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☆平成２２年度後期卒業式を挙行しました☆ 

「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。 

平成２３年３月３１日

八洲学園大学国際高等学校

事務部 鈴木 啓之
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渉外広報部 玉城 健一 

担任から皆さんへメッセージ 

各担任から生徒の皆さんへ「前を向いて一緒に前進」をテーマに伝えたいことを紹介します。 
 

東北関東地区の地震・津波の影響で死者・行方不明者が多数出て

います。被害に遭われた方へ御悔み申し上げます。 
 
１・２番クラス生徒の皆さんへ 

１人１人強い意志を持って、真っ直ぐ前を向いて前進しましょう。

また、お互い今の自分を再度見つめ直して、大切な人・大切なこと

に対して全力で取り組みましょう。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災にあわれたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。今あるみなさ

んの命に感謝し一日も早い復興を祈っております。 

今回、言葉では言い表すことができないような災害が起こり、その凄ま

じさやその後の悲惨な現状にただただ唖然とするばかりでした。自分に

できることを考えてみても実際には何もできていないことに無力さを感

じつつニュースを見てきました。 

沖縄という地域からどれだけのことが出来るかわかりませんが、メール

や電話などでも不安な気持ちになっている生徒さんの力になりたいと思

っています。必ず状況は良くなっていきます、元気を出していきましょ

う！ 

今回の地震で被災地在住の生徒さんから、「先生、大丈夫だよ。」とそ

の一言が聞けた瞬間、とても嬉しい気持ちになったのを覚えています。

私には想像もつかない恐怖に見舞われ、毎日不安な日々を送られている

中、たった一言だけど声を聞けた、誰かと話すことができた、この喜び

は何ものにも代え難いものだと思います。誰でも不安でたまらなく、押

し潰されそうになる事がある。そんな時どんな形でもいい、連絡くださ

い。そこから希望が見えるようサポートできたらなと思います。 

生徒・保護者の皆様、今回の震災で少なからず皆さんの生活に何らかの

支障が出ていることと思います。こんな時だからこそ、私たち一人ひと

りが今出来ることを考えていかなくてはいけないと思います。私はこの

震災をきっかけに家族で避難場所などの話し合いをしました。どんな些

細なことでもいいと思います。一緒に出来ることを考えていきましょう。

また、学習のことやスクーリングのこと、進路のこと、どんな小さなこ

とでも結構です。困ったことや不安に思ったことがあればいつでも連絡

してください。 
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渉外広報部 玉城 健一 

３月スクーリングダイジェスト  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は沖縄で生まれ、沖縄で育ちました。沖縄には素晴ら

しい海があります。その海とそこに住む生物について皆様

に知って頂きたく、3 月スクーリングのテーマを海洋生物

スクーリングにしました。3 月スクーリングは天候には恵

まれませんでしたが、海洋生物について学び、ふれる事が

できました。リーダーの私も楽しむ事ができました。あり

がとうございました。 

３月スクーリングリーダー：宮城大樹 
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渉外広報部 玉城 健一 

卒業式ダイジェスト 
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平成２２年度後期卒業証書授与式 校長式辞 

平成２３年２月２０日（日）に平成２２年度後期卒業証書授与式が挙行され、１９３名の生徒さんが八

洲学園大学国際高等学校を卒業されました。おめでとうございます。 
卒業式で読まれた校長式辞をご紹介します。 
 
 
 
 
 
