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平成 16 年度後期卒業証書授与式 挙行！！ 

成 16 年度後期卒業証書授与式が 3 月 19 日、当校で挙行されました。合計 228 名の方が、卒業証書を手に

する事になり、式には、多くの卒業生や保護者の方が参加されました。送辞は在校生代表・宮城幸奈さんが、答

辞は卒業生代表・池田早菜さんが行いました。また式では、宮長校長よりひとりひとり証書が手渡されました。 
卒業生の皆さんが、この日を迎えるまでの道のりはいろいろな苦労があったことと思いますが、卒業証書の重

みを感じていただき、未来に大きく羽ばたいてくれることを教職員一同心から沖縄で願っています。 
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卒業生の皆さん 本日は、ご卒業大変おめでとうございます。 

また、本日ご参列いただきました保護者・ご家族の皆さまに、心からお祝いを

申し上げます。おめでとうございます。 
また、本日は沖縄県より、沖縄県議会議員・きんじょう つとむ様・地元、本部町より、本部町

議会議長・なかむら こうしょう様、ご来賓の方々におかれましては、大変ご多忙の中、本校卒業

生のため、ご臨席いただき誠に有り難うございます。衷心より厚く御礼申し上げます。 
さて、卒業生の皆さんが、今日のこの日を迎えるまでには、決して平坦な道のりばかりではなか

ったことと思います。様々な試練があったことと思います。 
友人との人間関係で悩んだ人・担任の先生との人間関係で悩んだ人・学校の規則に悩まされた

人・勉強する気持ちになれず留年をしてしまった人・また、レポートが難しくて投げ出したくなっ

た人、色々な苦しい場面に直面されたことと思います。 
しかし、皆さん、そして保護者の方々はそれらを乗り越え、克服されて今日この場にご参列いた

だいているのです。 
私は、そうしたご苦労の上に「卒業」という栄冠を勝ち取られた皆さんに、最大の敬意を表します。 

皆さんは、「自学自習」という学問の根本を極め、また集中スクーリングを受けられ、無事単位

修得をされました。それは、皆さんが今後長い人生に立ち向かうためにとても貴重な経験になった

ことと思います。 
 
 皆さんは本日無事ご卒業されるわけですが、皆さんの新しいスタートに際し、１つだけお願いを

しておきます。それは、「全員が幸福になって下さい。」ということです。 
では、どうすれば幸福になれるか？ それは、皆さんが自らの個性を磨き・伸び伸びとその才能を

開花させ、それを持って社会に貢献できたときに幸福と感じるのではないでしょうか？ 人の役に

たてたとき人は喜びを感じ、満足感・幸福感を味わうものです。 
 しかしながら、荒波の連続である社会の中で、すべてが順調にいくとは限りません。時には、辛

くて・苦しい時もあるでしょう。泣きたくなるときもあるでしょう。もうだめだと思うこともある

でしょう。 
アメリカの名画に「風と共に去りぬ」という作品があります。作者は女性作家のマーガレット・ミ

ッチェル。その映画は、主人公の女性スカーレット・オハラが運命に翻弄されながらも、苦悩に屈

せず、懸命に生き抜いた波瀾万丈の歩みを描いたものです。その映画の中に「重荷というものは、

それを負っていける力のある肩に掛かるものなのだ。」とあります。 
 
人生に乗り越えられない困難はありません。人間には、計り知れない力が備わっています。大きな

苦しみに耐え、それに打ち勝ってこそ偉大なる一生を送ることができるのです。 
 
偉大な人生とは、苦しみに耐えながらも負けずに前進していく人生です。そして、苦労した人・つ

らい思いをした人ほど「幸せになる権利」があるのです。 
 
 どうか皆さんは、自分自身の幸福のために、また、愛する人の幸福のために人生の荒波を勇んで

歩み進んで下さい。そして卒業生の皆さん方が、一人ももれなく「人生勝利の英雄」となって、そ

の栄冠を勝ち取っていかれることを願っております。 
本日ご臨席下さいました全ての皆様方の、ますますのご健勝を、心より祈念いたしまして、式辞

といたします。 
  

             平成１７年 ３月１９日     
 

八洲学園国際高等学校長  宮 長 芳 登  





 
 
