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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。 



校長 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、2000年に「日本初の合宿によ

る集中スクーリング方式」を採用する通信制高校として開校致

しました。校舎からは、エメラルドグリーンの海が見え、とて

も教育環境が良い「沖縄」にあります。本学の教育システムで

日々の時間を有効に活用すると、海外留学（語学・スポーツ・

芸術）や芸能活動等、様々なジャンルにチャレンジし、夢を追

いかけながら高等学校の卒業資格を取得する事も出来ます。 

開校後、アメリカ合衆国の私立高校と教育提携した事により、「日本の高校卒業資格」と

同時に「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能になりました。また、保護者の方も学習で

きる資格取得コースを設置するなど、今も進化し続けている高等学校です。今後も、より多

くの生徒、保護者、卒業生、地域の方々などの期待に応えられるように努力してまいります。 
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校長あいさつ 

もももしししももも   願願願いいいががが   

～八洲学園大学国際高等学校 校歌～   作詞・作曲 Kiyomi 

もしも願いが一つだけ叶うなら 
あなたは迷わず答える事ができますか 

もしも願いが二つだけ叶うなら 
あなたは何を誰のために願うでしょう 

理想の自分に近づいていくために 
見えない未来にかけて進んでいく 

青い空の下でデイゴの花が咲いている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きているあなたとここにいる 

もしも１本の道が目の前にあったら 
あなたは勇気を出して歩けますか 
もしも２本の道が目の前にあったら 
あなたはどこへ足を進めるでしょう 

はるかなる大地にしっかりと足をつけて 
空っぽな心は大空へと飛んでいく 

青い空の下デイゴの花も揺れている 
今を生きている私がここにいる 
きらめく波がヤシマと重なり輝く 
今を生きている私がここにいる 

今を生きている私がここにいる 



事務部 番場 晴美 
 

八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえる

ように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！ 

      

校長 
中村 成希 
（福岡） 

教頭・横浜分室長 
鈴木 啓之 
（愛知） 

1･2 番ｸﾗｽ担任 
保健体育 

大城 達人（沖縄） 

3･4 番ｸﾗｽ担任 
公民 

竹部 裕太(東京) 

5･6 番ｸﾗｽ担任 
情報・商業 

島袋 友美(沖縄) 

7･8 番ｸﾗｽ担任 
数学・理科 

宮城 泰之(沖縄) 

      

9･0 番ｸﾗｽ担任 
保健体育 

横田 裕美(福島) 

芸能ｽﾎﾟー ﾂ/海外ｸﾗｽ担任  

外国語 

仲田 由紀(沖縄) 

サポート校ｸﾗｽ担任 

保健体育 
平安山 智子(神奈川） 

代アニＡｸﾗｽ担任 
国語・芸術 

比嘉 彩香（沖縄） 

代アニ B ｸﾗｽ担任 
保健体育 

守谷 薫（神奈川） 

代アニC ｸﾗｽ担任 
理科・情報・数学 
金居 央（福岡） 

      

1-4 番ｸﾗｽ副担任 
家庭／養護教諭 
中島 菜々子（沖縄） 

5-8番ｸﾗｽ副担任 
地理歴史・公民 
本田 史(鳥取) 

ｻﾎﾟー ﾄ校・代ｱﾆ副担任 

国語・芸術 
玉城 健一（沖縄） 

国語・芸術 
原田 みき子 
（秋田） 

国語 
玉城 郁江 

(沖縄) 

理科・数学 
島袋 正良 
（沖縄） 

      

理科 
長﨑 佑 
(長野) 

家庭 
与古田 初子 

(沖縄) 

地理歴史・公民 
松田 和則 

(沖縄) 

地理歴史・公民 
玉城 優香 

(沖縄) 

外国語 
エンブリー 章子

（沖縄） 

芸術・外国語 
上原 友子 

(熊本) 

 

 

     

事務長 
平良 亮 
(沖縄) 

事務 
宮坂 あき 
（東京） 

事務 

平安山 彩夏 
（沖縄） 

事務 
城間 さゆり 

(沖縄) 

事務 
大村 初美 

(沖縄) 

横浜分室 事務 
番場 晴美 
（神奈川） 

      

横浜分室 事務 
髙橋 康子（神奈川） 

校務 

具志堅 慎一(沖縄) 

校務補助 

谷 和樹（沖縄） 

校務補助 

兼城 昌一(沖縄) 

学校食堂長 

儀間 雪深（沖縄） 

学校食堂ｽﾀｯﾌ 

儀間 伸彦（沖縄） 
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教職員紹介 

３ 
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３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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入入入校校校式式式   

手手手作作作りりりララランンンタタタンンン点点点灯灯灯式式式   

掛掛掛けけけ軸軸軸作作作りりり   

体体体育育育館館館でででののの体体体育育育   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 
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☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 工作、手形アート、扇子、お守り、ランプシェード、どれもすごく想い出になる楽しい活動で

した。 

☺ 特別活動をしている時は時間を忘れるくらい熱中できた。 

☺ 工作はどれも楽しかったです！思い出として大事にします！ 

☺ 手形アートが楽しかったです！絵を描く事が苦手な私でも簡単にできました！ 

☺ お守りはとても上手に出来たのでカバンにつけて持ち歩こうと思います！ 

☺ 学校のいろんな所から見える海の景色が最高でした！ 

☺ モモとスズが可愛すぎた！ 

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。 

手手手形形形アアアーーートトト   

扇扇扇子子子作作作りりり   

おおお守守守りりり作作作りりり   
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クラス担任あいさつ 

文部科学省認可通信教育 

令和 4 年度の幕開けです。不安と緊張の始まり…4 月からの 1 年

間を通して、皆さんの心が少しでも穏やかに温かく希望に満ちた

日々になるよう、共に歩ませて頂きたいと考えています。どんな

時も、皆さんには、応援団(八洲の教職員のみんな      )がいるから

大丈夫(*^-^*)安心して進んで下さい。皆さんにお逢いできる事を

楽しみにしています。そして学校犬モモコ＆スズもみなさんのお

越しを心よりお待ちしております。 

６ 

皆さん、こんにちは！ 令和４年度、５・６番クラスの担任をさせていた
だくことになりました、島袋 友美（シマブクロ トモミ）と申します。
どうぞ宜しくお願いします。 入学の経緯は人それぞれだと思いますが、
目指すゴールは皆さん同じで「卒業」です。皆さんがしっかり目標を達
成できるように、サポートさせていただきます。何か困ったことや分か
らないことなどあればいつでも連絡くださいね。スクーリングで 
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています★八洲から見る 
景色はサイコーですよー！学校犬「モモ」「スズ」も待ってます♪ 

