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☆積極的にスクーリングに参加しましょう☆ ☆積極的にスクーリングに参加しましょう☆ 

みなさんこんにちは！それぞれお住まいの地域でいかがお過ごしでしょうか？そろそろ雨が多い時期になり、

温度、湿度とも上がってきていますが、日陰は涼しいのが沖縄です。さて、いよいよ今年度初のスクーリング

が始まりました！ 次号で５月スクーリングの様子を掲載いたします。お楽しみに☆ 
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「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。 



文部科学省認可通信教育 

事務部 鈴木 啓之 

岩井校長のコラム紹介 

岩井校長が毎週金曜日に本学のホームページ（http://k.yashima.jp/column/）にコラムを掲載していま

す。そこには、マイナス思考からポジティブな考え方になるヒントが多く書かれています。今日はそれ

らのコラムの中から一つを選んで紹介します。誰にでも嫌なことは起きます。その時、岩井校長の言葉

を思い出してみてください。きっと、少し気分的に楽になると思います。 
 

自分の脳を疑ってみよう！！ 
アメリカの或る研究によると、人間は前日考えたことの９５％のことを翌日も繰り返し考えているそうです。その習慣

的思考の８０％が否定的な内容とのこと。確かに我々は楽しい事をどんなに多く経験しても嫌な事が一つ起きれば、その

一つのことにとらわれてずっと考え込み、悩んでしまう傾向にあります。この数値が正しいとすれば人間の脳は、物事や

状況を否定的に考えるようになっているのかもしれません。それは最悪のことを想定しておけば、実際に起こる事態に対

応できるし、精神的にも楽になるといった自己防衛本能が働くからでしょう。 
例えば上司の人に呼ばれた時に、多くの人は「あれ何か褒められるかな？」と思うのではなく、「何かミスをしたかな、

怒られるかな？」と思うのではないでしょうか？また学校の先生から「お子様のことでお話があります」といった電話が

かかってきたら、多くの保護者は「うちの子ども何か悪いことしたかしら・・・」と瞬間的に考えるでしょう。 
こうした考えがどんどんエスカレートすると、マイナス思考となっていきます。悲観的な思考は不安な気持ちや鬱状態

を引き起こす原因となりますので、何のプラスにもなりません。ではどうしたらマイナス思考を止めることが出来るでし

ょうか。それにはまず、自分の思考回路がどのようになっているかを知っておくことが大切です。どこでマイナス思考が

作られ、どのように悲観的な考えが自分身心に作用するかということを知っていれば、マイナス思考を事前にストップす

ることができます。 
脳の研究によれば、幸せな人は「左前頭葉前部」という部分の脳の活動が非常に活発で、α波が多く流れているそうで

す。また、ストレスホルモンの増長を促す「扁桃体」の活動がよく抑制されていることがわかっています。こうした脳の

動きにするためには、自分のマイナス思考を根底から疑い、

悲観的な考えは脳が勝手に作り上げた間違った思い込み（錯

覚）であると考えるとよいでしょう。 
つまり、脳を疑うことが重要なのです。脳は完璧ではあり

ません。脳はよくミスをします。例えば、だまし絵や錯視を

誘導する図などを見ると、如何に脳が簡単にミスジャッジし

ているかがわかるります。（イラスト＜ミュラー・リヤーの図

形＞参照）  
マイナス思考も然りです。脳が勝手に否定的に思い込むだ

けです。ですから、客観的にマイナス思考をとらえ、意識的

にマイナス思考を無視することが大切です。 
人間関係で悩む多くの場合、「自分は嫌われている」と勝手

に思い込んでしまいます。しかし、こちらが勝手にその人に

対して苦手意識を持っているだけかもしれません。「自分は嫌

われている」と思わなければ、結構簡単に自分から人に話し

かけることができたりするものです。人間関係で心理的に苦

しいのは、その苦手意識をずっと抱いているからです。ということは、その思いや意識を放下すれば苦しさから解放され

るはずです。つまり、心にある「こだわり」を捨てれば良いのです。自分が心を開けば、他人も自然と心を開いてくれる

はずです。 
 

教務部 島袋 瑠美 

教務部からのお知らせ 

今年度よりＮＨＫ高校講座の番組時間に一部変更がありましたのでお知らせいたします。 
テレビ放送分の「生物」「地理」「家庭総合」の３科目は今年度放送分より２０分番組に変更になりま

