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・ ｐ２－３   ９月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     提携校：ＹＡＧ①スクーリングダイジェスト 

・ ｐ５－６   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 卒業証書授与式 校長式辞 

・ ｐ８－９   令和４年度前期 卒業証書授与式 

・ ｐ１０－１１ 令和４年度前期 卒業証書授与式 卒業生代表挨拶 

・ ｐ１２    「卒業式に関する新聞記事」のご紹介 

・ ｐ１３－１４ 教職員から卒業生へのメッセージ 

・ ｐ１５－１６ 令和４年度前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「城間健市」さんのご紹介 

・ ｐ１７－１８ 『功労賞』（令和４年度前期授与一覧） 

・ ｐ１９    総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ沖縄ＩＭＰＡＣＴ２０２２」のお知らせ 

・ ｐ２０－２１ 格闘技・陸上・野球部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

           ／ 学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 

・ ｐ２２    進路だより ～職業分野・職種について～ 

・ ｐ２３－２４ 《健康だより》 インフルエンザワクチンについて 

／ オミクロン株対応ワクチンについて 

／ １月①②集中スクーリング「テーマ」のご案内 

・ ｐ２５－２６ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２７    １１月行事予定 

令和４年１０月３１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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９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☆ 

 

☺ 今回は「健康スポーツ」を意識した特別活動や体育のお陰で普段の 

運動不足を痛感しました。これを機会に普段から運動しようと思えました。 

☺ 古宇利大橋のウォーキングは楽しくて、健康とスポーツのバランスが 

取れていたと思う(^^♪ 

☺ すごく充実していて、本当に色々なことを知れたり、色んな人とお話をしたりと楽しか

ったです！ 

☺ 古宇利大橋のウォーキングは暑かったけどウミガメを見ることができて嬉しかった！ 

☺ 空き時間に友達と海とか美ら海水族館に行けたことがすごく楽しかったです！ 
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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：ＹＡＧ①スクーリングダイジェスト 
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担任からクラスのみなさんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

徐々に冬に近づくこの季節…寒い時期を迎える前に、部屋の掃除
や模様替えをしてみると気分が少し明るくなるような、そんな気
持ちになります。さらに、好きな香りのアロマやお香などを焚い
てみると、さらに落ち着いた空間になるかもしれません。ぜひお
試しください♪今年度後期も、あっという間に時が過ぎそうな予
感…今できることは何かを考え、迷ったときはぜひ学校を頼って
ください(*^^*)皆さんが高校卒業という目標へ向けて、一歩ずつ前
進できるよう共に歩ませてください。教職員一同そして学校犬も
もこ・すずも応援しています‼ 
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こんにちは！３・４番クラス担任の竹部です＼(^o^)／ 沖縄は暑さ

も少しずつ和らぎ、肌寒く感じられるようになってきました(^^)/

秋といえば運動の秋！ということで私もほぼ毎日ランニングをし

ています！音楽を聴きながら、自分のペースで走ると気持ちがいい

です！皆さんも、過ごしやすい秋に皆さんも何か初めてみません

か？？今年度もあと半年、自宅学習やスクーリングのことで分から

ないことがあればいつでも連絡下さい！ 

皆さん、肌寒い季節になってきましたね…。 

そういえば、シチューの CM って冬しか放送されていない事、皆

さんは知っていましたか！？僕は最近気づきました（笑） 

冬といえば私はスノーボードの検定を取るぐらいスノーボードが

好きです！！２年ほど行けていないので今年は行きたいです 

(`･ω･´)b 

皆さんも好きなことを見つけて元気に過ごしてくださいね☆ 

みなさん、こんにちは！5・6 番クラス担任の島袋友美です！ 
沖縄もだんだんと涼しくなり、日中も過ごしやすくなりました。 
朝晩は少し肌寒いぐらいです。令和 4 年度前期が終わり、後期が
スタートしました。自宅学習も定着してきているころだと思います
ので、まだスクーリングに参加していない生徒さんは、 
いつスクーリングに参加するか検討していきましょう。 
3 月の卒業を控えている生徒さんは、卒業式のある 
2 月までに参加する必要があります。参加する月が 
決まっていない、悩んでいるよーという方はぜひ連絡 
ください！一緒に参加月を検討していきましょう('◇')ゞ 

