
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２   facebook、twitter案内／ＣＷ案内 

・ ｐ３   各担任の紹介 

・ ｐ４～５ 高等学校就学支援金加算支給届出について 

・ ｐ６   6月講演会＆勉強会／ 

  平成23年度後期授業料等への就学支援金支給 

・ ｐ７   ＮＨＫ高校講座／通学スクーリング案内 

・ ｐ８   ６月予定表 

                   

 

 

 

 

☆積極的にスクーリングに参加しましょう☆ 

 

平成２４年５月３１日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

「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。 

 

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☆ 



渉外・広報部 玉城 健一 

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合推進部 鈴木 啓之 

 

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

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。 

 

 

「学習のしおり」41ページに成績表の見方を案内していますので、併せてご活用ください。 

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。 

＊ 願書にパスワードを記載されてない方で、新たに利用を開始したい場合は、「学習の手帳」４0 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。 

「フェイスブック＆ツイッター」スタート♪ 

コミュニティウェブを活用しよう！ 

文部科学省認可通信教育 

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

２ 

八八洲洲学学園園大大学学国国際際高高等等学学校校」」でで検検索索!!!!  

皆皆のの母母校校ににななりりまますすののでで、、「「友友達達登登録録」」  

よよろろししくくおお願願いいししまますす((＾^oo＾^))    

気気軽軽にに「「いいいいねね！！」」ボボタタンンののククリリッッククやや

「「ココメメンントト」」ををししてて下下ささいいねね♪♪    

 

八洲学園大学国際高等学校」で検索!! 

「フォロー」宜しくお願いします(＾o＾) 

また、気軽に「リツイート」して下さい!! 



 

 

事務部 鈴木 啓之 

今回は各担任の先生が今はまっていること、趣味、特技などをお聞きしました♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みなさんの担任の先生はこんな人です！！ 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

①ゴルフ、１～２ヵ月に１回行くのがやっとなので全く上手くな

りませんが・・・(泣)  

②ホームセンター巡り⇒宝の山♪興味の無い物でもなぜか見てし

まう・・・(笑) 

③少年サッカー⇒子どもが大好きなので癒されます♪ 

④フェイスブック＆ツイッター⇒学校用ですが・・・(苦笑) 

最近の趣味といいますか、ハマっていることといいますか、どっぷ

り育児にハマっています。８ヶ月になる娘が毎日違った表情を見せ

るので、思わずカメラでパチリ！！完全に親バカですね（笑） 

娘が寝たあとにひそかにワンピースを読むのがマイブーム♪ 

沖縄そばが好きなので休日は沖縄そば屋巡りをしています(^o^)丿 

おいしいそば屋があればぜひ教えてください！！ 

最近ハマっていること…今は特にないです！！！ 

ただ！！今からハマっていこうかな思っているのが、 

ビリーズブートキャンプです( ﾟ▽ﾟ)/ 

かれこれ１年前、半年続けて－１０㎏達成☆ 

それから半年…すぐ元通り♪これじゃイカン(((( ；ﾟДﾟ))) 

だからこれからビリーにハマってスリムビューティー 

目指して頑張ります((⊂(^ω^)⊃)) 

6 月に産休から復帰する予定です。最近は子どものために童謡を歌う

ことと絵本を読む事、「かくれんぼ」や「いないいないばあ」をする

ことに明け暮れています。料理は特技だと思っていましたが、離乳

食期の子どもが全部吐き出しては食べ物を遊び道具にしてしまう姿

を目のあたりにし、自信喪失しているところです。 

6 月から、皆様とお話しできる事を心から楽しみにしています。 

趣味⇒散歩・寝る事・掃除(*^。^*) 

特技⇒どこでも眠ることが出来る事♪ 

今はまっている事⇒収納(*^_^*) 

人生を楽しもう♪たくさんの人と出逢おう♪♪ 

どうぞよろしくお願いします。 

３ 

 



事務部 鈴木 啓之 
 
 

 「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51,300

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(様式第2号)」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

４年６月までの支給額決定に必要な書類です。平成２４年７月から平成２５年６月までの支

給額決定については、平成２３年中所得に対する平成２４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。 

  

平成２４年度分の加算支給届出の提出方法 

期限：平成２４年６月２５日(月)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51,300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２４年度６月以降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 