皆さん、こんにちは！！今年度、３・４番クラスの担任をさせてい

ただくことになりました、竹部 裕太（たけべ ゆうた）です！1 年

間よろしくお願いします！ 皆さんの「高校卒業」という目標をサ

ポートさせていただきます。学習のことやその他分からないことが

あればいつでも気軽に連絡してください(^O^) スクーリングでは、

皆さんに会えるのを楽しみに本校でお待ちしています！！ 

八洲から見える海はサイコーですよ～！ 

皆さん、こんにちは！今年度、1・2 番クラスの担任をさせてた

だきます大城 達人（おおしろ たっと）です！保健と体育を担当

させていただきます。皆さんとスクーリングで会えるのを楽しみ

に待っています！！学習面、生活面、色々なお話が出来たらいい

なと思っていますので、よろしくお願いします。 

みなさん、こんにちは！今年度、7・8 番クラスの担任になりました

宮城 泰之（みやぎ やすゆき）です。担当教科は数学です。みなさん

の『高校卒業』をサポートしていきます。体調管理に気をつけていた

だき、計画的に自宅学習を進めてもらえれば幸いです。スクーリング

では元気な姿で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！ 



 

皆さん、こんにちは。 

今年度、代アニ C クラスの担任をさせていただくことになりました 

金居 央（かねすえ ひさし）です♪ 

皆さんの高校卒業に向け、しっかりサポートしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします(^^)/♪ 

沖縄で会えるのを楽しみにしています！！ 

７ 

代アニＡクラスのみなさん、こんにちは！担任の比嘉 彩香（ひが あ

やか）です。４月は始まりの時期で、毎年気持ちもフレッシュな感じ

がしますね。興味があったけれども昨年できなかったことなど、新し

いことにどんどん挑戦できるような日々を過ごしていきたいなと思

います♪皆さんの「高校卒業」という目標を達成できるよう、担任と

して全力でサポートしていきます。どんな小さな不安や悩みでも気軽

に相談してくださいね。１年間よろしくお願いします！！ 

今年度、学習提携校所属の生徒さんの担任をさせていただくことにな

りました平安山 智子（へんざん ともこ）です。基本は学習提携校の

先生とのやりとりが中心になりますので何かありましたら学習提携

校の先生へ質問してください。またスクーリング関係のご質問などあ

りましたらお気軽にご連絡下さい！沖縄の大自然の中で皆さんとお

会いできることを楽しみにしています！ 

芸能スポーツ／海外クラス担任をさせていただくことになりました 

仲田 由紀（なかだ ゆき）です(#^.^#)嬉しいです♪ 

スクーリングに向けて、何か楽しいことが企画できたらなぁと今から

計画中です★ 

また皆さんとお会いできることをすっごく楽しみにしております

～！ どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。 

みなさん、こんにちは！今年度、代アニ B クラスの担任をさせていた

だくことになりました守谷 薫（もりや かおる）です(･∀･) !! 

昨年度は副担任で、今年度は初の担任、、、 

どんな 1 年になるか今からドキドキわくわくしています！ 

高校卒業に向け、しっかりサポートしていけたらと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします ♪ 

よろしく！ 

副担任の本田史先生、 

中島菜々子先生も 

よろしくだワン！！ 

by スズ 

どんなことでも 

担任に相談するん

だワン！by モモ 

文部科学省認可通信教育 



事務長 平良 亮 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

 

令和４年度 集中スクーリング「テーマ」案内 

 

 

 
「夏だ！沖縄だ！マリンスポーツだ！」ということで、真夏の太陽の下で沖縄
の海を満喫したい方を大募集です(^^)/シーカヤック、スノーケル、体験ダイビ
ングなど、沖縄の海を満喫  できるプログラムを企画します。 
有料オプションも検討中です(^_-)-☆ 

※泳げなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、 
海水につかることができない方、体力に自信が 
ない方はご遠慮ください。 

 
 

   

５５月月  

 

７７７月月月①②   

８ 

 

心身の健康を見直せるきっかけになるような活動を取り入れます！ 

どなたでも参加できる健康のために楽しくできる活動を企画中です‼ 

～現段階ではまだ企画中のため、内容決まり次第皆さんに案内します～ 

沖縄みやげを作成して、思い出と一緒に持ち帰ることが 

できるような企画を検討中です。 

 ※少人数限定スクーリングのため、参加申込の前に担任までご相談ください。 

 

 

 

芸術スクーリング（少人数制）   

 

６６６月月月①①①②②②   
誰でも簡単にできる物づくりを計画中！！ 

沖縄のお土産や、高校生活の思い出になるような作品を 

一緒に作ってみませんか？(^^)/ 

 

８月①② 沖沖沖縄縄縄観観観光光光スススクククーーーリリリンンングググ   
独自の文化と歴史を誇る沖縄県。沖縄県＝日本の観光地？・・・違います！ 

スクーリングをきっかけに、沖縄がみなさんにとってもっと特別な場所に 

なりますように＾＾ 

美しい海やビーチに加え、伝統と歴史を肌で感じ、体験できるような 

スクーリングを計画しています。 

９月 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 
 

３３３月月月①②   沖沖沖縄縄縄文文文化化化スススクククーーーリリリンンングググ   

 

 111111 月月月   動動動物物物スススクククーーーリリリンンングググ（（（少少少人人人数数数制制制）））   

 

 

音楽好きの八洲人、１２月に集まれ!(^^)! 