 

先日、３月２３日発送の「成績期末報告」にもお知らせを同封いたしましたが、再度ご連絡いたします。 
科目追加登録とは？？？ 次の学習に取り組むために新しく履修科目を申込むことを「科目追加登録」といいます。 
この科目追加登録の申込をしないと、次の学習には進めません。また、生徒番号によって申込できる単位数が決まって

います。 
 

こんな人は登録しましょう！ 
☆基本的に前期生はこの時期に登録します。また、後期生でも登録できる場合

がありますので確認しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 

【前期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢０｣の人 
 
◎ 04 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 
◎ 04 年度３月で履修科目の有効期限が切れてしまった人 
◎ 除籍猶予者 

◎科目追加登録 Q&A◎ 
 

04 年度、スクーリング

に参加していないので

すが、登録申込はできま

すか？ 

 
 
 
 

 

後期生ですが登録はで

きますか？ 

 
 
 
 
 
 

授 業 料 の 有 効 期 限 が

2005 年 3 月 31 日ま

でと書いてあります。こ

れはどうなってしまう

のですか？ 

 
 
 
 
申込方法 
① ３月２３日発送の「成績期末報告」に同封している「科目
② 学校まで郵送（リポート提出用の青い封筒を使用できま

もしくは FAX（0980-48-4115）で提出してください。 
  
        登録する単位数や、授業料についてご不

            「相談窓口」の教員までご相談ください

            フリーコール 0120-840-598 まで

 

 
 
 

【後期生】 ※生徒番号の前から４番目の数字が｢１｣の人 
 
◎ 04 年度１０月に追加登録をおこなわなかった人 
◎ 04 年度後期のスクーリングに参加し、単位を修得し、次

の学習を進めたい人 
◎ 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 
◎ 除籍猶予者 
はい。登録できます。ただし、生徒番号によって申
込できる単位数が決まっています。次ページで何単
位まで申込できるか確認して下さい。次ページの単
位数は申込できる単位数の上限を示しています。 

はい。登録できます。ただし、教科書代・学習書代
は有償（有料）となります。次ページで何単位まで
申込できるか確認して下さい。 

単位修得していない場合、その科目の授業料の有効
期限が切れます。この場合、再度登録しなおす必要
があります。該当する科目のリポート・視聴報告書･
スクーリングについては再度やり直しとなります。
授業料も再度必要となります。今後の学習について
学校までご相談下さい。 

追加登録申込書」に必要事項を記入してください。 
す。科目名に「科目追加登録申込書」と明記してください）、 

明な点がある方は、ぜひ次ページの 

！ 

、お気軽にどうぞ。お待ちしています。 



 
 
 
 

生徒番号 登録単位数の上限 生徒番号 登録単位数の上限 

001051～ 001151～ 

002051～ 002151～ 

003051～ 003151～ 

011051～ 011151～ 

012051～ 012151～ 

013051～ 013151～ 

021051～ 021151～ 

022051～ 022151～ 

023051～ 

80 単位まで登録できます。 

有効期限が切れた科目も登録できます。

023151～ 

80 単位まで登録できます。 

有効期限が切れた科目も登録できます。 

031051～ 74 単位まで登録できます。 031151～ 64 単位まで登録できます。 

032051～ 032151～ 80 単位まで登録できます。 

033051～ 
80 単位まで登録できます。 

033151～ 80 単位まで登録できます。 

041051～ 64 単位まで登録できます。 041151～ 32 単位まで登録できます。 

042051～ 74 単位まで登録できます。 042151～ 
2006 年 3 月卒業予定の方は 74単位まで登

録できます。それ以降の卒業予定の方は 64

単位まで登録できます。 

前 

期 

生 

043051～ 80 単位まで登録できます。 

後

期

生

043151～ 80 単位まで登録できます。 

☆注意事項☆ 

◎登録は最低 10 単位から申し込めます。 
◎授業料の有効期限は、登録時期（4 月）から 2 年間です。

 
受付期間 
  申込期間 授業料納入期限 
第１期 ３月２３日（水）～３月３１日（木）  当日必着 ４月１５日（金） 
第２期 ４月１日（金） ～４月１８日（月）  消印有効 ４月２８日（木） 
 