 

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 

文部科学省認可通信教育 

４ 

お問い合わせ先： 

たまき、上間 0120-917-840 

※ 成人の方は、 

５ページ掲載

の基準による 

高等学校等就学支援金加算支給の所得基準が７月から変わります！ 

所得税法が改定され、平成２４年６月から、年少扶養控除の廃止、特定扶養親族の上乗せ控除の廃止とな

り、多くの家庭で市町村民税が増税されることとなりました。市町村民税増税に応じて、高等学校等就学支

援金の加算支給の基準を改定する政令が発布されることとなっています。 

18,900円未満（平成２４年６月まで） → 51,300円未満 （平成２４年７月以降） 

  

基準の改定により、今まで加算支給対象外の方が支給基準を満たす場合と、加算支給の対象者であっ

た方が対象外になる場合（扶養家族が多数いる場合など）があります。加算支給を希望する方は、６月以

降の最新の課税証明書などで支給対象か否かの確認をお願いします。 

 



 

平成24年6月1日

沖縄県知事　殿

　高等学校等就学支援金の加算支給について，次のとおり届け出ます。

西区桜木町7-42

（高等学校・中等教育学校の場合）

【確認事項】
１．加算支給の届出区分のうち，該当するものを選択してください。

２．(1)または(2)の中から，該当するものを選択してください。

[理由]

[理由]

３．所得に関する書類を添付する者の氏名及び生徒との続柄を記入してください。

上記の内容に相違ありません。 記入者署名

※印の欄は，学校設置者において記入してください。 ※学校受付日　平成　　 年　　 月　　 日
備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

(1) □
□

(2)

②

□

保護者が１人の場合又は親権者若しくは未成年後見人の一部に別紙ロ③～⑤に該当する者がいる場合

①

成人に達しており保護者がいないため，生徒本人又は主として生徒の生計をその収入により維持し
ている者の所得に関する書類を添付します。

□

民法第857条の２第２項に規定する財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人が選任されています。

法人である未成年後見人が選任されています。

児童福祉施設に入所しており，児童福祉施設の長が児童福祉法の規定により親権を行っています。

□

□

以下の理由により，生徒本人又は主として生徒の生計をその収入により維持している者の所得に関
する書類を添付します。

都道
府県

□

学校の所在地

学校設置者
の名称

都道
府県

　７月～３月　※当該年度の課税証明書等　４月～６月　※前年度の課税証明書等

市区
町村

□

全日制 ・ 定時制

注

姓氏　名生
徒

学
校

住　所

学校の名称

様式第2号（第8条第2項関係）

保護者による代筆も可能です。

ふりがな

高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書

日月年

・ 通信制

生年
月日

昭和
平成名

市区
町村

母
生徒との続柄

保護者の所得に関する書類を添付します。

八島 サチコ

氏名生徒との続柄

父

その他，以下の理由により保護者の所得に関する書類を提出することができません。

氏名

八島 太郎

児童相談所に入所しており，児童相談所長が児童福祉法の規定により親権を行っています。□

□

□

桃 子

八 島　太 郎

や  し  ま も も こ
8     9

神奈川 横浜

八 洲 学 園 大 学 国 際 高 等 学 校

沖縄県 本部 備瀬1249

学 校 法 人 八 洲 学 園

八 島 11

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 

 

本人が【未成年】で保護者が【二人（父母）】いる場合 

☆保護者両名の最新（24 年 6 月以降発行）の「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」。なお、配偶者控除を受けている保護者も証明書

類が必須です。(保護者が二人の場合は、所得割額を合

算した額で判断される。) 

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 

☆その保護者のみの市町村民税所得割額で判断されま

す。保護者の 24 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の写し）。 

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。本人の最新（24 年 6 月以降発行）の「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（親、伴侶など）の市町村民税所得割額で判断

されます。 扶養者の最新（24年6月以降発行）の「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」 。 

☆扶養されていることを証明する書類（保険証の写し等）

が必要です。 

 

 

必要な証明書 
 

日付は、 

平成 24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。 

生徒と保護者の住所が異なる場合

は、家族であることを証明する書類

（戸籍謄本）の提出が必要です。 

 

 
【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「（2）②」を選択 

 

 