最終日の八洲人 LIVE に向けて 

今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）に 

分かれての音楽活動を予定しています！ 

111222 月月月   

   

 

文部科学省認可通信教育 

※202２年度後期卒業となる生徒さんは参加できません。 

 

 

2 月スクーリングは、スポーツ大会です！！各チームに分かれて夏より熱い戦いが繰

り広げられます！今年はどのチームが優勝するか、わくわくドキドキですね！！誰で

もできるような競技内容になっているのでぜひ一緒に楽しみましょう！そして 2 月

は卒業式の月になります。皆さんの門出を祝えるように、前進していきましょう。 

沖縄は、日本本土とアジアの中間に位置することから、独自の文化が育まれ、

受け継がれてきたと言われています。沖縄の文化が感じられるような特別活

動を計画してます。沖縄の文化を学びたい方はぜひご参加ください！ 

 

１月①② 国国国際際際文文文化化化スススクククーーーリリリンンングググ   
広～い世界の文化や、国際社会におけるさまざまなテーマに 

触れてみましょう!(^^)!  

色々な国の異文化を知ることで新たな発見があるといいですね(^.^) 

 

２月 

※少人数限定です。申込多数の場合は、他月をご案内する場合があります。 

 

動物とのふれあいや、動物に関する学びを通して、癒しの時間を 

過ごせるように計画中です★ 

詳細は現段階で未定のため、決まり次第ご案内します！！ 



教務部 比嘉 彩香 

 

新入生、在校生の皆さん手元に教材は届きましたか。  

さっそくレポート、視聴報告書の課題に取り組んでいきましょう。 

下記のページにアクセスし、自宅学習サポートページを確認しましょう。 

科目ごとにレポートのヒントや、視聴報告書枚数が表示されています。 

自宅学習を始める際にぜひご活用ください。 

 

①  学習中の「科目（科目コード）」を調べる！ 

② 「在校生はこちら」を開きましょう♪ 

URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html 

◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪ 

③「自宅学習サポートページ」を開きましょう♪ 

◎パスワードは「yashima12」 

④ 指定枚数のリポート＆視聴報告書を学習する♪ 
◎リポートは「ヒント」を活用しましょう！ 

◎ＮＨＫ高校講座は好きなタイトルを選びましょう♪ 

◎不明な点は気軽に担任＆副担任へ質問♪ 

 

 

自宅学習サポートページを活用しよう！ 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

自宅学習サポートページ 
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教務部 中島 菜々子 

令和４年度 試験出題ポイント 

科目 出題ポイント 

現代の国語 
レポート№1【一】①②③、【二】【三】【六】①②③【七】【八】 

№2【二】【五】【七】、№3【六】【七】、№4【一】⑥⑩【四】①②【五】② 

言語文化 
レポート№1【一】①④⑤、【四】、№2【三】【四】【五】①②③【六】①②③ 

№4【一】①③④⑤【二】①②【四】、№6【一】②⑦【四】①④ 

国語表現 

レポート№1[四]図書館利用の仕方 [六]資料の扱い方 №3[五]人に本を紹介する

時は… №5[四]レトリックの種類 №6[二]スピーチをするためのメモづくり 

[六]よい聞き手になるために… 

国語総合 
レポート№4【一】③④⑤【二】【三】、№６【三】①③【四】【五】、№7【二】2,3,4,8 

№9【一】①③④【二】①【四】②【五】、№11【二】①②【四】②③④ 

現代文Ｂ 

レポート№1[五]俵万智作品「さくら さくら さくら」から 

№2[二]吉本ばなな作品「みどりの指」から №3[七]対義語・類義語 

№4[八]語句の意味 №5[七]言い回し №7[一][三]夏目漱石作品「こころ」から  

№8[五]中島敦作品「山月記」から №12[八]類義語 

古典 B レポート№4、№9、№11、№12、授業内容 

地理総合 レポート№2、№4、授業内容、配布資料 

歴史総合 レポート№2、授業内容、配布資料 

世界史 A レポート№2、№3、№4、授業内容、配布資料 

日本史 B レポート№5、授業内容、配布資料 

地理 B レポート№6、№7、№8、授業内容、配布資料 

公共 レポート№2 １ ２ ４、№3２ ３、№5 ３ 

現代社会 レポート№2 １ ３ ５ 、No3 １ ２、№5 ４ 

倫理 レポート№6、授業内容(現代の課題を考える)、配布資料 

政治・経済 レポート№2、授業内容(日本の政治機構)、配布資料 

数学Ⅰ(科目コード 0451) 
レポート№1【5】、№2【4】、№3【4】【5】、№4【4】、№5【6】、№6【3】【5】【6】 

№7【3】【4】、№9【2】、授業内容 

数学Ⅰ(科目コード 0461) レポート№1【5】、№2【4】、№3【6】、№4【2】～【4】、№6【2】～【4】、授業内容 

数学 A 
レポート№1【2】【3】【5】【6】、№2【3】【4】、№3【1】【6】、No4【2】、№5【1】、№

6【5】【6】、授業内容 

数学 B 
レポート№1【1】【3】【4】【5】【6】、№2【2】【3】、№3【5】【7】、№4【2】、№5【1】、

授業内容 

科学と人間生活 

(科目コード 0561) 

レポート№2[2]、教科書 P40～P42、レポート№6[1][2][3] 

教科書 P183、P184、P186、P189、P197、P204、授業内容 

科学と人間生活 

(科目コード 0551) 

レポート No1①④⑤、教科書 P17、P23～P25、P30～P31、レポート No6①③⑤ 

教科書 P169～171、P173、P177、P190、授業内容 

生物基礎 レポート№1①③教科書 P16～26、レポート№6③④、教科書 P174～177、授業内容 

化学基礎 レポート：No2 全部、No3全部、No4【1】【3】【4】【6】、授業内容 

地学基礎 レポート：№1 全部、№2③、No3③④、授業内容 

理科課題研究 レポート No1、No3、授業内容 

保健 
レポート：№1【健康の考え方と成り立ち】№2【喫煙と健康】【飲酒と健康】 

№3【心肺蘇生】、№5【中高年期と健康】、№6【食品衛生にかかわる活動】 

論理・表現Ⅰ 教科書 P6～P9、授業内容、配布資料 

コミュニケーション英語基礎 教科書 P11～14、P31、P41、授業内容、配布資料 

コミュニケーション英語Ⅰ 授業内容、授業配布プリント 

コミュニケーション英語Ⅱ レポート№1、№3、№7、№9、№11 

情報Ⅰ レポート№1①～④ №2①～④、№3③、№4④、授業内容 

社会と情報 レポート№1③、№3①②④、授業内容 

※体育α ・β ・γ、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α ・β ・γ、総合探究α ・β ・γ、キャリアガイダンスは 