本日のこの式典に臨むことができますのは、みなさんが努力を積み重ねた結果の賜物であります。皆さ

んの努力に深く敬意を表します。 
さて、人生は努力次第で、豊かになったり停滞したりします。これはどういうことかと言うと「サボれ

ば、サボっただけの結果が戻ってくる」ということです。皆さんは、このことについては在籍中、身を以

て体験したことだと思います。皆さんは、勉強をすればするほど習得した単位が積みかさなることを経験

し、卒業という日を迎えることができました。もしサボってリポートもやらずにスクーリングも参加しな

ければ、卒業できなかったはずです卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。本学の教育課程を全

て修了し、晴れて。ですから、皆さんは「努力すればそれだけ結果となって返ってくる」という人生の在

り方を、本学で経験したのです。 
ただし今後、仮に努力の効果が直ぐに現れなくても、もしくは努力が身を結ばなかったとしても、焦っ

たり後悔してはいけません。なぜならその努力は目には見えないながらも、必ず皆さんの糧となっている

からです。結果を恐れていては何もできません。これからの人生は、今まで以上に苦しいこともあるでし

ょう。しかし、大切な事は「失敗してもどのようにその失敗から立ち上がるか」です。７回転んでも８回

起き上がれば、人生の勝者となります。 
是非、自己を確立して、強い人間になって、これから社会で活躍して下さい。そして、願わくば、自分

のことだけでなく、他人のことも助けてあげるような優しい人間になってほしいと思います。本学にとっ

て、卒業生は宝です。これから社会で活躍する卒業生を輩出することが、我々全教職員の誇りであり、本

学の存在意義です。皆さんの帰ってくる場所はここ、八洲学園大学国際高等学校です。是非とも皆さんの

更に成長した姿を見せに帰って来てください。 
卒業する「今日」という日は、新たな「出発」の日です。ですから、「今日」は終わりではなく、「人生

の始まりである」ということを忘れないで、それぞれの人生を歩んで行ってください。それでは、卒業生

の皆さんの新しい門出を祝して、末永い健康と今後の成功を祈念いたし、卒業の式辞としたします。 

事務部 本間 衣里 
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忘れないでﾈｯ♪ 
ｻﾁｺ 

 

 事務部 槌林 恵子 

教職員から卒業生へのメッセージ 

 
 
 
 
 
 
 
・ 岩井貴生(校長)  皆さんの将来がとても楽しみです。これから社会で活躍する人材になって下さい。皆さんとの

再会を楽しみにしています。 

・ 中村成希(教頭)  おめでとうございます。 

・ 玉城健一(1･2番クラス)  皆さんの新しい人生、これからも応援しています!!チバリヨ～!! 

・ 長谷川瑠美(3･4 番クラス) Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ！みなさんの笑顔に元気をもらいました。これか

らも素敵な道を歩んでいってください。 

・ 島袋友美(5･6 番クラス)  八洲で学んだことは決して無駄じゃない。それを糧にこれからの人生、歩んでくださ

い。素敵な思い出ありがとう☆ 

・ 平安山智子(7･8番クラス)  自分が幸せだと笑っていられる人生を送って下さい。ずっとずっと応援しています。 

・ 横田裕美(9･0番クラス)  みなさんに出逢えてよかった。たくさんの幸せをありがとう ^u^ 

・ 新城さやか みなさんが日々笑顔で充実した毎日をおくれるよう応援しています！自分を大切に…☆ 

・ 鈴木啓之  卒業式の前と後とで異なる自分がいますか？おそらく、あまり実感はないかな。でも、確実に一つの

目標をクリアしました。立ち向かう次の目標は定めましたか？５年後の自分の立ち位置は想像できますか？まず

は卒業おめでとう。 

・ 岸本久律  顔を上げて 前を向いて 走り出して 新たに目指した物をつかみ取って下さい。 

・ 宮城大樹 ここでの経験は必ずこの先いきてきます!!応援していますよ ^ｖ  ^

・ 原田みき子  いよいよスタートラインに着きましたね！自分の人生は自分で好きな色に染めていきましょう。 

素敵な大人になってね。 

・ 與那嶺優香  これからの人生も一歩ずつ、自分のペースで歩んでいきましょう。 

・ 岸野博一  自分らしく！ 

・ 島袋正良  これからもしっかりと歩んで生きましょう！ 

・ 長﨑佑 自分を大切に。八洲の思い出を大切に。頑張りすぎないでマイペースでいいから進んでゆこう。 

・ 糸満英子  自分自身を信じて、これからも前を向いて進んで行って下さい。遠くから声援を送っています!! 

・ 与古田初子  ひと休みしたら、また次なるステップへ エールを送ります。 

・ 松本美代子  ポップ ステップ ジャンプでがんばって下さい。 

・ 上間翼  何事も諦めなければなんとかなるもんだよ。思いつめずに気楽に自分らしく！！ 

・ 玉城郁江 自分の選択で可能性は広がっていきます。悔いのないように、人生の選択をして、より良い人生を歩

んでくたさい。 

・ 具志堅慎一  ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ 人生の大地に根をはり大きくなれ  アバヨ！ 

・ 本間衣里  やしま国際からはばたくみなさんに素晴らしい未来が待っています。自分を信じて進んでください。

やしま国際はいつも応援しています。 
・ 槌林恵子  これからもマイペースで１歩１歩前進して下さい。いつまでも応援しています！ 
 
 