 
書類右下の「記入者署名」蘭に、生

徒さん本人か親権者（保護者）様の

氏名を自筆で署名してください。 

生徒さんが成人の場合は本人署名

に限ります。 

記載例 

５

８ 

保護者または扶養者の氏名、生

徒からみた続柄を記入してくだ

さい。（保護者が二名の方は、両

名を記載してください。） 



                                 教頭 中村 成希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時：６月３０日（土）１４～１６時（受付１３：３０～） 

●会場：八洲学園大学国際高等学校（０９８０－５１－７７１１ 窓口：中村成希） 

●対象：どなたでも参加可能 

●参加費：５００円 

●講師：オム ソギン（八洲学園大学准教授）・・・韓国放送大学非常勤、高麗大学非常勤、

成均館大学儒教文化研究所研究専任講師 を経て現職。博士（文学） 

 

 

事務長 鈴木 啓之 

 

平成２３年度後期授業料等の高等学校等就学支援金支給時期の見込みをご案内します。

沖縄県から学校への一括の高等学校等就学支援金代理支給は５月２５日頃との連絡を

受けました。５月中には、対象者のお届けの口座に、高等学校等就学支援金の振込が完

了する見込みです。 

● 今回対象者 

１）平成２３年度後期にご入学または履修登録した生徒さんで高等学校等就学支援金

受給資格認定されている方 

２）平成２３年度前期途中にご入学された生徒さんで高等学校等就学支援金受給資格

認定されている方のうち、平成２３年２月に支給されてない方 

３）平成２３年度加算支給で、７月以降の加算支給対象者 

 

6 月講演会＆勉強会「韓国の家庭教育と「不登校問題」」 

平成２３年度後期授業料等への就学支援金の支給 

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

今、『韓国の家庭教育』が揺れています。ますます激しさを増していく無限

競争の時代のなかで、親孝行、敬老思想、年長者への配慮、相互に助け合う

友情といった儒教徳目に支えられてきた韓国の伝統的な家庭教育が、そのあ

り方の変貌を余儀なくされています。  

 

伝統的価値観と現代的状況のなかで揺れ動いている韓国の家庭教育の現在

を、『学校教育の模様（不登校 etc.）』を交えて紹介します。 

 

 

６ 



文部科学省認可通信教育

事務部　松島　恵子

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/7 日清戦争 6/12 どこで？なにに？エネルギーを使う 6/15 ディジタル化のしくみ

6/14 蝦夷地から北海道へ～近代日本と北海道・アイヌ～ 6/26 正しく理解し、正しく使おう放射線 6/29 近未来のロボット

6/21 琉球から沖縄へ～近代日本と沖縄～
6/28 日露戦争

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/4 三角比の相互関係 6/6 無機化学工業 6/7 “快適”に潜む住まいの問題～住環境と健康・安全～

6/11 三角比の拡張 （1）～三角比と座標～ 6/13 有機化合物 6/14 誰もが快適に暮らすために～住環境と社会～

6/18 三角比の拡張 （2）～相互関係～ 6/20 脂肪族炭化水素 6/21 個性がキラリ！私の部屋～自分らしく住む～

6/25 三角形の面積 6/27 アルコールとエーテル 6/28 めざせ！賢い消費者～消費者情報～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/8 人類誕生への道のり 6/7 体液と生体防御～体を守る細胞のネットワーク～ 6/7 中国へようこそ(1)～自然とくらし～

6/15 大気の構造 6/14 肝臓と腎臓～体を維持する「肝腎な」はたらき～ 6/14 中国へようこそ(2)～経済発展と問題～

6/22 大気と熱の関係 6/21 ホルモンと自律神経(1) 6/21 朝鮮半島へようこそ

6/29 太陽放射と熱収支 6/28 ホルモンと自律神経(2) 6/28 ロシア・中央アジアへようこそ

※学習の手帳（44～90ページ）の番組表には現在の番組が掲載されています。
放送日 タ　イ　ト　ル ※学習の手帳（21ページ）も合わせて必要番組数を確認しましょう。

※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、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、

6/13 まとめ Try again! (4) ～Lesson 7,8の復習～      ＮＨＫ高校講座ＨＰ「お知らせ」( http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ） で確認できます。