試験は実施せず、授業中の提出物やレポートなどを基に総合的に評価します。 
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校長 中村 成希 

 

アジア競技大会２０１８で日本代表として銅メダルを獲得しました「渡邉 聡美（わたな

べ さとみ）」さんが、「第５０回全日本スカッシュ選手権大会」で優勝（４連覇）し、また

「緑川 あかり（みどりかわ あかり）」さんが第４位という輝かしい成績を収めました。 

おめでとうございます。 

 

「第５０回全日本スカッシュ選手権大会」のご報告 

文部科学省認可通信教育 
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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

おります。令和３年度中の授与生徒一覧をご紹介します。（※令和４年４月以降、受賞等あ

りましたら、各担任に御連絡下さい。） 

●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 

●伝統芸能活動（琉球芸能団体「獅舞風」所属）宮里翔飛 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：小夜時雨」 芦川和香菜 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：ヤシの木」 比屋根利緒菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

●第３回 全国オンラインバトル２０２０（ワインディング部門）第９位 溝口鈴南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●週刊少年マガジン ＭＧＰ（マガジングランプリ） 佳作 作品名「蛍とベカサス

の宇宙船」 Ｐ．Ｎ．小池リクト 

●National competition prima la musica ２０２１（青少年国際音楽コンクール：

オーストリア共和国） ２台ピアノ部門 第１位 荒井美智・荒井美慧 

令和３年度「功労賞」のまとめ 
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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 

●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 

●スカッシュ活動 PSA AIDA SEKKEI CHAMPIONSHIPS Greetings Squash 2022 winter 

優勝 緑川あかり 

●スカッシュ活動 第５０回 全日本スカッシュ選手権大会 第４位 緑川あかり 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）優勝 田中日菜 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 中村侑愛 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 池田実咲 

 

●第７３回 福岡県理容競技大会（美容ワインディング部門）敢闘賞 岩村南瑠 

●第１４５回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール愛知（高校生部門）第２位 羽佐田祐紀 

●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） 

●声優活動（「東京俳優生活協同組合」所属）「じゃがりこ擬人化プロジェクト」

みんなでつくる卒業制作（文学コンテスト「カクヨム甲子園２０２１」コラボ

作品） 出演 川谷きばな（芸名） 
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●声優活動（「ぷろだくしょんバオバブ附属養成所Ｂ・Ａ・Ｏ」所属）映画 

「ゾンビ津波」（監督アンソニー・Ｃ・フェランテ、主演アイアン・ジーリング） 

バーバラ役（日本語吹き替え）田代真菜 

●声優活動（「代々木アニメーション学院プロコース」所属）ショートアニメ 

「おかしなさばくのスナとマヌ」ころっけくん役 加藤糸 

●声優活動 劇場アニメ映画「漁港の肉子ちゃん」（企画・プロデュース：明石家

さんま）リサ役 原口紗綾 

●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 

●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 

●芸能活動（「株式会社ＯＲＩＧＡＭＩ」所属） ＺＥＲＯ ＰＲＯＪＥＣＴ 佐白おと（芸名） 

 

●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 

●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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●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 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●芸能活動（「有限会社ＹＡＲＤ所属」）大城美友（メジャーシンガー） 

……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」 
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【◆こんな方におススメ◆】（※英語力は英検２級程度レベルが目安） 

①アメリカの大学へ進学志望の方 ②英語で他教科を学んでみたい方 ③幅広い教養を身につけたい方 

④人と違った事をやってみたい方 

【◆４つの学習ポイント◆】 

①八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。 

②学習期間（６ヶ月～３６ヶ月） 

③スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。 

④ＡＪインターナショナルアカデミーが、日本語で解説の学習サポート。 

※八洲学園大学国際高校の生徒は、「学費（卒業まで）／３３万円→３０万円へ減額」 

「入会金／１万５千円→免除」「教材費／１８７０円～」になります。 

校長 中村 成希 
 

八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ｐｅｎｎ Ｆｏｓｔｅｒ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏ

ｏｌ（ペンシルベニア州）』の学習サポートをしているＡＪインターナショナルアカデミー

と教育提携を結んでおりますので、「日本の高校卒業資格」と同時に、『アメリカの高校卒業

資格』の取得が可能です。（※別途、学費がかかります。下記をご参照下さい。） 

八洲学園大学国際高等学校の卒業式内にて、ペンフォスター高等学校の卒業証書授与も挙

行いたします。興味のある方は、詳しい資料を送らせて頂きますので、各担任へ連絡を下さ

い。（※米国私立高校は、八洲学園大学国際高等学校を卒業後でもチャレンジする事が可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ合衆国私立高校のご紹介 
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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/cha
nnel/UCt3fCg8
q0MBn4hc_UT
EdK5w/feature
d 

 

 

 

https://www.yo
utube.com/c/%
E8%AD%9C%
E4%B9%85%
E9%87%8C%
E6%AD%A6/fe
atured 

 

 

htt

ps:/

/w

ww.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 

１８ 

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/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
https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured


大学が定める出願条件を満たし、校長の推薦があれば出願できます。大学からの指定がなくても、全国の

どの高校からでも出願できるのがポイント。学校の成績が一定の基準を超えていれば、出願できる公募制一般

選抜と、スポーツや文化活動で活躍したことをアピールできる公募制特別推薦選抜があります。 

この二つは、高校での成績を審査対象にしない場合もあります。スポーツの実績や文化活動、取得資格な

どが出願条件となっている入試です。大会やコンテストの成績、資格・検定であれば級やスコアなどの条件が

定められていることが多い傾向にあります。 

●出願時期⇒11月 1日以降 

大学に指定された高校の生徒だけが対象となる推薦入試です。私立大学を中心に実施され、指定校には

それぞれ推薦枠があります。指定校推薦を受験するにあたっては、高校で行われる校内選考に通る必要があ

ります。 

●校内選考書類受付開始⇒8月予定 

●校内選考第一回⇒9月予定(その後は随時実施予定) 

※指定校一覧は学校通信『ゆんたく 7 月号』に掲載。(7月 29日より本校ホームページにて閲覧可能) 