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 11 月は、サッカーのワールドカップがカタールで開催され

ます。私は小学生から高校生までサッカーをしていたこともあり、

とても注目しています。史上初の 11 月開催で、日本はどこまで勝

ち進めるのか、どこが優勝するのか、今からとても楽しみで

す！！！また、今年度も後期に入りました。まだ、今年度スクーリ

ングに参加していない生徒さんや来年 3 月卒業を目指す生徒さん

は参加時期の相談をしていきましょう！ 
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よろしく！ 

みなさん、こんにちは。季節の変わり目、体調不良にならないよう

にしたいものですね。さて、秋といえば焼き芋が食べたい季節で

す！知っていますか？沖縄では 1 年中、焼き芋屋さん（軽トラ）

が走っているんですよ。まぁ、最近は需要が減ったのかめっきり見

なくなりましたが・・・。真夏に食べる焼き芋も良いですが、秋か

ら冬にかけて食べる焼き芋が最高です♪ほかにもこの季節にお勧

めの食べ物があれば教えてくださいね(^^♪体調を崩さないために

も、美味しいものを食べて食欲の秋を乗り切りましょう！ 

みなさん、こんにちは！すっかり夏の暑さも抜けて、過ごしやすい

季節になりましたね(*^^*) 

そして 10 月に入り、代アニスクーリングシーズンに突入です！！

初参加の方も、2 回目 3 回目の方もぜひ沖縄で非日常のスクーリ

ング生活を楽しんでくれたら嬉しいです♪ 

未提出課題のある方はスクーリング前までに！計画的に進行・提出

までお願いします（._. ）！ 

不明点あればいつでも連絡くださいね♪ 

みなさんこんにちは(^^♪ 

すっかり秋らしくなってきましたが、体調崩していませんか？ 

東京校の皆さんは、スクーリングお疲れ様でした(^^)/ 

まだ、課題の提出が完了していない生徒さんは、１１月末までに提

出してくださいね。札幌校・仙台校・金沢校の生徒さんは、これか

ら沖縄集中スクーリングですね。沖縄でお待ちしています！！ 

メェール！  

クラス通信も 

読んでね 

LINE で 

お知らせするよ 

みなさんこんにちは(^^♪ 

沖縄もすっかり朝晩は、秋らしくなってきました！！ 

今年度、まだスクーリングに参加していない生徒さんは、現在、 

１２月以降のスクーリングを受付中です。スクーリングの参加時期

や課題提出についての相談は、お気軽にＬＩＮＥかＴＥＬください

(^^)/ご連絡お待ちしています！！ 



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４

７名のみなさん、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９月２５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４年度前期 卒業証書授与式 校長式辞 

文部科学省認可通信教育 
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令和４年度前期 卒業証書授与式 
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事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