6/20 Communication (4) Where am I? 　　確定情報は「ＮＨＫ番組編成」( http://www.nhk.or.jp/hensei/ ) でご確認ください。

※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。

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/8 沖縄の手記から (2) （田宮虎彦） 6/4 山月記 (3) （中島　敦） 6/4 Lesson 10 Media Literacy(1)

6/9 沖縄の手記から (3) （田宮虎彦） 6/5 山月記 (4) （中島　敦） 6/5 Lesson 10 Media Literacy(2)

6/15 沖縄の手記から (4) （田宮虎彦） 6/11 山月記 (5) （中島　敦） 6/11 Lesson 10 Media Literacy(3)

6/16 沖縄の手記から (5) （田宮虎彦） 6/12 山月記 (6) （中島　敦） 6/12 Lesson 10 Media Literacy(4)

6/22 聞き書き (1) 6/18 山月記 (7) （中島　敦） 6/18 Lesson 10 Media Literacy(5)

6/23 聞き書き (2) 6/19 山月記 (8) （中島　敦） 6/19 Lesson 10 Let's Try!

6/29 学問 6/25 折々のうた (1) 6/25 英語のことば遊びを楽しむ(1)

6/30 人間 6/26 折々のうた (2) 6/26 英語のことば遊びを楽しむ(2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/6 現代生活とスポーツ 6/8 源氏物語（5）～若紫(1)～ 6/10 Lesson 7 Where Are You Now? (2)

6/7 競技スポーツの意義 6/9 源氏物語（6）～若紫(2)～ 6/17 Lesson 7 Where Are You Now? (3)

6/13 スポーツの社会的役割 6/15 古体の詩（1）子衿 6/24 Lesson 7 Where Are You Now? (4)

6/14 スポーツの始まりと変遷 6/16 古体の詩（2）雑詩 7/1 More Speaking Power 4

6/20 大気汚染と健康 6/22 古体の詩（3）売炭翁(1)

6/21 水質汚濁と健康 6/23 古体の詩（4）売炭翁(2)

6/27 土壌汚染と健康 6/29 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 6/30 俳諧・春夏秋冬（2）芭蕉・芭蕉以降

事務部　松島　恵子

・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。

英  語  Ⅱ

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　[金]

古  典 

■　金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送） ■　月・火曜日　0：20～0：40（2番組連続放送）

■　水・木曜日　11：40～0：00（2夜連続放送）

・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

■　月・火曜日　11：40～0：00（2番組連続放送）

■　金・土曜日　11：40～0：00（2夜連続放送） ■　日曜日　11:40～0：00

化　学Ⅰ

毎週　木曜日　3:00～3:30

現   代   文

毎週　木曜日　2：40～3：00

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

6/27
Lesson 9 Grandma Moses (1)受けて立つ by
～受け身(1)～

6/6

国 語 総 合

ＮＨＫ高校講座　アンコール放送

毎週　木曜日　2：00～2：20

隔週　火曜日　2:00～2:30

理科総合Ａ 情  報  Ａ

毎週　木曜日　2：20～2：40

生  物 Ⅰ

毎週　水曜日　2：30～3：00

日 本 史 

※ＮＨＫEテレ3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。

毎週　水曜日　2：00～2：30

毎週　金曜日　2：30～3：00

毎週　月曜日　2：30～3：00

数  学  Ⅰ 家　庭　総　合

隔週　金曜日　2:00～2:30

地  学  Ⅰ

英  語  Ⅰ

地  理  Ｂ

７

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）

数学Ⅰ 数学Ⅰ 日本史Ｂ

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

英語Ⅰ 生物Ⅰ 地学Ⅰ

1年次
(α)

2年次
(β)

3年次
(γ)

各クラスの集合場所（教室）は



                               

                                  

  

 

                                 
                                 

1 金  16 土  

2 土  17 日  

3 日  18 月  

4 月  19 火  

5 火  20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金 
☆通学スクーリング・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 

8 金 ７月スクーリング申込〆切（消印） 23 土  

9 土  24 日  

10 日  25 月 学校通信ゆんたく発送 

11 月  26 火  

12 火  27 水  

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

14 木 検定チャレンジ合宿 ～１８日まで 29 金  

15 金 ７月スクーリング詳細文書発送 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！！ 

☆ 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） 

 