※指定校追加校は学校通信『ゆんたく 8 月号』以降及び本校ホームページに掲載。 

●出願時期⇒11月 1日以降 

※学校推薦型選抜に関しては高校での評定平均(前籍校含)が出願条件として指定されることが多いで

す。 
 志望理由書・調査書などの書類選考と面接、小論文によって選抜が行われるのが基本です。ただし、大学によ

って選考方法に特色があることも少なくありません。学力試験が課されることもありますし、面接で志望分野に関

連する知識が問われることもあります。また、プレゼンテーションやグループディスカッション、フィールドワークな

どが課される大学もあります。何らかの形で学力を測る事が条件となりました。 

※語学検定を評価の対象とする大学が増えています。 

(実用英語技能検定、TOEIC（R）テスト、TOEFL（R）テスト、GTECなど) 

●出願時期⇒9月 1日以降 

特別選抜（総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人、帰国子女などの各種選抜）を除いた入試形式のこと。私立

大学では大学が独自に実施する入試のほか、大学入学共通テスト利用入試もこれにあたります。 

●私立大学出願時期⇒11月～1月頃 

●国公立大学出願期間⇒1月～2月頃 

出願にあたり、各種証明書が必要となった際は、速やかに本校での発行手続きを進めて下さい。本校に証

明書発行願が到着後、発行までに約 1週間かかります。証明書発行願は、本校ホームページよりダウンロード

する事が可能です。また学習の手帳(Ｐ53、Ｐ56参照)をコピーし使用する事も出来ます。 

※出願に関しては各学校の募集要項を必ず確認して下さい。特に出願期間に関してはご注意下さい。 

進路指導部 横田 裕美 

 

進学を目指す皆さんは、様々な選抜スタイルについて理解を進めてください。出願時期に関しまして

は、各学校の募集要項を必ず確認しましょう。（記事の出願時期は、おおよその目安です。） 

 

①【学校推薦型選抜(公募制)】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②【学校推薦型選抜(指定校制)】 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

③【総合型選抜(旧:ＡＯ入試)】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④【一般選抜】 
 

 

 

 

 
 

【重要：必要書類の確認】 
 

 

進路だより ～進学：選抜試験～ 

文部科学省認可通信教育 
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【実施要項】 

6 月(例年)公表予定(大学入試センターhttps://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r4.html) 

【受験案内入手方法】 

①  共通テストを利用する全国の各大学の窓口で入手。 (無料 ) （配付開始： 9 月開始予定） 

②  電話、ホームページ（テレメール Web）で申し込み入手。(有料) （受付期間： 8 月開始予定） 

(https://telemail.jp/shingaku/ パソコン・スマートフォン・ケータイ対応) 

 

2023年 1月 14日(土)、1 月 15日(日)※両日 

●『国語』⇒80分（200点） 

●『地理歴史・公民』⇒1科目選択が 60分（100点）、2科目選択が 130分うち解答時間 120分（200点） 

●『数学』⇒数学 Iが 70分（100点）、数学 IIが 60分（100点） 

●『理科』⇒理科 1の 2科目選択が 60分（100点）、理科 2の 1科目選択が 60分（100点）、2科目選択が 30

分うち解答時間 120分（200点） 

●『外国語（英語）』⇒リーディングが 80分（100点）、リスニングが 60分うち解答時間 30分（100点） 

●多肢選択式または数値や記号等で解答する形式により出題 

 連動型問題（連続する複数の問いにおいて、前問の答えとその後の問いの答えを組み合わせて解答させ、正答

となる組合せが複数ある形式）など、範囲・内容等を踏まえて出題されます。 

『英語のリスニングについて』 

 十分な読み上げ時間を確保し、重要な情報は形を変えて複数回言及する等、自然なコミュニケーションに近い英

語の問題を含めて出題されます。令和 3 年度出題では、１回読みと 2 回読みの両方の問題を含む構成で実施わ

れました。 

①『2022年 9月卒業の方』⇒個人出願 

②『2023年 3月卒業見込の方』⇒学校一括出願(本校で取りまとめての一括出願になります) 

【重要】②対象の方⇒志願票校内提出締切：10月初旬予定 

※2022 年 9 月(2022 年 9 月以前卒業含)に高校卒業される方は個人出願となります。『卒業証明書』が必要

となるため、本校への取り寄せを早めに行いましょう。 

(注)証明書発行までは、本校に証明書発行願が到着後、発行までに約 1 週間かかります。 

※学校一括出願対象の方で、校内提出締切に間に合わなかった場合は出願する事が出来ません。 

※共通テストの出願に関しまして、学校通信『ゆんたく 8 月号』でも再度ご案内致します。 

進路指導部 横田 裕美 

 

大学入学共通テスト(以下『共通テスト』とする)に関してのご案内です。共通テストを利用し受験を希

望している生徒さん及び保護者の皆さんは、今後の流れにご注意下さい。 

 

①【共通テスト募集要項配布：個人での取り寄せとなります】 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

②【共通テスト実施日】 
 
 

③【出題教科と試験時間(配点)※募集要項を要確認】 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

④【出題形式】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要：共通テストの出願に関して】 

 

進路だより ～進学：大学入学共通テスト～ 

文部科学省認可通信教育 
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【令和 4 年度求人票公開】 

 7 月 1 日公開予定 (随時追加されます) 

【令和 4 年度応募開始】 

 8 月下旬予定 (※沖縄県、他県の開始時期は若干遅れます) 

【求人票の確認方法】 

●その①：本校で求人票検索をする 

 ⇒直接来校する事が出来れば、本校のパソコンを利用し求人票を閲覧する事が可能です。 

 ⇒遠方の方は、各クラス担任が求人票を確認し、求人票の情報提供を行います。 

  (勤務地・職種などある程度の希望を絞ってからご連絡頂くとスムーズに求人検索を進める事が出来ます) 

●その②：ハローワークで求人票の確認をする 

 ⇒学卒部門へ訪問して下さい。(お住いの住所地の地域情報が豊富です) 

 ⇒希望内容をいくつか考えた上で訪問して下さい。 (勤務地・職種・労働条件等) 

【高卒求人を利用する事のメリット】 

① 入社後、研修が充実しています。 

② ハローワークを通している求人であるため、安心且つ安全です。 

【高卒求人を利用する事のデメリット】 

 ①大卒者と比べると賃金ベースが低い傾向にあります。(一部例外もあり) 