本日は、私達卒業生のために、この様な素晴らしい式を開いて頂きありがとうございました。校長先

生をはじめ、諸先生方、ならびに関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 

私はこの学校へ来る前、私立の全日制高校へ通っ

ていました。小中学校から学校という場所が苦手だ

った私は、いつも自分をかくし、本当の自分を出す

事ができませんでした。『嫌われないように』『自分

を出さないように』と必死になっていました。高校

へ進学してからも、それは変わることはありません

でした。次第に学校にも行く事ができなくなってし

まった私は、入学から２週間後に休学。学校を辞め

るか、転校するかの選択を迫られたとき、母と一緒

に全国の通信制高校の資料を集め、家で広げた事を覚えています。家の近くの通信制高校の説明会など

にも参加しましたが転校の意志は固まらずパンフレットを広げる中、八洲学園大学国際高等学校のパン

フレットを目にし、その中に広がった青空の中の校舎に惹かれ、この学校へ転校したいと転学を決意し

ました。 

初めて参加した沖縄集中スクーリング。学校へきてみると、学校が苦手だと感じていたあの時の記憶

がよみがえり、『やっぱり無理だ』と涙を流した初日。本当の自分を出したら嫌われるかもしれないと恐

れていました。その当時、担任だった比嘉彩香先生は、私の不安な心の内を親身に聴いてくれました。

自分の、心からの気持ちを隠さず、涙を流してまで不安な感情をそのまま比嘉先生に聴いてもらえたこ

とで、『不安や弱さをもった部分があっても、このままの自分でも大丈夫なんだ』と感じ、心が楽になっ

たのと同時に自分自身を受け入れる事ができました。そして２回目のスクーリング。音楽をテーマにし

たスクーリングに参加し、特別活動はバンド部門で活動した私は、初めて音楽の楽しさを感じる事がで

きました。その時、バンド部門を担当してくれた平良亮先生。平良先生が、歌う事やギターを弾くきっ

かけをくれました。バンド部門の練習の合間に歌った私の歌を褒めてくれた平良先生。こうして褒めら

れた事も初めてでした。ギターを始めたのも、みんなの前で歌いたいという気持ちを持つことが出来た

のも、平良先生が、あの時、私を褒めてくれたことが大きなきっかです。平良先生、本当にありがとう

ございました。 

自分に自信のなかった私が、１００人という、普段考えられない人数の前で歌う機会をくれた音楽ス

クーリングは私にとってとても大きな経験となりました。 

令和４年度前期 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 

文部科学省認可通信教育 
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学校が嫌いだった私、学校は合わないと感じていた私でしたが、家族の次に安心できる居場所が八洲

学園大学国際高等学校にはありました。自分が大好きだと思える場所ができた事、学校が楽しいと思え

た事、私自身驚きの連続でしたがとても幸せでした。 

自分のダメなところ、弱いところさえも、個性として『それが素敵なところだよ』と認めてくれた八

洲学園大学国際高等学校の先生方、ここで出逢った仲間、私を受け入れてくれたこの環境に感謝してい

ます。 

そして、お母さん。私を産んでここまで育ててくれたこと、どんな時も支えてくれ

たこと、本当にありがとう。 

在校生のみなさん、生徒への愛があふれている素敵な先生たちと、卒業を目指して

頑張って下さい。私は、八洲学園大学国際高等学校の先生方が大好きです。 

私は卒業後、バイクの免許をとり、まだ知らない景色を、そして日本をみるために日本一周をしたい

と思っています。またタイの語学学校へ通いワーキングホリデーへ行く事が私の次のステップだと考え

ています。八洲学園大学国際高等学校で得た自信と安心をもとにこれからも様々な事に挑戦していきま

す。 

令和４年９月２５日 卒業生代表 釜付野花 

 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

令和４年１０月９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１０月９日朝刊記事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

12 



事務部 番場 晴美 
 

 中村 成希（校長） 卒業おめでとう。 

 鈴木 啓之（教頭） 待っていても望む未来はやってきません。 
自らの手で切り開いてください。 

 大城 達人（1･2 番クラス担任） 卒業おめでとう！ 
みんなの笑顔がたくさん輝いていました！！ 
出会ってくれてありがとう！ 

 竹部 裕太（3･4 番クラス担任） 
卒業おめでとうございます。これから大変なこともあるかと思いますが、決して諦めず、
最後まで自分らしさを貫いてください。 

 島袋 友美（5･6 番クラス担任） 卒業おめでとうございます。 
新しい旅立ちの始まりです。みなさんのご活躍をず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！！ 
次のステップへ“全速前進”していってください!！！ 

 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）Congratulations! We are going to miss you !! 