相談窓口 

生徒番号末尾  １・２・３・４・５・６ 生徒番号末尾  ７・８・９・０ 
松元 潤    （jun@okinawa.yashima.ac.jp） 
中村 成希 （mnakamura@okinawa.yashima.ac.jp） 

徳永知枝子 （tokunaga@okinawa.yashima.ac.jp) 

中村 智子 （nakamura@okinawa.yashima.ac.jp） 

金居 央   （kanesue@okinawa.yashima.ac.jp） 
 

 
教材発送までの流れ 
・ 「科目追加登録申込書」が到着した方から、学校で登録作業を進めます。 
・ 登録完了した方には、その後の流れについて詳しく説明した書類をお送りします。教材到着までの詳しい流れについ

ては、その書類でご確認下さい。 

・ 教材（リポートや教科書・ワークなど）は４月に入ってから順次お届けします。   
 

   



  
 
１７年度は、これまでよりスクーリングに参加しやすくなります！参加条件が昨年度とは変更になりました。今の
うちに確認しておきましょう！また、そのほかの行事予定などは４月上旬にお送りする「学習の手帳」でご確認く
ださい。 

 

変更点① スクーリングに参加するための「履修科目のリポート必要通数合計の２分の１以上合格していること」
という条件が廃止になります。 

 （例）リポート必要通数が合計 50 枚の人が、スクーリングに参加する場合。 

    （Ｓ⇒スクーリング、Ｒ⇒リポート、Ｈ⇒視聴報告書、を表します） 

◎これまでは･･･      行事予定の「〇月Ｓ・Ｒ1/2 合格のための〆切」の日までにリポートを 

25 枚以上提出し、合格しなければその月のスクーリングには参加できません。 

◎４月からは･･･      リポートを１枚も出していなくても、スクーリングには参加できるようになります！

自分で参加したい月に、いつでも参加申込できます。 

※ただし、単位修得試験を受けるためには、これまで通り「〇月Ｓ残りのＲＨ提出〆切」の日までに全てのリポー

ト・視聴報告書を提出する必要があります。もし、この〆切までに全てのリポート･視聴報告書を提出できなかっ

た科目は、そのスクーリングでは試験を受けることができません。 

 

変更点② ３泊４日の集中スクーリングの実施回数が増えます！これによって、様々な理由で７泊８日のスクーリ

ングに参加しにくい方も、参加のチャンスが増えます。※ただし、３泊４日スクーリングのみの参加で単位修得を

目指す方は、これまで通り原則的にＡ日程→Ｂ日程の順番で参加してください。 
 
 