 ②就業開始は 4月 1日以降からとなるため、早めの就業開始は望めません。 

※人気の企業や、労働条件等が良い企業は、早い段階で募集枠が募集停止となります。早めに就職活動へ

取り組む事をお勧めします。 

※高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスは個人のパソコンやスマートフォンなどで閲覧する事が出来ません。 

※前期卒業者についても、研修を含め４月１日以降からの就業開始となります。 

※履歴書は全国高等学校統一用紙を使用します。(使用の際は、学校より配布します。) 

※応募の際、調査書が必要となります。 

(本校へ調査書発行願を郵送して下さい。受信後、発行までに約 1週間かかります。) 

【応募方法】 

●その①：求人情報誌を利用し応募する 

●その②：求人検索サイトから応募する 

●その③：ハローワークの求人から応募する 
 

※ハローワークの求人から応募する際は、ハローワークの方に相談等を行いながら求人を探す事が出来ます。 

※すぐに就業開始希望される方は一般求人をお勧めします。 

※一般の求人に関しては学校を通さず個人での応募となります。履歴書等は各自でご準備下さい。 

進路指導部 横田 裕美 

 

 『ハローワーク（公共職業安定所）』が高校新卒者を対象とする求人票を提供しています。就職先を探

すために利用を希望する場合は、高校を通しての応募が必要です。各担任の先生までお問合せ下さい。 

【高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般求人(高卒用の求人以外に関して)】 

 

進路だより ～就職：求人票の活用～ 

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。 

 

 

 

※以下の情報は昨年度のものとなります。最新情報は要項を入手してご確認お願い致します。 

 

■給付型奨学金 

２年前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 30日(木)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 

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（4 月下旬～5 月）、郵送いたします。 
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事務部 宮坂 あき 
 

沖縄県は、返済義務のない給付型奨学金「沖縄県県外進学大学生奨学金制度」を募集します。関心・

ご希望のある方は、事務部 宮坂（0120-917-840）までお知らせください。沖縄県より募集要項及び出

願書類一式が学校に到着次第の発送とさせていただきます。募集要項の公表は令和４年７月、募集開始

は８月の予定となっております。今現在要綱の到着ありませんので以下は昨年度の情報です。 

●応募資格 

・保護者、生徒が沖縄県在住であること 

・高校入学から出願時までの評定平均が 4.0 以上 

・経済的な理由で県外大学支援が困難な世帯の生徒 

・令和５年度に文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希望

する生徒 

●採用予定人数・給付額 

・県全体で２５人程度を予定 

・入学支度金３０万円以内、奨学金を月額７万円以内 

●選考方法 

・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う 

・第２次選考として面接審査を行う 

・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格

し、入学することによって給付型奨学金を受給する 

●スケジュール 

・令和４年度初めに沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定 

事務部 宮坂 あき 
 

かつて日本育英会が行っていた高校奨学金事業は、各都道府県に移管されました。現在では、都道府

県やその所管する公益法人が高校奨学金事業を継承実施しており、お住いの自治体により支給要件や支

給額が異なっております。 

また、都道府県以外にも政府機関・自治体・公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。

かつ、その内容も一般型・留学支援・新聞少年など就労支援・特定の地域限定など多岐にわたっていま

す。それら多様な奨学金等を紹介する Webサイトをご案内いたします。興味のある方は、次の URLにア

クセスして各奨学団体の募集案内をご照覧ください。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・

成績証明・推薦状が必要となった場合は、クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。 

 

奨学金.NET > 全国の高校生がもらえる奨学金の一覧 

https://xn--kus49bd41h.net/high.html 

沖縄県県外進学大学生奨学金制度について 

高校奨学金について 

文部科学省認可通信教育 
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事務長 平良 亮 

 

国および都道府県は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高

等学校教育にかかる家庭の経済的負担の軽減を図っています。昨今、修学支援の制度が新設・拡充

されてきましたので、各種修学支援制度の概要と生徒さん・保護者様から見たスケジュールをご案

内いたします。 

 

 

●制度の目的：高等学校等就学支援金の支給により授業料負担を軽減することで、高等学校教育に

かかる経済的負担の軽減をとおして、国民の教育の機会均等を図る。 

●制度の主体：「高等学校等就学支援金に関する法律」に基づく国の制度です。制度利用の審査・支

給決定は国の委託をうけた沖縄県が行います。 

●制度の概要：保護者の所得状況（年収約910万円未満）に応じて授業料負担を軽減します。1単位

当たり4,812円～授業料額を上限に、学校を通じて授業料軽減に充てられます。 

 八洲学園大学国際高等学校では、入学時や追加科目登録時に、授業料を高等学校等就学支援金

支給見込み額で相殺して請求しています。また、低所得世帯への加算支給や年度途中での支給

額の変更決定があり支給が増額される場合は、生徒さん保護者様ご指定の銀行口座に見込み額

との差額を振り込む形で支給しております。 

※ 県の決定により支給が減額または取消しとなった場合は、差額分の授業料を追加徴収いたします。 

●支給額・支給要件： 

 

 

 

 

 

※支給要件を超えた分の履修登録については、8,000円×単位数分の授業料を徴収します。 

●制度の利用：受給には申請が必要です。入学時に当校を通じて沖縄県に「高等学校等就学支援金

受給資格認定申請書」と保護者の「市町村民税課税証明書」「個人番号カード（写）等」を提出

し「高等学校等就学支援金受給資格認定」を受けます。在学中は、毎年６月に「収入状況届出

書」と保護者の「市町村民税課税証明書」の提出が必要です。 

 

 

 

 

修学支援制度の利用について 

文部科学省認可通信教育 

高等学校等就学支援金 

【主な支給要件】 

・支給対象単位数の上限：74単位 

（前籍校での履修単位数を含む） 

・支給期間の上限：48月 

（前籍校での在籍期間を含む） 

【支給額】 

・年間所得910万円以上：支給対象外 

・590万円以上～910万円未満：4,812円／単位 
 （相殺後の授業料負担額：3,188円×単位数） 

・0円以上～590万円未満：8,000円／単位 
 （相殺後の授業料負担額：0円） 
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５月末頃に「収入状況届出書」提出依頼文書を発送します。新入生・在