編集後記 

いよいよ梅雨の季節ですね。 

外出は不便ですが、物事をじっくり考え

たり、勉強をするには、なかなかよい時

期なのでは？雨の日ならではの自分な

りの「お楽しみ」、この際たくさん見つ

けましょう♪♪  横浜分室 松島恵子 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

８ 

（携帯ＱＲコード） 



                             文部科学省認可通信教育 

                                  八洲学園大学国際高等学校 

FAX不可、郵送に限る。書き方が分からない場合や判断がつかない場合は、お気軽に担任にご相談ください。 

生徒番号          男 

・ 

女 

ここにバーコードシールを貼ってください。 

フリガナ  

生徒氏名  昭和・平成  年  月  日生（満   歳） 

現住所 
(〒     －       ) （FAX番号： (    －    －     ※ある方のみ) 

 都道府県 市町村 

生徒Ｅメール ＠ 本人携帯 (    －    －     ) 

スクーリング中の 

保護者 緊急連絡先 

 名称：（                ）  ℡：（      －      －      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 航空券の手配をする方のみお答えください 

 ● 自分で手配する ● 

 ● 学校提携の旅行会社にまかせる ● 

（            ）空港発   （           ）空港着 

行きの搭乗日（  月   日）,                       

帰りの搭乗日（  月   日）,                    

航空券手配の確認・連絡先※旅行会社から直接連絡がいきます。 

氏名（                ） 電話番号（             ） 
※詳細は、学習の手帳「航空券の手配について」をご覧下さい。 

いずれかに 

○ を記入 

宿舎利用についてお答えください 
※ 未成年の方は原則として学校の宿舎を御利用ください。ただし、保護者同伴の場合に限り、学校以外の宿泊施設の利用を認めます。 

 学校の宿舎を利用する 
※宿泊日数について、全日程宿泊されない方は宿泊日数・期間をご記入ください。（  ）泊（  ）日…（  月  日 ～ 月  日） 

 
 
学校の宿舎を利用しない （通学含む）      宿泊先 （※(イ)の方は必ず記入してください） 
※（ア）～（ウ）のいずれかに○をつけて下さい。   ホテル・民宿  (名称                   ) 

（ア） 自宅から通学する                           その他  （名称                       ） 
（イ） 自宅・学校以外の宿泊施設を自分で手配する 
（ウ） 自宅・学校以外の宿泊施設の手配を提携旅行会社に任せる 

 
通学方法 （※(ア)～(ウ)の方は必ず○をつけてください） 

【 徒歩 ・ 自転車 ・ 自家用車 ・バイク ・バス ・ レンタカー・ その他(                         ) 】 
 
学校の食堂の食事を利用する方は次の欄に日付を記入してください。（※外泊・通学のみ） 

 

朝食（１食／４６０円） 昼食（１食／７５０円） 夕食（１食／７５０円） 
   

 

スクーリング参加日程をお答えください 
各月毎でテーマが決まっていますので別紙のお知らせを 

よく読んで参加月を決定してください。 

スクーリング実施期間 ○を記入 

６泊７日 8/1 (水) ～ 8/7 (火)  

７泊８日 
7/3 (火) ～ 7/10(火)   

9/3 (月) ～ 9/10(月)   

９泊１０日 
7/1 (日) ～ 7/10(火)   

9/1 (土) ～ 9/10(月)   

３泊４日 
8/1 (水) ～ 8/4 (土)【 A日程】  

8/4 (土) ～ 8/7 (火)【 B日程】  

※ ＦＡＸ不可 郵送に限る。スクーリング参加申込書を郵送する際は、封筒表面に「スクーリング参加申込書在中」 と朱引きしてください。 

送迎バス利用についてお答えください 

 往復利用する 

 片道だけ利用する ［ 行き ・ 帰り ］ 

 利用しない  ※自宅⇔学校までの交通手段に○をつけて下さい 

【 徒歩 自転車 自家用車 バイク バス その他（     ）】 

 ※送迎バスの途中乗下車を希望される方は… 

沖縄県内在住の方に限り、送迎バスの途中乗下車が可能です。 

利用できるバス停は、次のバス停に限ります。 

●途中下車を希望する方は、利用バス停に○をつけて下さい 

(１) 幸地 （２） 琉大入口 （３） 中城  （４） 喜舎場 

 (５) 山里 (６) 池武当    (７) 名護市役所前 

 