した。番組時間が変更になりましたが、視聴報告書の作成方法は変わりません。

ライブラリーで昨年度分の番組を視聴する際は３０分の番組になります。 

 

ご不明な点がありましたら各担任までお問い合わせください。 
よろしくお願いします。 

２ 

http://k.yashima.jp/column/
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担任がこっそり教える「はかどる自宅学習方法」 

今回は各担任から生徒の皆さんへ「はかどる自宅学習方法」をこっそり教えたいと思います.（*＾Ｕ＾*）. 
 

私は高校時代、自宅で勉強した記憶がほとんどありません(苦笑) 

いつも友達の家か学校でやっていました!! 簡単な問題は１人で

出来ると思いますが、どうしても１人で出来ない問題は友達に習

うのが１番!! スクーリングで出会った仲間とスクーリング以外

でも繋がりを持つ、そして仲間と一緒に卒業を目指して前進す

る!! １人でやるよりも２人、３人、４人・・・リポート学習を進

めながらでも仲間の繋がりは作れますよ～♪ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 勉強は自分の居心地のよい場所・居心地のよい時間をつくる事が 
私にとっての一番の勉強法!!音楽をかけながら集中できる人もいれ

ば、大切な写真を前に勉強する人も!!自分の最高の空間を確保し取り

組んでみてみてください!! 

私は朝派です！！学生時代、よく徹夜で勉強していましたが、いつも、

うっかり寝てしまうんです。結局、何ひとつ頭に入っていなくて、その

上寝不足で…と反省点ばかり。それでまずはしっかり睡眠をとって、朝

早く起きて勉強をすることにしました！すると集中力はアップするし、

徹夜の時よりも短時間で勉強がはかどることに気づいて、それからは朝

派に切り替えました(^_^) 
皆さんもぜひ自分にあった方法を見つけてみて下さいね♪ 

私の学習方法が皆さんに合うかどうかは分かりませんが(/∀＼*)ご紹介しますね♪勉強は絶

対に昼間やります。朝は寝ぼけているし、夜は眠いので頭に入りません。そして勉強する際は

必ずテレビをつけて行います。バラエティ番組のみです。 

音楽をＢＧＭとして流すと、歌ってしまって勉強できません。 

テレビだと歌わなくて済むし、ちょっと集中してちょっと息抜き 

できる…なぜその方法で集中出来るか私にもわかりませんが 

気が付いたら頭に入っているんですね～私オリジナルの集中方 

法なので、皆さんには理解できないかもしれないです( ´―`) 

興味がある方は試してみる価値ありです！ぜひやってみてね( ﾟ▽ﾟ)/ 

  

はかどる学習方法と言われると難しいですが・・・。学生時代は

完全に夜派でしたね！！ファミレスやマックなどの人が多い

ところでは全く勉強は出来なかったですね。なので、友達と一緒

に勉強をするということは少なかったですね。家の机に向かって

ひたすら黙々とやっていました。その時は必ず音楽を聴きながら

っていうのが私の学習方法でした。皆さんも自分の学習スタイル

を見つけてくださいね（´▽`） 

３ 
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高等学校等就学支援金 加算支給届出について 

文部科学省認可通信教育 

 
 

 「高等学校等就学支援金受給資格認定」を受けた方、または「高等学校等就学支援金受給

資格認定申請書」により申請中の方で、保護者の所得（市町村民税所得割額の合算が18,900

円未満に限る）に応じた加算「高等学校等就学支援金の加算支給（基本支給の1.5倍または2

倍（ただし授業料額を上限））」を新規または継続して希望される方に案内します。 

 加算支給（基本支給の1.5倍または2倍（ただし授業料額を上限））をご希望の場合、「高等

学校等就学支援金の加算支給に関する届出書(様式13)」に署名および必要事項をご記入いた

だき、証明書類とあわせて当校まで郵送いただきますようお願い申し上げます。 

昨年度６月または入学時に「加算支給届出書」に添付して提出いただいた証明書類は平成２

３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２２年中所得に対する平成２３年度課税の証明書類が必要です。