奨学金制度について  
事務課・喜納政樹 

奨学金制度とは  

 勉強したいという意欲を持ちながら、家庭事情や経済的理由により就学が困難な生徒（学生）に対して、経済的

に支援する制度です。 
目的や状況により申込む奨学金が異なります 

①年度の一定募集期間内に、高等学校在学中の生徒が必要な学費のために申し込むもの（在学採用・定期採用） 

②災害・会社の倒産などにより家計が急変し、緊急に学費の援助が必要になった時に申し込むもの（緊急採用） 

③大学や専門学校などの進学先で受けようとする奨学金を、高等学校在学時に予約するもの（進学予約採用） 

奨学金は２種類あります 

①貸与（たいよ） ― 返済しなければなりません。無利子のものと利子がつくものがあります。 

②給付（きゅうふ）―返済の必要はありません。 
平成１７年度の募集について 

・ 日本学生支援機構（在学）募集（在学生のみ対象 ※平成１７年度入学の入学生より地方自治体の奨学金制度に移管されます） 

 －例年４月中旬頃から募集要項が配布されますが、募集期間が短いため、希望される方は学校まで早め 

お問い合わせください。募集期間を過ぎると申込みできませんのでご注意ください。 

・ 日本学生支援機構（大学・専門学校進学予約）募集 

  －例年４月中～下旬頃に募集要項が配布されます。春季募集のみの取扱いですので申込み遅れのないようにご

注意ください。 

・ 地方自治体による奨学金 

－お住まいの都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に直接お問い合わせください。 

・ 民間の奨学金－ご希望の民間育英団体に直接お問い合わせください。 



・ その他、低所得世帯や母子家庭世帯に対する修学援助など 

－お住まいの都道府県・市町村の福祉課・生活課などに直接お問い合わせください。 
奨学金申込の為に用意する書類 
・事務課までお電話ください。 

奨学金の事で相談したい時は、事務課までお電話ください 
 
 

学校紹介のお願い  

 
 

願書受付期間：2/1（火）～4/18（月）（消印有効） 

皆さんの周りで、中卒・高校中退・他の高校からの転校希望でお悩みの方はいらっしゃいませんか？本校

では在校生宛でもパンフレットを無料で送付いたします。 

また、以下の日程で学校説明会を全国各地で開催いたします。沖縄本校の教員が、実際に使っている教材や

集中スクーリングの写真なども持参し、個別相談にも応じさせていただきます。本校へのご入学をお考えの方

に、是非、最寄りの説明会会場の日程をご紹介ください。 

ご相談・お問い合わせ：フリーコール ０１２０－８４０－５９８までお願いします。 

＜  会 場  ＞ 
地域 会場名 住所 電話 

宮城（仙台） 仙台市民会館 仙台市青葉区桜ヶ岡公園 4-1 022-262-4721 

愛知（名古屋） マナハウス (7 階)マナルーム 名古屋市中区錦三丁目 22 番 20 号 052-971-3830 

大阪（梅田） 八洲学園高等学校（梅田会場） 大阪市北区堂島 2-3-29 06-6343-1173 

広島（広島） RCC 文化センター 広島市中区橋本町 5-11 082-222-2277 

高知（高知） 高知共済会館 高知県高知市本町 5 丁目 3-20 088-823-3211 

福岡（天神） アクロス福岡 福岡市中央区天神 1-1-1 092-725-9111 

熊本（熊本） 熊本市国際交流会館 熊本市花畑町４番８号 096-359-2020 

沖縄（本部町） 八洲学園国際高等学校 本部町備瀬 1249 0980-51-7711 

沖縄（沖縄市） 沖縄市立中央公民館 沖縄市八重島 1-1-1 098-939-0033 

沖縄（那覇） 沖縄県青年会館 那覇市久米 2-15-23 098-864-1780 

 

＜  日 程  ＞ 

 午前の部 10：00～ ／ 午後の部 13：00～（予約不要） 
 
 
 仙台 名古屋 梅田 広島 高知 

4/2 （土） 4/3 （日） 4/1 （金） 4/3  (日) 4/3(日） 
  4/2 （土）   

 
 

 天神 熊本 本部町 沖縄市 那覇 
4/2  (土) 4/3  (日) 4/3 （日） 4/3 （日） 4/2（土） 
4/9 （土）  4/10（日） 4/10（日） 4/9（土） 

「4 月入学生募集」＆「学校説明会開催」のお知らせ 

 