※ 後期（１１月以降）のスクーリング参加申込は、ゆんたく
９月号でご案内します。 

７月スクーリング参加申
込みの方は、足のサイ
ズを記してください（特
別活動）！ ．cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 24 年度 ７月スクーリング参加費用の支払方法について 

事務部  鈴木 啓之 

スクーリング参加費用は、一旦デポジット(預かり金)で入金して頂き、スクーリングに参加する際に残高から差引か

せていただきます。なお、申込がまだの方は次のデポジット申込書を至急( 6月13日(水)17時 必着締切) 学校へ送付し

てください。 

到着確認後、支払通知を送付しますので、お申込みいただいたコンビニエンスストアにて速やかに納付してください。 

【 6月15日(金)の14時までにデポジットの入金が確認できない場合は、スクーリングキャンセルとなります。】  

また、デポジット残高がスクーリング参加費用に満たない場合は、別途デポジット追加入金のご案内をいたします。 

 

 
  

 

 

① デポジット(預かり金)の納付希望金額をご記入ください。 
 
 
 

② 納付は下記のコンビニエンスストアからとなります。 

希望するコンビニエンスストアに○をつけてください。 

(  ) ローソン (  ) ファミリマート 

(  ) セブンイレブン (  ) セイコーマート  

デポジット申込書  

金                      円 

【納付金額一覧】 

通学で参加⇒3000円以上1000円単位 

3泊4日で参加  ⇒12000円程度 （1000円単位） 

6泊7日で参加  ⇒20000円程度 （1000円単位） 

7泊8日で参加  ⇒22000円程度 （1000円単位） 

9泊10日で参加 ⇒28000円程度 （1000円単位） 

※複数回参加予定の方は、回数分の合計をお支払いください。 

※スクーリング参加費用が差し引けないと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

スクーリングには参加できません
．．．．．．．

！！ 

７月の沖縄は真夏の太陽が照りつける気候！！ 
体を動かし、心をリフレッシュさせるのが体育♪ 
みんなで心と体のリフレッシュをはかりましょう★★★ 

●心配蘇生法実習 

●ドッジビー 

●ストレッチ＆マッサージ  など( .̂ )̂                
 ※若干の予定変更、種目増加をする場合もあります。 

７月 

 

７月 

真夏の太陽を浴びながら、沖縄の海を満喫したい方、 

マリンスポーツで一緒に enjoyしましょう♪ 

大きなイベントは２日間にわたって行います(*^_^*) 

【7月4日】 

●シュノーケリング講習 

●シーカヤック 

●ビーチコーミング 

【7月7日】 

●ハーリー 

●体験ダイビング 

※この日は選択制

です!! 

体験ダイビング(有料)を希

望する方はスクーリング参

加費にプラス７千円多く

入金をお願いします。 

【注意事項】 

天候等の事情により内容が変更になる可能性

があります。 

泳ぎに自信がない方でも大丈夫ですが、真夏

の太陽の下で活動したくない方や体力に自身

のない方はご遠慮下さい 

社会体験 
～卒業後の未来へ向けて～ 

リーダー：横田裕美 

卒業後の進路を考えると気持ちがワクワクする… 
そんな未来へ進んでいくために考えました!! 

社会体験スクーリング(*^。^*) 
職業体験などを行い、 

卒業後の道を考えるきっかけになることを 
願っています。 

８月 

９月 

修学旅行 
スクーリング 

※観光施設入館料が別途必要となります※ 

 