市町村役場等で必要な証明書を入手し、必要事項を記載した「加算支給届出書」とあわせて

学校までご提出ください。学校で取りまとめて沖縄県庁担当課に提出し、県の加算支給判定

を受けます。 

なお、昨年の支給は、県から学校が代理支給を受けたのが１１月３０日、全生徒さんのご指

定口座へ振込みが完了したのがおおむね１２月９日となりました。本年度も同様の日程で進

むことが見込まれます。 以上 

 

平成２３年度分の加算支給届出の提出方法 

期限：平成２３年６月２３日(木)必着 

対象者：「高等学校等就学支援金受給資格認定」を受けたか申請中の方で、 

保護者米の市町村民税所得割額の合算が18,900円未満の方 

提出物：  ・「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」 

 ・平成２３年度の課税額を証明する書類(５ページ参照) 

提出方法：封筒に「加算支給証明書」と朱引して定形郵便として郵送 

（レポート提出用青色封筒は利用しないで下さい。） 

郵送先：〒９０５－０２０７ 

沖縄県国頭郡本部町備瀬1249 

八洲学園大学国際高等学校 就学支援金係 宛 

 

６月 ４月 

平成２２年度 

平成２３年度 

平成２４年度 

証明書提出 

３月 

証明書提出 

証明書提出 

証明書提出 

４ 

※本人が成人している場合は右ページ参照のこと 

就学支援金に関するお問い合わせ先： 
たまき、上間  ０１２０－９１７－８４０ 



 
高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書の書き方 

日付は、 
平成 23 年 6 月 1 日としてください。 

「ふりがな」「姓」「名」「生年月日」

「住所」欄に、必要事項を記入してく

ださい。「都道府県」「市区町村」

は、該当する漢字を丸で囲ってくだ

さい。 

記載例 
【確認事項】の該当する欄にチェック

を入れてください。 
 ・生徒さん本人が未成年ならば「１」 
 ・成人していれば「２②」を選択 

本人が未成年で保護者が二人（両親）いる場合 

☆保護者両名の 23 年度「課税証明書」、「非課税証明書」、

「納税通知書」など、市町村民税の所得割額を証明でき

る書類 または「生活保護受給証明書」。 
(保護者が両親の場合は、所得割額を合算した額で  判

断される。ただし、本人および保護者以外の家族の 所

得は合算しない。) 

本人が未成年で、死別または離婚等により保護者が 
母親のみ または 父親のみの場合 

☆その保護者のみの所得割額で判断されます。 
保護者の 23 年度「課税証明書」、「非課税証明書」、「納

税通知書」など、市町村民税の所得割額を証明できる書

類 または「生活保護受給証明書」。 

☆保護者が一人であることを証明する書類（家族の戸籍謄

本または児童扶養手当証書）。 

本人が成人で、自ら収入を得ている場合。 

☆生徒さん本人のみの市町村民税所得割額で判断され

ます。本人の 23 年度「課税証明書」、「非課税証明

書」、「納税通知書」など、市町村民税の所得割額を証

明できる書類 または「生活保護受給証明書」 。 

☆扶養されていないことを証明する書類（本人が筆頭と

なっている保険証の写し等）が必要です。 

本人が成人で、扶養されている場合。 

☆扶養者（両親、伴侶など）の所得割額で判断されます。

扶養者の 23 年度「課税証明書」、「非課税証明書」、

「納税通知書」など、市町村民税の所得割額を証明で

きる書類 または「生活保護受給証明書」 。 

☆扶養されていないことを証明する書類（保険証の写し

等）が必要です。 

書類右下の「記入者署名」蘭に、生

徒さん本人か保護者様の氏名を自

筆で署名してください。 

必要な証明書 

５



総合推進部 鈴木 啓之 

コミュニティウェブのアドレス変更のお知らせ 

 
コミュニティウェブ(Community Web) を利用すると、自分の成績やリポート提出状況を、自宅のパソコ

ン・携帯から確認することができます。もちろん無料、２４時間 OK です。 

平成 23 年 5 月 30 日より、コミュニティウェブのアドレスを次のように変更しますので、利用のみなさんは、

ブックマークの変更をお願いします。また、学習の手帳４３ページ「成績表(ＣＷ)の見方」掲載のアドレスも、

次のとおり変更となりますので、忘れないよう記載をお願いします。 

 