 守谷 薫（代アニ①クラス担任） 卒業おめでとうございます        
みなさんの未来がより明るく輝くものになりますように(^^)/       

 金居 央（代アニ②クラス担任） 卒業おめでとうございます！！ 
自分の夢に向かって前進して下さい。 

 平安山 智子（サポート校クラス担任） 高校卒業は、新たな人生のスタート地点となり
ます。悔いのない人生を送って下さい！これからもずっと応援しています。 

 玉城 健一（サポート校・代アニ副担任） 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！！ 

 中島 菜々子（1－4 番クラス副担任）      ご卒業おめでとうございます       
自信をもって、笑顔で前に進んでいってください！！ 

 本田 史（5－8 番クラス副担任） ご卒業おめでとうございます       
いつも笑顔を忘れない毎日を過ごしてください。 

 原田 みき子（国語・芸術） ご卒業おめでとうございます。 
荒波の時代ですが「考える力」を伸ばして乗り越えてください。 

 玉城 郁江（国語） 卒業おめでとうございます!! 
また新しい世界でがんばってください。ご活躍を応援しています！チバリヨ～ 

 島袋 正良（理科・数学） 卒業おめでとう。コロナもおさまるでしょう。これから自分
の才能を伸ばしてがんばってください。 

 長﨑 佑（理科） 祝 卒業 「諦めない」「相談する」「安らげる場・時間を持つ」 
この３つの言葉を心にとどめ、大きく羽ばたいてください。 

文部科学省認可通信教育 
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教職員から卒業生へのメッセージ 



 与古田 初子（家庭） 卒業おめでとうございます。たいへんな時代に、よくぞ頑張って
目標達成に辿りつきました。本当におめでとう。エライ！！ 

 松田 和則（地理歴史・公民） ご卒業おめでとうございます。一歩一歩、前へ着実に！ 

 玉城 優香（地理歴史・公民） ご卒業おめでとうございます！！たくさんの制約があり、
スクーリング参加するのもままならない中で、よく頑張ったと思います      これからも
一歩一歩着実に歩みを進めましょう。 

 エンブリー 章子（外国語） Happy Graduation !! 

 上原 友子（芸術・外国語） ご卒業おめでとうございます！ 
皆さんのご活躍を楽しみにしています(^_^) 

 新里 文隆（芸術・国語） 卒業おめでとう。夢を実現して下さい。 

 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、そして卒業していくこと、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（事務部） ご卒業おめでとうございます。  
皆さんの今後が良きものとなりますよう祈っています！ 

 番場 晴美（事務部） ご卒業おめでとうございます。小さな成功を 
積みあげて、たくましく生きていかれますように応援しています。 

 平安山 彩夏（事務部） 卒業おめでとうございます！！ 

 城間 さゆり（事務部） 卒業おめでとうございます。 
一度きりの人生、豊かに歩んで下さい。 

 大村 初美（事務部） 卒業おめでとうございます!! 世の中色々大変な事になっています
が、なりたい自分の姿を目指して、前に進んでいきましょう。きっと明るい未来がまっ
ています!! 

 高橋 康子（事務部） 失敗なき人生に成長なし。行動なき人生は退化するのみ。 
卒業おめでとうございます。 

 具志堅 慎一（校務） NEVER GIVE UP. 人生の大地に根を張り大きくなれ！アバヨ！ 

 谷 和樹（校務補助） 卒業おめでとうございます 

 兼城 昌一（校務補助） 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。 

 仲松 綾子（校務補助） ご卒業おめでとうございます。これからも 
喜びあふれるすてきな日々になりますように。心から応援してます。 

 上原 美代子（校務補助） 卒業生のみな様、おめでとうございます。 
自分のペースで進んで下さい。 

 仲兼久 飛花（校務補助） ご卒業おめでとうございます！！ 
自分の目的や目標、夢に向かって頑張るみなさん、とっても素敵です！ 
これからも自分のペースでファイトです！八洲で応援しています！ 

 儀間 雪深（学校食堂長） 卒業おめでとう！！ 
大きな自心を持って未来に向かって羽ばたいて下さい！  

 儀間 伸彦（学校食堂スタッフ） 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 
 

令和４年度前期は、総計３７名の生徒さん達に「功労賞」を授与いたしました。令和４年

度前期卒業証書授与式に出席した功労賞受賞者１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ミュージシャン「城間健市」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。） 