校生ともに、６月中に必ず「収入状況届出書」「令和４年度市町村民税

課税証明書」の郵送提出をお願いします。 

※提出されないか著しく遅れた場合は、７月以降の高等学校等就学支援金支給が

減額または打ち切りとなり、授業料の追加徴収となる場合があります。 

※「個人番号カード（写）等」を未提出の方はご提出いただくようお願

いいたします。 

 



 

 

 

●制度の目的：全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費の負担

を軽減するため、高校生がいる低所得世帯を対象に支援を行う。 

●制度の主体：学校の所在地に関わらず、保護者の住所地にある都道府県が経費の一部に国の補助

を受けて行う各都道府県独自の制度です。 

●制度の概要：非課税世帯を対象に行う返済不要の給付金で、保護者の住所がある都道府県より保

護者の指定する銀行口座に給付金が直接振込まれます。 

 都道府県により支給要件・申請先・申請方法、申請期間が異なります。基本は、保護者が自ら

住所のある都道府県で申請手続きをとる必要があります。ただし、沖縄県など都道府県から当

校宛に一括取りまとめ依頼のあった場合は、当校へ申請を出していただきます。 

●支給額・支給要件 

 

 

 

●制度の利用：受給には申請が必要です。毎年６月から7月に各都道府県の案内・要項が公開されま

したら、受給対象となりうる保護者様宛に個別に郵送いたします。 

 

 

●制度の目的・主体：高等学校等を中途退学した後、再び私立高等学校等で学び直す方に対して、

高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給

することで、教育の機会均等を図ることを目的とし、沖縄県が経費の一部に国の補助を受けて

行う制度です。 

●制度の利用：在学中の生徒が新たに制度利用可能となった際は、当校より個別に案内します。当
校を通じて沖縄県に申請手続きをとります。 

※６月中に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」と課税証明に基づいて、対

象の有無を判断します。提出が遅れた場合は、案内できない場合があります。 

 

 

●概要：日本政策金融公庫の「教育一般貸付」事業のことをいいます。年1.65％（令和4年4月5日現

在）程度の固定金利で350万円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでもネットから利用

申し込みをすることができ、手続き完了から２０日ほどで指定口座に送金されます。手続きは、

全国の日本政策金融公庫支店または日本政策金融公庫Webサイトで受け付けています。 

※返済は、15年以内の元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定） 

●詳しい資料は、ハローコール（０５７０－００８６５６）にご請求ください。 

奨学給付金制度 

【支給額】 

年額50,100円の一括支給 

（保護者銀行口座へ振込み） 

【主な支給要件】※都道府県により支給要件は異なります。 

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。 

・高等学校等就学支援金の支給対象である。 

・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。 

国の教育ローン 

学び直し支援制度 

文部科学省認可通信教育 
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教務部 比嘉 彩香 

 

学習の手帳２３ページについて、下記の通り訂正いたします。 

ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 
 

P23 8月②スクーリング 8/25（木）～8/31（水） 

  

 

 

 

教務部 比嘉 彩香 
 

レポートについて、下記の通り訂正いたします。ご迷惑をおかけいたしましたことを深く

お詫び申し上げます。 

 

●科目名：体育γ 科目コード：0663 

[１]の語群が追加となります。 

キ．ストレス  ク．運動不足  ケ．レジャー  コ．高齢 

 

●科目名：言語文化 科目コード 0164 

【一】解答枠に不備がありました。上から①、②、③、④、⑤という形で解答をお願いします。 

教頭 鈴木 啓之 

 

やしまの学校情報誌「ゆんたく」は、毎月後半にネット上で発行しております。 

（学習の手帳「行事予定」に発行予定日を掲載、４月号は印刷版も発行） 
 

⚫ ＬＩＮＥにて、生徒さんに発行をご案内します。 

（クラスでのＬＩＮＥ登録がお済みでない方は、担任までご連絡ください） 

⚫ やしまの学校Ｗｅｂサイト上で、カラー版のＰＤＦファイル形式で掲載します。 

⚫ （奨学金や高等学校就学支援金など）大切な情報を載せていますので、 

必ず保護者様にも、各月発行の「ゆんたく」をご案内ください。 

やしまＷｅｂサイトＴｏｐページ ＞ 在校生はこちら ＞ 学校新聞「ゆんたく」 
https://www.yashima.ac.jp/okinawa/students/ 

⚫ この４月号は、「試験出題ポイント」「高校・進学後の修学支援」「進学・就職活動の日程案内」 

など年度を通じて活用できる情報を載せておりますので、印刷版を郵送させていただきます。 

学習の手帳 訂正のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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「ゆんたく」のネット頒布について 

参加申込最終〆切 

誤 7/15（金）【17時まで】 

正 7/19（火）【17時まで】 

レポート・視聴報告書提出〆切（必着） 

誤 7/19（火） 

正 8/15（月） 

 

 

レポート 訂正のお知らせ 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/students/


教頭 鈴木 啓之 

 

 八洲学園大学国際高等学校では、令和４年度後期より、科目追加登録を半自動化してゆきます。 

 

【科目追加登録半自動化の概要】 

・クラス担任が、生徒さんの学習進度をみながら「標準プラン」(卒業を無理なく目指す標準の学習

量、沖縄短期集中スクーリングで効率的に学べる履修科目構成)での科目追加登録をあらかじめ

行います。 

・標準プランでの「履修科目一覧表」、校納金明細表、納付用帳票を学校より郵送します。 

・標準プランで次期からの学習を進める場合は、校納金の納付をいただきます。学校で納付確認で

きたら、科目追加登録の教材一式を発送します。 

・履修登録のプランを変更したい方（前倒しで学習量を増やしたい／半期ごとに少しずつ履修登録

をしたい／次半期は科目追加登録をしない）は、校納金納付をせずに、クラス担任までご連絡く

ださい。改めて、ご希望を汲んだプランにて案内いたします（事前に相談いただけると、当初よ

りご意志を反映した科目追加登録プランにてご案内いたします） 

【生徒さん・保護者様の利点】 

・科目追加登録の手続きをし忘れて、卒業が延びてしまうリスクを防げます。 

・各半期の早い時期に履修登録を完了できるので、早く教材を入手して、期初めより

すぐに学習をスタートさせることができます。また、科目追加登録した期の早い

時期の沖縄短期集中スクーリングに参加することが可能となります。 

・従来の、学校 Webサイト「科目追加登録申込フォーム」での入力操作が不要になります。 

 