 

 

 

現在の自分の学習の進み具合を把握して、今年のスクーリング参加計画、秋春の科目追加登録の見

込みを立てましょう。 また、スクーリング参加を決めたら、履修科目をそのスクーリング中に確実に受験でき

るよう、リポート提出状況やテレビ・ラジオ視聴報告書の合格通数、不備のあるリポートの有無を早め早めに

確認し、万が一「不合格」や「不備」となったリポートや視聴報告書があっても、リポート締切日までに挽回で

きるよう備えましょう！ 

＊ 入学時に願書に記入した「パスワードを忘れちゃった・・」場合は、クラス担任へ連絡してください。 

＊ 新たに利用を開始したい場合は、「学習の手帳」４２ページの申込書に必要事項を記載して、学校まで郵送し

てください。 
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コ

携帯版ＣＷサイト http://www.yashima.ed.jp/c/i/ 

ＰＣ版ＣＷサイト http://www.yashima.ed.jp/c/pc/  

 

【有効期限】 

 科目履修登録の有効期限は、登録した期を含む２年間です。 

表示の有効期限までに単位修得してください。 

【スクーリング】 

 各科目ごとのスクーリング規定時間数。 

 各科目ごとのスクーリング参加記録。 

 各科目ごとの残りのスクーリング参加時間数。 

【テレビ・ラジオ視聴報告書】 

 各科目の視聴報告書の合格通数。 

 各科目の視聴報告書の受付日、合否の判定。 

【リポート】 

 リポート規定通数。 

 合格しているリポート通数。 

 残りのリポート通数。必要通数がすべて合格すると「無」と表示される。 

 リポート受付日、リポート合格日。 

 リポート評定「2」～「5」は合格、「1」は不合格、空白は評価前を表す。 

【単位修得試験の受験資格】 

 スクーリング規定時間数とリポート規定数を満たすと 

「単位修得試験の受験資格」が生じ、「有」と表示される。 

 

※ 単位修得した科目は、次の半期に入ると表示されなくなりますので、ご注意ください。 

コミミュュニニテティィウウェェブブでで確確認認ででききるるこことと  

６ 
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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

6/8 条約改正 6/9 電気エネルギーの一生 6/10 アナログとディジタル
6/15 日清戦争 6/23 どこで？なにに？エネルギーを使う 6/24 ディジタル化のしくみ
6/22

蝦夷地から北海道へ～近代日本と北海道・アイ
ヌ～

6/29 琉球から沖縄へ～近代日本と沖縄～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
6/7 三角比の応用 6/7 金属イオンの分離と確認 6/10 くらしと住空間
6/14 三角比の相互関係 6/14 無機化学工業 6/17 健康で安全な住まい
6/21 三角比の拡張 （1）～三角比と座標～ 6/21 有機化合物 6/24 住まいと環境
6/28 三角比の拡張 （2）～相互関係～ 6/28 脂肪族炭化水素 7/1 自分らしく住む

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
6/9 恐竜時代 6/8 恒常性と体液 6/9 中央アジア
6/16 人類誕生への道のり 6/15 体液とその循環 6/16 地図と図表から世界の課題を読む
6/23 大気の構造 6/22 体液と生体防御 6/23 エネルギー問題～石油～
6/30 大気と熱の関係 6/29 肝臓と腎臓のはたらき 6/30 温暖化する地球

※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。
放送日 タ　イ　ト　ル ※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。

※ 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。

6/22 まとめ Try again! (4) ～Lesson 7,8の復習～
6/29 Communication (4) Where am I?