●芸能活動（「特別功労賞」）城間健市（沖縄ハードロック界の重鎮シンガー） 

●釜付野花（令和４年度前期「卒業生代表挨拶」） 

●伝統芸能活動（琉球芸能団体「獅舞風」所属）宮里翔飛 

 

令和４年度前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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校長 中村 成希 
 

沖縄ハードロック界の重鎮シンガー「城間 健市（しろま けんいち）」さんに、卒業式

で「送別の歌」を歌って頂きました。城間健市さんは、八洲学園大学国際高等学校の生徒た

ちに唄声を届けて今年で１０年になり、そして、６０歳の還暦を迎えられました。感謝の意

を込めて、「特別功労賞」を授与させて頂きました。 
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●沖縄のハードロックヴォーカル界の重鎮。テレビＣＭ曲「泡盛のしずく」 

「新幸地」「久米島の久米仙」「日清ら王」「フリマガアグレ」、 

琉神マブヤー・龍神ガナシー曲など、幅広く活躍中。 

 

ミュージシャン「城間健市」さんのご紹介 

文部科学省認可通信教育 



校長 中村 成希 
 

●日韓高校生文化ＰＲアワード２０２２ 第１位 大石光莉 

●韓日交流作文コンテスト２０２２（韓国語エッセイ部門）佳作 大石光莉 

●芸能活動（「劇団ひまわり」所属）ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」、 

寄りみち公演lv.5「生徒総会」等 出演 與那嶺葵 

●バレエ活動 EXPRESSION international DANCE competition（イタリア共和国） 

SOLISTA OVER １位 北村竜聖 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門  

ＴＯＰ１２ 塚本響 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）パドドゥ

部門クラシック ＴＯＰ１２ 塚本響 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

ファイナリスト 齊藤ひなた 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

ファイナリスト 鈴木琴乃 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampa ファイナル）シニア

部門 ファイナリスト 本凪李 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

セミファイナリスト 篠崎純 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●バレエ活動 第９回 WBAC Grand Prix 日本セミファイナル Group C（Boys） 

第１位 髙橋青 

●理美容活動 第４回 全国オンラインバトル２０２１（ワインディング部門） 

第４位 池田実咲 

●理美容活動 第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２０分） 

第３位 岩村南瑠 

『功労賞』（令和 4年度前期授与一覧） 

 

文部科学省認可通信教育 
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●理美容活動 第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２０分） 