遊びに来てね！ 
ﾓﾓ 
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奨学金について 
事務部 松本 美代子 

沖縄県国際交流人材育成財団の H23 年度大学貸与奨学生募集があります。 
対象者：沖縄県在住の方 
財団受付期間：H23 年 3 月 15 日（火）～H23 年 4 月 15 日（金） 
※ 学校受付期日は H23 年 4 月 12 日（火）必着とします。 
利用希望者は事務部 松本までご連絡下さい。（フリーコール ０１２０－９１７－８４０） 

事務部 槌林 恵子 

教員退職のお知らせ 

平成２３年３月３１日付けで退職される先生方をご紹介いたします。 
・ 宮城 大樹（英語） 
・ 糸満 英子（英語） 
 

                                サチコ&モモ担当 玉城 健一 

サチコ&モモ募金報告 

平成２２年度、皆様から頂いた「サチコ＆モモ募金」は下記項目に使用させて頂きました。 

御協力ありがとうございました。 

来年度もスクーリングで皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています。 

【内訳】 

病院での診断、予防接種、薬品、衛生用品(首輪、リード、シャンプーなど)、エサ、おやつ代 

 

いつもありがとう！ 
また会えるのを楽しみ

にしているよ☆ ｻﾁｺ 

 
みんなのおかげでこん

なに大きくなったよ♪ 
ﾓﾓ 
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高等学校等就学支援金について 
事務部 鈴木 啓之 

