 

 

 

事務長 平良 亮 

 

退職される教職員をお知らせします。諸先生方には大変お世話になりました。今後の活躍を心より

お祈り申し上げます。 

 

平野 圭一郎（英語） 

久田 友梨香（英語） 

糸数 篤人（地理歴史・公民） 

小波津 美弥子（国語・芸術） 

 

ゆんたく４月号は印刷版を郵送 

文部科学省認可通信教育 
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１２ 

教職員異動のお知らせ 

４月号予定記事 

・校長あいさつ 

・校歌 紹介 

・教職員紹介 

・令和４年度試験出題ポイント 

・令和４年度集中スクーリングテーマ案内 

・高校奨学金／修学支援制度利用 

・令和５年度大学進学者奨学金予約 

・功労賞まとめ 



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 ●佐久高等学院 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 

２３ 
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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 
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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 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金  

8 金  23 土 ５月Ｓ最終申込〆切（17：00 まで） 

9 土  24 日  

10 日  25 月  

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木 ゆんたく発送・配信 

14 木  29 金 昭和の日 

15 金  30 土 ５月Ｓ詳細文書発送 

      

※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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