第５位 池田実咲 

●理美容活動 第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２５分） 

第３位 元田愛唯 

●理美容活動 第６回 オンラインバトル（デッサン部門）第２位 水野華 

●サッカー活動（「Frusan Hispania FC」所属）UAE Second division league 

優勝 熊倉海渡 

●芸能活動（「Animo Actors Source」所属） 舞台「シンデレラ」「性年バイバイ」

「タスケテノカタチ＠ダレカ」等 出演 中澤龍 

●バレエ活動 第２０回 バレエ・コンクール IN横浜 第 1位 松丸凛 

●バレエ活動 第５回 ヴィクトワールバレエコンペティション福岡２０２２ 

（高校生の部） 第４位 今村敬 

●バレエ活動 第９回 全国 MIEバレエコンペティション（ジュニアⅢ部門） 

第２位 清水理央 

●サーフィン活動 四国の右下サーフィンゲームズ2022（ガールズクラス）第４位 

日比野リナ 

●サーフィン活動 日本サーフィン連盟 大阪支部予選 優勝 日比野リナ 

●バレエ活動 第２０回 国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022（ジュニアA） 

第１位 本凪李 

●バレエ活動 第２０回 国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022（ジュニアA） 

第３－３位 松丸凛 

●バレエ活動 第２０回 国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022（ジュニアA） 

第３－１位 澁谷菜々瀬 

●バレエ活動 第７回 PIBC Summer（ジュニア） 第１位 澁谷菜々瀬 

●芸能活動 城間健市 （特別功労賞） 

●スカッシュ活動 29th Asian Junior Championships 2022 GU17 優勝 緑川あかり 

●スカッシュ活動 PSA City of Greater Bendigo International 2022 優勝 緑川あかり 

●スカッシュ活動 PSA Victoria Open 2022 優勝 緑川あかり 

●サーフィン活動 四国の右下サーフィンゲームズ2022（ガールズクラス）第３位 

上門涼風 

●サーフィン活動 日本サーフィン連盟 徳島支部予選 優勝 上門涼風 

●バレエ活動 第１０回 NBA 福岡バレエコンクール 第１位 今村敬 

●芸能活動 映画「貞子の怨念」（富岡瀬里役）、YouTube&DVDドラマシリーズ「夢
のように君は星になってく」（リベカ役）、第３５回東京渋谷コレクション、Tokyo 

Another Collection２０２２ 等 出演 榎本稚子 

●理美容活動 第１４回 全国理美容学生技術大会 九州地区大会（理容クラシカル

バック バリエーション部門）敢闘賞 池田実咲 

●理美容活動 第１４回 全国理容学生技術大会 九州地区大会（美容ワインディン

グ部門）敢闘賞 元田愛唯 
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校長 中村 成希 

 

総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ」が、沖縄で初開催します。八洲学園大学国際高等学校の

トップアスリート育成コース（格闘技部門）として、スポンサーとして応援させて頂く事に

なりました。ご興味のある方はどうぞ。 

 

 

 

総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ沖縄ＩＭＰＡＣＴ２０２２」のお知らせ 

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）」、「石毛宏典先生（野球部門：2024 年開校予

定）」「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.youtu

be.com/c/%E8%A

D%9C%E4%B9%

85%E9%87%8C%

E6%AD%A6/featu

red 

 

 

https://www.youtube

.com/c/%E7%9F%B3

%E6%AF%9B%E5%

AE%8F%E5%85%B

8TV/featured 

格闘技・陸上・野球部門、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/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured


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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

進路指導部 横田 裕美 

ゆんたく７、８、９月号及び、八洲学園大学国際高等学校ＷＥＢサイトに学校推薦型選抜

（指定校制）(旧:指定校推薦)一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案内がありましたの

で掲載いたします。 

 

 

 

 

学校推薦型選抜枠追加のお知らせ 
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【専門学校等】
都道府県 学校名 課程 学科 専攻・コース 特典

２年制中間部

２年制夜間部

２年制中間部

２年制夜間部

大阪府
創造社デザイン

専門学校

コトづくり学科

モノづくり学科

諸費用より１２万円を減免

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


進路指導部 守谷 薫  

 

世の中には多くの仕事が存在しますが、職業や職種について調べたり詳しく考えたことはありま

すか？？就職希望の方は気になる方も多い思いますが、今回は様々な職種を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記ではおおまかな職種をまとめていますが、 

これ以外にもみなさんが普段生活しているまわりにはたくさんの仕事が溢れています。 

将来自分が働く姿を考えたときに、どのような仕事がしたいのか、どのような働き方をしたいのか、今

から考えて情報収集していきましょう。 

また、興味のある仕事がある人は、その仕事に就くためにはどのようなルートがあるのか必ず確認し

ておきましょう！ 

進路だより ～職業分野・職種について～ 

文部科学省認可通信教育 
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事務系 

 
・一般事務 

・営業事務 

・学校事務 

・医療事務 

 

会計・法律専門職系 

 ・公認会計士 

・税理士 

・弁護士 

・司法書士 

・行政書士 

 

情報処理・デザイン係 

 ・プログラマー 

・システムエンジニア 

・ゲームクリエイター 

・webデザイナー 

・CGクリエイター 

店舗スタッフ系 

 ・飲食店 

・アミューズメント 

・小売り 

・アパレル 

・販売スタッフ 

 

サービス系 

 ・ホテルスタッフ 

・旅行添乗員 

・美容師 

・ブライダル 

・インストラクター 

技術系 

 ・製造業 

・建築士 

・機械、電気工事士 

・整備士 

・技術系運転士 

 