※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
6/11 沖縄の手記から (2) （田宮虎彦） 6/12 山月記 (3) （中島　敦） 6/8 Further Reading 1 Words of Wisdom (1)
6/11 沖縄の手記から (3) （田宮虎彦） 6/12 山月記 (4) （中島　敦） 6/8 Further Reading 2 Words of Wisdom (2)
6/18 沖縄の手記から (4) （田宮虎彦） 6/19 山月記 (5) （中島　敦） 6/15 Further Reading 3 Words of Wisdom (3)
6/18 沖縄の手記から (5) （田宮虎彦） 6/19 山月記 (6) （中島　敦） 6/15 Further Reading 4 Words of Wisdom (4)
6/25 聞き書き (1) 6/26 山月記 (7) （中島　敦） 6/22 Let's Listen 1
6/25 聞き書き (2) 6/26 山月記 (8) （中島　敦） 6/22 文法のまとめ ３
7/2 学問 7/3 折々のうた (1) 6/29 Lesson 10 Media Literacy (1)
7/2 人間 7/3 折々のうた (2) 6/29 Lesson 10 Media Literacy (2)

■　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

6/7 現代生活とスポーツ 6/10 源氏物語（5）～若紫(1)～ 6/7 Lesson 7 ON THE MOVE (3)

6/7 競技スポーツの意義 6/10 源氏物語（6）～若紫(2)～ 6/14 Lesson 7 ON THE MOVE (4)

6/14 スポーツの社会的役割 6/17 古体の詩（1）子衿 6/21 YOU'LL GET THE KNACK OF IT－(3)

6/14 スポーツの始まりと変遷 6/17 古体の詩（2）雑詩 6/28 Lesson 8 WHEN THE GOING GETS TOUGH (1)

6/21 大気汚染と健康 6/24 古体の詩（3）売炭翁(1)
6/21 水質汚濁と健康 6/24 古体の詩（4）売炭翁(2)
6/28 土壌汚染と健康 7/1 俳諧・春夏秋冬（1）貞門・談林・蕉門
6/28 健康被害の防止と環境対策 7/1 俳諧・春夏秋冬（2）芭蕉・芭蕉以降

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。

Lesson 8 Notes and Coins of the World (1) who
と which で連結

6/15
Lesson 8 Notes and Coins of the World (2) that
で連結

・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。

体育α・β・γ

6/8

英  語  Ⅱ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：35～2：05

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日(木曜深夜)　1:35～2:05

化　学Ⅰ

毎週　水曜日（火曜日深夜）　2:05～2:35

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　木曜日(水曜深夜)2：05～2：35

隔週　木曜日（水曜日深夜）　1:35～2:05

理科総合Ａ 情  報  Ａ

毎週　金曜日(木曜深夜)2：05～2：35

生  物 Ⅰ

毎週　火曜日(月曜深夜)1：05～1：35

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。

地  理  Ｂ

現   代   文

毎週　水曜日(火曜深夜)1：05～1：35

地  学  Ⅰ

毎週　水曜日(火曜深夜)1：35～2：05

毎週　木曜日(水曜深夜)1：05～1：35

英  語  Ⅰ

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

６月通学スクーリング

６月通学スクーリング　６月２２日　[水]

古  典 

６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）
英語Ⅰ 生物Ⅰ 化学Ⅰ

校内放送でお知らせします。

合同体育

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A 英語Ⅱ 日本史B

1年次(α) 2年次(β) 3年次(γ)
各クラスの集合場所（教室）は

７



                               
                                  
                                  

                                 

1 水  16 木 検定チャレンジ合宿 ～２０日まで 

2 木  17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火  

7 火  22 水 ☆通学スクーリング 

8 水  23 木
７月スクーリング残りのリポート・視聴報告書
の提出〆切 

9 木 ７月スクーリング申込〆切（消印） 24 金 学校通信ゆんたく発送 

10 金  25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月  

13 月 ７月スクーリング申込〆切（必着） 28 火 ７月スクーリング返送書類必着 

14 火  29 水  

15 水 ７月スクーリング詳細文書発送 30 木 ８月スクーリング申込〆切（消印） 

      

文部科学省認可通信教育

  

☆ 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！！ 
☆ グレーゾーン（２日～８日）はスクーリング日程を表しています。 
 
 
 
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） 
 
 

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） 

 
 

編集後記 

梅雨の時期は一年の内で最も体調を崩し
やすくなると言われています。 
この時期の体調維持の基本は、バランスの
とれた食事と快適な睡眠です。また、屋外
でたっぷりと汗をかくことも大切です。 
暑さの厳しい夏を乗り越えるためにも、 
まずは梅雨を元気に過ごしましょう！ 

横浜分室 槌林恵子 

８ 

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