●平成２２年度前期
．．

授業料に対する高等学校等就学支援金の支給について 

平成２２年度前期授業料に対する高等学校等就学支援金の支給は、「ゆんたく平成２２年１１

月号」で見込みをご案内しましたとおり、１１月３０日に県から学校への代理支給を受けて、お

おむね１２月上旬には、支給対象生徒さんのお届けの口座へ振込みを完了いたしました。 

●平成２２年度後期
．．

授業料に対する高等学校等就学支援金の支給について 

平成２２年度後期に履修登録した生徒さんへの高等学校等就学支援金の支給時期の見込みを

ご案内します。沖縄県から学校への代理支給を「４月下旬」との感触を得ています。学校が代理

支給を受領してからできる限り早くお届けの口座へ振り込めるよう、事前の手配を進めています。

今しばらくお待ちいただきますようご案内します。 

●平成２３年度前期に科目追加登録をご予定の生徒さんへの注意！ 

就学支援金の支給対象となる科目登録の単位数合計は、文部科学省令により、年度内３０単

位までとなっております。年度内に３０単位を越えた履修登録単位数については、支給対象外と

なります。前期に多めに科目追加登録をお考えの方／前期に続いて後期に科目追加登録をお考え

の方は、クラス担任や学校事務によく相談の上、ご判断ください。 

●平成２３年度の「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」申請について 

「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書（以下、「加算支給届出書」という。）」を

新規にあるいは継続して申請予定の生徒・保護者のみなさんにご連絡します。 

平成２２年度６月以降に「加算支給届出書」とともに提出いただいた平成２１年中所得に対する

平成２２年度課税証明書などの証明書類は平成２２年７月から平成２３年６月までの支給額決

定に必要な書類です。平成２３年７月から平成２４年６月までの支給額決定については、平成２

３年度の証明書類が必要です。提出の方法や期限につきましては、「ゆんたく５月号」紙上でご

案内します。 

●「受給資格認定申請書」は入学時の提出のみでＯＫ！ 

「受給資格認定申請書」を入学時にご提出いただいたみなさんにご案内します。受給資格は

入学時の申請で「認定」または「不認定」され、在学中は有効ですので、年度が変わっても再提

出する必要はありません。なお、在学中であっても認定された支給上限期間や支給上限単位数を

超えると、支給は終了します。 

●高等学校等就学支援金支給に伴なう学費返還制度廃止について 

平成２２年３月１９日付発送文書「高等学校等就学支援金支給に伴なう学費返還制度廃止につい

て」ならびに「ゆんたく平成２２年４月号」でお知らせしましたとおり、本校独自で設定しておりま

した「学費返還制度」を平成２２年度よりやむなく廃止としています。これは、当校が受給資格者た

る生徒さんの就学支援金代理受給事務を執行するにあたって、「公立高等学校に係る授業料の不徴収

及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年3月31日法律第十八号）」第６条、１１条の

規定により、高等学校等就学支援金の支給決定後に授業料額を変更することができなくなったことに

よります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 

10 
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事務部　本間 衣里

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 　　　　　　　　　　タイトル

3/30 海外交流の実態～４つの窓口～ 4/7 エネルギーってなに？ 4/8 街のプレゼン名人を探せ
4/6 村と百姓～四季の暮らし～ 4/21 冷たい！熱い！熱を捕まえろ 4/22 アニメーションを作ってみよう
4/13 幕政改革の展開～三大改革を見直す～
4/20 江戸の繁栄～文化の大衆化～
4/27 動揺する江戸幕府～内憂外患への対応～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/29 ２次関数の最大値・最小値 （2） 3/29 元素の分類、水素と希ガス 4/1 食の安全チェック
4/5 ２次関数の最大値・最小値 （3） 4/5 ハロゲン 4/8 これからの食生活
4/12 ２次関数のグラフと２次方程式 （1） 4/12 酸素と硫黄 4/15 食生活と環境問題
4/19 ２次関数のグラフと２次方程式 （2） 4/19 窒素とリン 4/22 人と衣服
4/26 ２次関数のグラフと２次不等式 （1） 4/26 炭素とケイ素 4/29 着心地のよい衣服

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/31 多様な火成岩 3/30 遺伝子の連鎖と組換え 3/31 ヨーロッパ （1）～EU統合のゆくえ～
4/7 山地の地形 4/6 遺伝物質ＤＮＡ 4/7 ヨーロッパ （2）～経済発展と民族問題～
4/14 海岸の地形 4/13 ＤＮＡとタンパク質 4/14 イスラーム世界
4/21 地層と堆積岩 4/20 ＤＮＡ研究とその応用 4/21 アフリカ～ケニアの暮らしから～
4/28 地球の歴史と放射年代 4/27 刺激の受容と反応 4/28 オセアニア

放送日 タ　イ　ト　ル ※学習の手帳（43ページ～）も合わせて必要番組数を確認しましょう。

3/30 Lesson 5 An Interview with Fukuhara Ai (3) have to ※スクーリング参加時期が決まっている方は番組数が足りるかどうか、必ず確認して下さい。

4/6 Lesson 6 The Lake Is My Home (1) Have you ever …? ※ 放送時間・内容は変更になる場合があります。事前に予定された変更は、

     ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

4/20 Lesson 6 The Lake Is My Home (3) since と for
4/27 Communication (3) Wanna go?

※ＮＨＫラジオ第2放送です。1回20分番組です。1枚作成するには3回分の番組視聴が必要です。

■　月曜日（日曜深夜）11：40～00：20（2番組連続放送）
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

4/2 送元二使安西（王維） 4/3 こころ (3) （夏目漱石） 3/30 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (2)
4/2 黄鶴楼送孟浩然之広陵（李白） 4/3 こころ (4) （夏目漱石） 3/30 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (3)
4/9 涼州詞（王翰) 4/10 こころ (5) （夏目漱石） 4/6 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (4)
4/9 春望（杜甫） 4/10 こころ (6) （夏目漱石） 4/6 Lesson 7 Don't Forget Breakfast ! (5)
4/16 シーソー (1) （柳田邦男） 4/17 こころ (7) （夏目漱石） 4/13 Let's Try ! 7
4/16 シーソー (2) （柳田邦男） 4/17 こころ (8) （夏目漱石） 4/13 文法のまとめ １
4/23 石の声が聞こえる(1) （加賀美幸子） 4/24 こころ (9) （夏目漱石） 4/20 Lesson 8 A City in the Sky (1)
4/23 石の声が聞こえる(2) （加賀美幸子） 4/24 こころ (10) （夏目漱石） 4/20 Lesson 8 A City in the Sky (2)
4/30 プレゼンテーションと報告 (1) 5/1 ワスレナグサ (1) （星野道夫） 4/27 Lesson 8 A City in the Sky (3)
4/30 プレゼンテーションと報告 (2) 5/1 ワスレナグサ (2) （星野道夫） 4/27 Lesson 8 A City in the Sky (4)

■　土曜日(金曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送） ■　水曜日（火曜深夜）0:20～0：40
放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
3/29 思春期と健康 4/1 義経記（1）～忠信、吉野山の合戦の事(1)～ 3/29 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (1)

3/29 性意識と性行動の選択 4/1 義経記（2）～忠信、吉野山の合戦の事(2)～ 4/5 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (2)