公務員 

 ・役所職員 

・警察官 

・消防士 

・自衛官 

・教員 

 

その他 

 ・YouTuber 

・インフルエンサー 

・投資家 

・医者 

・スポーツ選手 

 

 丁寧な仕事ができて、地道な 

作業が苦にならない人向き 
 几帳面でルールを守れる性格、
学ぶことが好きな人向き 

 新しいアイデアを考えられる人、
集中力や想像力がある人向き 

   

  

コミュニケーション能力が高

く、情報収集力のある人向き 
提案力があり、臨機応変な対

応力がある人向き 

好奇心・探究心がある人、細か

い作業が得意な人向き 

社会や人のためになりたい

人、堅実な人向き 

一つのことを極め、目標に向

け努力を続けられる人向き 
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環境保健部 平安山 智子 

 

文部科学省より通知「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応（10月 19日）」が

発出されました。１１月中には７０００万回分の季節性インフルエンザワクチンが供給されます。 

このところ、新型コロナウイルスへの予防措置が緩和され、外国人の訪日の増加、野外でのマス
クはずし解禁、コンサートや集会の人数制限の緩和や声出し応援の許容など、季節性インフルエンザ
感染のリスクはむしろ高まっていることが危惧されることから、感染の流行が拡大する冬季前の国民の予防接種

が推奨されています。 

 

《健康だより》インフルエンザワクチンについて 

 

文部科学省認可通信教育 
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インフルエンザウイルスに感染し

た人がせきやくしゃみをすることで

ウイルスが空気中に広がり、それ

を吸い込むことによって感染しま

す。 

つばや鼻水を触った手で触れたと

ころを触ることによる接触感染でも

広がります。よく見られる症状は、

突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉

痛などで、のどの痛み、鼻水など

があります。 

 

 

① 予防接種がもっとも有効です。 

② 日頃から充分な栄養・休養が大切

です。 

③ 人ごみ・密閉空間・密着は避け、マ

スクを着用してください。 

④ 帰宅後の手洗いを心がけましょう。 

⑤ 部屋を加湿し、マスクを利用するな

どして喉を乾かさないようにしましょ

う。 

 

 

予防接種用のワクチンは、流行予

測に基づいて毎年調整されており、

Ａ型、Ｂ型のいずれにも効果がありま

す。なお、接種してから予防効果を

発揮するまでに約２週間程度かかる

ため、スクーリング参加の２週間以上

前に接種することをお奨めします。 

昨年接種を受けた方も、再接種を

お奨めします。 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染

症です。生徒さんが発症すると、学校保健安全法により出席

を停止させることと定められています。 

生徒さんのインフルエンザ感染がスクーリング参加中に判

明・発症した場合、授業・体育実技・単位修得試験などに出

席することはできません。食事についても別室でとっていただ

きます。 

インフルエンザ予防接種の受け方 

・地域の医師会や保健所が、予防接種の実施医療機関のリストを

公開しています。かかりつけ医があればそこでご利用ください。 

予約開始時期/接種実施開始日は、市町村により異なります。 

・料金は医療機関により異なり、2500～3500円ぐらいが相場です。

予約の必要な医療機関もあればその場で受付けてくれるところも

あります。事前に電話で確かめてご利用ください。 

（市町村によっては公的補助により格安で利用できるところもあり

ます） 

・接種当日は保険証をお持ちください。 

・発熱している方は治ってからご利用ください。 

・今期より、新型コロナワクチンとインフルエン 

ザワクチンとの同時接種が可能となりました。 

インフルエンザウイルスは新型コロナウイル

ス感染症よりも感染力が強く、乾燥した冬

は飛沫や接触面についたウイルスの活性

が長時間にわたって維持されます。 

しかし、咳エチケット・三密回避・手洗いや

手指の消毒で効果的に予防できます。 

発熱等の症状があった時は？ 

新型コロナウイルスとインフルエンザの

初期症状（37.5 度以上の発熱、せき、倦

怠感）は似ており、鑑別は難しくなってい

ます。 

発熱等の症状がある方は、発熱外来や

かかりつけ医等に事前に電話で相談の

上、受診してください。相談先が分からな

い場合は保健所などでも相談を受け付け

ています。直接医療機関へ出向かず、ま

ずは電話での相談を！ 



環境保健部 平安山 智子 

 