平成 16 年度 合格進学先のお知らせ  
 

平成１６年度 合格進学先一覧 

大学 東京大学 

（国公立） 帯広畜産大学 

大学 東北学院大学 

（私立） 白鴎大学 

 桜美林大学 

 日本大学（通信教育部） 

 人間環境大学 

 朝日大学 

 名古屋学院大学 

 名古屋経済大学 

 名古屋産業大学 

 名古屋商科大学 

 京都橘大学 

 京都産業大学 

 大谷大学 

 近畿大学 

 大阪経済法科大学 

 くらしき作陽大学 

 関西大学 

 関西学院大学 

 関西国際大学 

 姫路獨協大学 

 兵庫大学 

 比治山大学 

 徳島文理大学 

 第一福祉大学 

 名桜大学 

 沖縄大学 

 インターナショナル・パシフィック大学 

 MANNES COLLEGE OF MUSIC 

 Santa Barbara City of College 

 八洲学園大学 

名古屋文理短期大学 

武庫川女子大学 

夙川学院短期大学 

四国大学短期大学部 

高知短期大学 

短期大学 

第一保育短期大学 

  

  

沖縄女子短期大学 

札幌サウンドアート 

花壇自動車整備専門学校 

宮城理容美容専門学校 

専門学校創表現研究所 est 

東京ＩＴ会計専門学校 仙台校 

お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 

ダイナミューズアカデミー 

東京ビューティーアート専門学校 

村上整体専門医学院 

中日本航空専門学校 

セントラルトリミングアカデミー 

代々木アニメーション学院名古屋校 

愛知美容専門学校 

学校法人 山本学園 中部ファッション専門学校 

中日美容専門学校 

名古屋ニューティーアート専門学校 

京都コンピュータ学院 

京都科学技術専門学校 

大阪コミュニケーションアート専門学校 

大阪スクールオブミュージック専門学校 

キャットミュージックカレッジ専門学校 

大阪スクールオブミュージック専門学校 

大阪歯科学院専門学校 

広島ビジネス専門学校 

広島市医師会看護専門学校 

広島福祉専門学校 

岩国理容美容専修学校 

穴吹ビジネスカレッジ 

高知福祉専門学校 

須崎ビジネス専門学校 

四国医療工学 

愛媛電子ビジネス専門学校 

福岡 ECO コミュニケーション専門学校 

平岡調理師専門学校 

麻生医療福祉専門学校 

IBW 美容専門学校 

インターナショナル デザイン アカデミー(I.D.A) 

専門学校

琉球リハビリテーション学院 

 



  
 