4/5 結婚生活と健康 4/8 説苑～圉人之罪～ 4/12 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (3)

4/5 妊娠・出産と健康 (1) 4/8 新序～不若人有其宝～ 4/19 Lesson 5 LOOK BEFORE YOU LEAP! (4)

4/12 妊娠・出産と健康 (2) 4/15 項羽と劉邦（1）～項羽、大いに怒る～ 4/26 Lesson 6 HOME AWAY FROM HOME (1)

4/12 家族計画と人工妊娠中絶 (1) 4/15 項羽と劉邦（2）～剣の舞～
4/19 家族計画と人工妊娠中絶 (2) 4/22 項羽と劉邦（3）～樊、頭髪、上指す(1)～
4/19 運動技能のしくみ 4/22 項羽と劉邦（4）～樊、頭髪、上指す(2)～
4/26 運動技能の上達 4/29 項羽と劉邦（5）～沛公、虎口を脱す(1)～
4/26 運動技能を高める練習 4/29 項羽と劉邦（6）～沛公、虎口を脱す(2)～

事務部　本間 衣里

・通学スクーリングは事前の予約は必要ありません！どなたでも自由に参加できます♪

・通学スクーリングに出席した時間数は視聴報告書の提出分としてカウントされ、試験は集中スクーリング期間中に行います。

　また、授業だけでなく学習会も行っています。自宅でリポート・視聴報告書を作成するのが苦手な方はお気軽にご参加ください♪

　学校バスに乗車希望の方は、前日までに必ず連絡を下さい（℡0120-917-840）

・集合時間⇒名護市民会館はAM９：００、伊江島フェリー乗り場近くバス停はAM９：３０（時間厳守、「名護市役所前」バス停から徒歩5分程）

・時間割は変更(追加)される場合があります。

・当日は『名護市民会館』と『伊江島フェリー乗り場近くバス停』から学校まで送迎を行います。

毎週　火曜日(月曜深夜)1：40～2：10

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:50～2:20

化　学Ⅰ

毎週　水曜日（火曜日深夜）　2:10～2:40

体育α・β・γ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：10～1：40

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　木曜日(水曜深夜)2：10～2：40

隔週　木曜日（水曜日深夜）　1:40～2:10

理科総合Ａ 情  報  Ａ

毎週　金曜日(木曜深夜)2：20～2：50

生  物 Ⅰ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：10～1：40

日 本 史 

※ＮＨＫ教育テレビです。1回30分番組です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

４月通学スクーリング　４月１８日　[月]

古  典 

英  語  Ⅱ

地  理  Ｂ

現   代   文

地  学  Ⅰ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：40～2：10

毎週　木曜日(水曜深夜)1：10～1：40

英  語  Ⅰ

4/13
Lesson 6 The Lake Is My Home (2) Did you …? Have
you …?

国 語 総 合
■　日曜日(土曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送） ■　木曜日（水曜深夜）11：40～00：20（2番組連続放送）

■　水曜日(火曜深夜)11：40～0：20（2番組連続放送）

オーラルコミュニケーションⅠ

４月通学スクーリング

  １１

４月

通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～）

1時間目

（10：00～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目

（12：30～14：00）

3時間目

（14：10～15：40）
理総A 現代文 地理B

校内放送でお知らせします。

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

国総 情報A 化学Ⅰ

合同体育

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)
各クラスの集合場所（教室）は



文部科学省認可通信教育

 

                               
                                  
                                  

                                  

1 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月 ☆通学スクーリング（自由参加） 

4 月  19 火  

5 火  20 水 ５月スクーリング申込〆切（必着） 

6 水  21 木  

7 木  22 金  

8 金 前期スクーリング申込書発送 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月 ５月スクーリング詳細発送 

11 月  26 火  

12 火  27 水  

13 水  28 木 学校通信「ゆんたく」発送 

14 木  29 金 昭和の日 

15 金 ５月スクーリング申込〆切（消印） 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。 
☆ 通学スクーリングは自由参加です。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！！ 
 
 
 
 
 
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 

今月号は２２年度後期卒業証書授与式
の模様をたくさんお届けしましたが、
いかがでしたか？ 
新年度が始まります。計画的に学習を
進め、在校生の皆さんも卒業目指して
頑張りましょうね♪ 
季節の変わり目、体調を崩さないよう
に気をつけましょう。 

横浜分室 槌林恵子 

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   http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 
http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 

 

（携帯ＱＲコード） 

１２ 

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