【これまでの手続きと課題】 

 従来、「マイペース」の学校方針のもとに、当校から各半期末に「科目追加登録の案内」を前期末に郵

送し、在校生の生徒さん・保護者様より「科目追加登録」の申し込みを学校 Web サイトの「科目追加登

録申込フォーム」よりいただいて手続きを進めていました。しかしながら、科目追加登録の申込みをし

忘れたり、申込みが遅れて学習のスタートが遅れ、スクーリング参加申込が各期後半に偏りがちであっ

るなどの課題が顕著になってきました。また、令和４年度より Web サービス「マイページ」により生徒

さんが自身の学習進度を確認できる環境が整ったことから、科目追加登録のプロセスを改めることとし

ました。 

実施時期 

対象者 

・令和３年度後期入学の方 

・令和３年度後期に科目追加登録を

された方 

・令和４年度前期入学の方 

・令和４年度前期に科目追加登録を

された方 

実施時期 令和４年度後期の科目追加登録より 令和５年度前期の科目追加登録より 

「科目追加登録」が便利になります【予報】 

文部科学省認可通信教育 
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教頭 鈴木 啓之 

 

 民法改正により、成年年齢が現行の２０歳から１８歳に引き下げられます。成年の定義が見直される

ことで、何が変わるのか、どのような影響がもたらされるのか、今から心構えをしておきましょう。 

 

●成年年齢はいつから変わるか 

 

 

 

 

 

 

●成年年齢の引下げで変わるもの・変わらないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成年年齢の引下げで気をつけるべきこと 

１８～１９歳の若年者は、親の同意がなくても契約ができるようになり、また、未成年であること

を理由とした契約の取消し(未成年者取消権)をすることができなくなります。２０代の若者で被害の多

い悪徳商法（ダイエットサプリやバストアップサプリ・除毛剤などの詐欺的な定期購入商法 、洋服な

どの詐欺・模倣品サイト、アダルト情報サイトや出会い系サイト等のインターネット通販）、強引な勧

誘商法（ローン・クレジット契約の強要）が、経験や知識の浅い新成年を狙い打ちすることが危惧さ

れています。契約や購入に際し、その場で決めずに家族に相談するなど、慎重な行動が求められます。 

生年月日 新成年となる日 成年年齢 

2002年 4月 1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳 

2002年 4月 2日から 2003年 4月 1日生まれ 2022年 4月 1日 19歳 

2003年 4月 2日から 2004年 4月 1日生まれ 2022年 4月 1日 18歳 

2004年 4月 2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳 

成年年齢引き下げ（１８歳）について 

文部科学省認可通信教育 
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環境保健部 平安山 智子 

 

新型コロナウイルス感染症が広がっています。感染すると、自らの健康が損なわれるだけでなく、家族や

大切な人の健康や命を脅かす脅威があります。そこで、みなさんの普段の生活での新型コロナ感染症予防

について案内します。（厚生労働省／文部科学省発表「新しい生活様式」に基づきます） 

  

１：マスクをする  
ひとと会ったり外出する場合には、マスクを正しく着用します。 

２：「三密」（密集、密室、密接）を避ける  

  集団感染は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特

定多数の人が接触するおそれが高い場所」という共通点があります。そこで、で

きるだけ、そのような場所に行くことや留まることを避け、やむを得ない場合には、

マスクをするとともに、換気を心がけ、大声で話さない、相手と手が触れ合う距

離での会話はさけます。 

３：咳エチケット 
 咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを 

使って、口や鼻をおさえる「咳エチケット」をします。 

４：手洗い・手消毒  

 手から口や鼻への接触によりウイルスが感染します。こまめに手洗い・手消毒をしましょう。 

また、消毒されてない手で、口や鼻は触らないようにしましょう。 

５：普段の健康管理  

 十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、抵抗力を高めておきます。 

 体調の悪いときは、無理せず休養し、自治体発熱センターや医療機関の指示を受けてください。 

６：第３回接種について  

 新型コロナウイルスワクチン予防接種により、新型コロナウイルスへの感染・発症・重症

化を予防/軽減する効果があります。第３回接種を未接種の方で接種を希望する方は、自

治体から配布される接種券により、集団接種会場または医療機関で予防接種を受けることができます。 

 （疾患等により医師から接種を禁じられている方を除く）第一回／第二回の接種を受けていない方で、

接種を希望する方は、自治体に確認して予防接種の手続きを取ってください。接種を希望するけど住

民票のある住所から離れて暮らしている方や、接種券を受け取っていない方は、住民票のある住所の

自治体に問い合わせてください。 

《健康だより》新型コロナウイルス感染症予防 

文部科学省認可通信教育 
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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 青森県八戸市 

岩手県 ●クオレア高等学院 岩手県北上市 

秋田県 ●立志塾ＲＩＳＥ 秋田県秋田市 

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 

●ＵＧＯ学院 静岡県湖西市 

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 

●社会福祉士事務所 生活サポート 兵庫県尼崎市 

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 

●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 福岡県遠賀郡 

●CANアカデミーin寺子屋福津校 福岡県福津市 

●ＣＡＮアカデミーin寺子屋北九州校 福岡県北九州市 

●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 日  16 月  

2 月  17 火  

3 火 憲法記念日 18 水 

６月①Ｓ：詳細文書発送（14：00） 

５月Ｓ：返送書類必着日 
５月Ｓ：キャンセル可能〆切（17：30） 

4 水 みどりの日 19 木 ５月Ｓ：RH 必着〆切 

5 木 こどもの日 20 金  

6 金  21 土  

7 土  22 日 ●●５５月月ススククーーリリンンググ●●  

8 日  23 月  

9 月  24 火  

10 火  25 水  

11 水  26 木  

12 木 
６月①Ｓ：参加申込〆切 

６月②Ｓ：参加申込〆切 
27 金  

13 金  28 土  

14 土  29 日  

15 日  30 月 ６月②Ｓ詳細文書発送 

   31 火 ゆんたく配信 

※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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