教頭  多田 浩之 
みなさん、今年度は自分自身の成長を自己採点してどのくらい成長されたと思いますか？ 

年を積み重ねることに成長するのが人間ですよね。いつまでたっても子供のままでいては、いけません。年齢と共に社会は責任

能力を問いかけてくるのですから。 

この一年を振り返って人を傷つけたり、人に傷つけられたりした言動は、ありませんか？ 

あれば、成長と共に来年度の宿題として取り組んでください。 

今年で実社会に出られる方、大学に進学される方は、ますます厳しい現状になってくると思います。「自分に厳しく人に優し

く」と言った考えをもてれば差別や争いは起きないのですが、「自分に甘く人に厳しい」人が多いのが現実です。もちろん私達

は、自分や家族のために日々過ごしているのは否定できないことですが、社会は一人で行動できるものでなく集団生活であり、

いかに周りの人と協調するかが大切なことだと理解してほしいのです。そうすれば自分のわがままや身勝手な行動が抑えられる

ようになると思います。また以前にも紹介したように「常に相手の立場になって行動する」と言う考えを持ってほしいと願いま

す。相手の立場に立つことにより自分の行動が良いものか悪いものか判断が出来るようになると思います。自分の心は自分自身

でしかわかりません。自分に「ウソ」をついていることも自分しかわかりません。ですから自分自身を毎日観察しては、どうで

しょうか？きっと何かが見えてくると思いますよ！ 

 自分に自信がつけば強力な助っ人がほしいものです。それは友人なのではないでしょうか？ 

対人関係に不安を抱いたり不信感を持っている人も少なくはないと思います。私もそのうちの一人です。人に裏切られたりした

経験はあります。もちろん「許せない」と思ったこともありました。しかし暴力で解決することは自己満足であり、何の解決に

もなりませんでした。よけいに寂しさや虚しさが大きくなっただけでした。そんなとき先輩が言った一言が救いになりました。 

「一生のうちで本当の友人なんて一人か二人やで！」そうなんか！俺はこれから本当の友人に出会うのか！と、うれしい気持ち

になったことがあります。自分を宇宙（銀河系）の中心太陽と考え、その周りの惑星を友人のように考えるようになりました。

「この人とのつき合いは地球の距離やな」「こいつは良いやつやから水星としてつき合おう」と距離を持ってつき合うようにす

れば自分自身、良好な友人関係が保てたのです。気持ちの持ち方の問題なのですが役に立てればと思います。 

☆数ある宝石の中でもっとも手に入れやすく失いやすいのは友人である☆ 
まとまりのない文章になってしまいましたがお許しください。みんなが笑顔で心の豊かな社会がくればよいですね！          

 
 
 

          総 務 部 

 

 

 

「やー」とは、あな

意味みたいだね。 

たという 皆さんがふだん興味

思わぬ自己発見があ

のあることに、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか？

るかも♪詳しくは各自で応募先へお問い合わせください!! 

～似顔絵作家を募集します！！～ 
●選考方法：政治家、スポーツ選手、芸能人など得意とする有名人の似顔絵を 3 枚郵送してください。 

      初回の応募作品のみ有効。 

●応募資格：年齢制限なし。国内在住のプロ、アマ問わず。共同作品は不可。 

●契約・賞：最優秀賞に選ばれた方は、読売新聞社と契約を結びます。期間は原則 10 年以上。 

政治家・有名人の似顔絵を依頼し、採用された場合 1 万円で描いてもらいます。 

●締め切り：2005 年 4 月 22 日（消印有効） 

●応募先：〒100-8055 東京都千代田区大手町 1 の 7 の 1 

       読売新聞社東京本社編成部 似顔絵作家選考事務局 

       ホームページ http://info.yomiuri.co.jp/release/200501214984-1.htm 

●問合せ先：似顔絵作家選考事務局  TEL：03-3217-3476（月～金の 10：00-17：00） 



 
                                            
                                           
                                             
                                               
  

1 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月
科目追加登録〆切（消印） 
新入生願書受付〆切（消印） 

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水 5 月 S・学習会申込書発送 21 木 5 月学習会詳細発送 

7 木  22 金 5 月Ｓ詳細発送 

8 金  23 土  
9 土  24 日  

10 日  25 月 5 月Ｓ・残りのＲＨ〆切 

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木 ゆんたく発送 

14 木 5 月 S・学習会申込〆切 29 金 みどりの日（祝日） 

15 金  30 土  

☆ 〆切日に直接学校にリポートなどの提出物を持参する場合は、１７時までとします。 

☆ 〆切は全て消印有効とし、その〆切とは各月のスクーリング参加予定者のみとします。 

☆ R はリポート、H は視聴報告を意味します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ご兄弟やご親戚、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 ０１２０-８４０-５９８ 

平日９時～１７時 （PHS/携帯/公衆電話からも可） 

 

 
編集後記 

 4 月に入り、沖縄では 25 度を超えることも多くな

り、学校のある本部町では海開きも開催されまし

た。新年度も 5 月からスクーリングが開催されま

す。スクーリングでみなさんにお会いできることを

楽しみにしています。高卒資格取得を目指して

頑張りましょう。 

金居（kanesue@okinawa.yashima.ac.jp） 

〒905-

☎   

Fax   

HP   

http

 

八洲学園国際高校通信 

0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249 

0120-840-598（携帯電話からもかかります）・0980-51-7711 

0980-48-4115（科目に関する質問など受け付けております） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

://www.yashima.ac.jp/i/2/ （i モード対応） 

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/
http://www.yashima.ac.jp/i/2/