９月より医療従事者・高齢者等を対象に新型コロナウイルス オミクロン株対応ワクチンの接種が先行

開始されました。（準備の早い自治体では）１０月半ばより全接種対象者が接種可能になります。 

そこで、オミクロン株対応ワクチンの特徴について政府公表情報（10/19 現在）をもとに紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務部 宮城 泰之 

 

ゆんたく１０月号でご案内しました通り、１月①（1/12～1/18）・１月②（1/27～2/2） 

「国際文化スクーリング」は、このスクーリング企画担当の仲田由紀先生の産休により、テ

ーマを「沖縄観光スクーリング」に変更いたします。スクーリングテーマに惹かれて１月①

または１月②スクーリングにすでに参加申し込み済の方は、申し訳ありませんが、担任の先

生にご相談ください。 

 

《健康だより》オミクロン株対応ワクチンについて 
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１月➀② 集中スクーリング「テーマ」のご案内 

 

   １月①② 

 
沖縄には、たくさんの観光地があります。その中から、沖縄の歴史を 

楽しみながら学べる観光地に皆さんをお連れします^_^  

教職員と一緒に楽しみましょう！！※時期柄、肌寒い可能性があります 

ので、防寒着も忘れずに！ 

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   
 

対象者は？ 

1・2回目の接種を終えた 12歳以上

のすべての方が接種可能です。 

いつから打てるの？ 

前回の接種から 5か月※以上の間
隔をあけて接種が可能となります。 
※年内にも間隔を「３か月以上」に短縮予定 

接種券は？ 

お手持ちの 3回目 or 4回目接種用

の接種券を使用して接種できます。 

新しいワクチンの効果は？ 

従来のワクチンが対象とした BA.1型も、

オミクロン株（BA.4-5型）にも、改良前の

ワクチンを上まわる効果があります。 

副反応は？ 

注射した部分の痛み、頭痛、疲労、

発熱等がありますが、重大な懸念

は認められないとされています。 

ワクチンの種類は？ 

18歳未満は、ファイザー製の

みになります。18歳以上はモ

デルナ製も選べます。 

費用は？ 

無料で接種できます。 

インフルエンザワクチンは？ 

コロナワクチンと同時接種が可能です。 

初回接種だけど… 

初回接種は従来型ワクチンのみとなります。 



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 北海道札幌市北区 

●宮島学園北海道製菓専門学校 北海道札幌市北区 

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 津田沼校 千葉県習船橋市 

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 愛知県長久手市 

●風のまち高等学院 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 ●陽気高等学院 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 

●未来学園 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 

●アナベル高等学院 長崎県長崎市 

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 

●大鳥学社 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。 

☆ 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 
代アニ③S：返送書類必着日 
代アニ③S：キャンセル可能〆切（17：30） 

16 水 
11 月 S：返送書類必着日 
11 月 S：キャンセル可能〆切（17：30） 
12 月 S：詳細文書発送（14：00） 

2 水 代アニ③S：ＲＨ必着〆切 17 木 11 月 S：ＲＨ必着〆切 

3 木 文化の日 18 金  

4 金  19 土  

5 土  20 日 ●11 月スクーリング 

6 日  21 月  

7 月 ●代アニ③スクーリング 22 火  

8 火  23 水 勤労感謝の日 

9 水  24 木  

10 木  25 金  

11 金 
12 月Ｓ：参加申込〆切 

代アニ④Ｓ：参加申込〆切 
26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火 
ゆんたく配信 
12 月 S：返送書類必着日 
12 月 S：キャンセル可能〆切（17：30） 

15 火  30 水 12 月 S：ＲＨ必着〆切 

      

※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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https://www.yashima.ac.jp/okinawa/