フリガナ 　

氏　名 性　別 　男　・　女 血液型 　　　　　型

身長：　　　cm　体重：　　　ｋｇ　足サイズ：　 　　　ｃｍ　　　　　

住　所 〒

電話番号：　 緊急連絡先：　

1 上記に私自信（参加者）が間違いなく記入し、瀬底ビーチマリンクラブが主催するマリンスポーツツアー

に申込みを致します。

2 申込みにあたり、マリンスポーツツアー開催当日の事前説明を完全に理解し、当日の健康状態に問題のない

参加者のみ、ツアーの参加対象とさせて頂きます。

ツアー中は、ライフジャケットを着用し安全に配慮いたしますが、インストラクターの指示等に従わなかった

場合において発生する事態については、瀬底ビーチマリンクラブ及びインストラクターに対して、責任を

問わないことを了承致します。

3 健康チェック表

　該当項目がある際は、事前に医者の診断書が必要となる場合がございます。

　※あてはまる所にチェックをお願いします。

□高所恐怖症・閉所恐怖症 □喘息 □心臓障害 □過呼吸（パニック障害等）

□花粉症・アレルギー症状 □高血圧 □血液障害 □１ヶ月以内の手術

□アルコール依存症 □気胸 □水恐怖症 □副鼻腔炎

□適度な運動が出来ない方 □妊娠中 □糖尿病 □気管支炎 　

□耳鼻科の病気 □てんかん □潜水病

□不整脈・動悸 □乗り物酔い □狭心症

□肺の障害 □脳疾患 □躁鬱病

□首・関節等の障害をお持ちの方もしくは後遺症の恐れがある方

現在投与をうけている薬を全部あげて下さい：

※よく読んでご記入して下さい。

私（参加者）は上記の健康状態は、間違いありません。記載漏れの事項に関する責任を負うことに同意致します

この同意書は単に注意書きにとどまらず、この同意書の内容をすべて確認して、私（参加者）署名を下記に記入

致します。未成年者の場合は、私の親権者から同意を受けていることをここに宣言いたします。

以上

参加者名 日付 　年 月　 日

未成年者／親権者署名　　　　 日付 　年 月　 日

担当インストラクター

文部科学省認可通信教育

同　意　書

7月スクーリングの体験ダイビング参加申込書
（7月7日の午前中に、希望者のみ有料で実施します。

生年月日：　　　　　年　　月　　日   満　　　歳

　　　　　　　組　　　番

※希望者はこの用紙をスクーリング申込書と合わせて提出し、 7千円を6月15日14時までにデポジットでご入金

下さい。また、7月6日の事前指導に必ず出席して下さい。この時に出欠の最終確認をします。このときまでは

キャンセル料は発生しませんがこの後にキャンセルした場合は６０％（4,200円のキャンセル料が発生します。）



フリガナ セソコ　　タロウ 　

氏　名 瀬　底　　太　郎 性　別 　男　・　女 血液型 　　　　Ａ型

身長：167cm　体重：　58ｋｇ　足サイズ：　 25.5ｃｍ

住　所 〒905-0227

沖縄県国頭郡本部町字瀬底73番地

電話番号：　0980-47-7433 緊急連絡先：　090-○○○○-○○○○(母携帯）

□　バナナボート１０分コース □　体験ダイビング □　バナナボートシュノーケル

□　ビーチシュノーケル □　ボートシュノーケル □　ジェットスキー体験

□　バナナボート瀬底島一周コース ※参加するメニュー全てにチェックをお願いします。

1 上記に私自信（参加者）が間違いなく記入し、瀬底ビーチマリンクラブが主催するマリンスポーツツアー

に申込みを致します。

2 申込みにあたり、マリンスポーツツアー開催当日の事前説明を完全に理解し、当日の健康状態に問題のない

参加者のみ、ツアーの参加対象とさせて頂きます。

ツアー中は、ライフジャケットを着用し安全に配慮いたしますが、インストラクターの指示等に従わなかった

場合において発生する事態については、瀬底ビーチマリンクラブ及びインストラクターに対して、責任を

問わないことを了承致します。

3 健康チェック表

　該当項目がある場合は、事前に医者の診断書が必要となります。

　※あてはまる所にチェックをお願いします。

□高所恐怖症・閉所恐怖症 □喘息 □心臓障害

□花粉症・アレルギー症状 □高血圧 □血液障害

□アルコール依存症 □気胸 □水恐怖症

□適度な運動が出来ない方 □妊娠中 □糖尿病 　

□耳鼻科の病気 □てんかん □潜水病

□不整脈・動悸 □乗り物酔い □狭心症

□肺の障害 □脳疾患 □躁鬱病

□首・関節等の障害をお持ちの方もしくは後遺症の恐れがある方

現在投与をうけている薬を全部あげて下さい：

※よく読んでご記入して下さい。

私（参加者）は上記の健康状態は、間違いありません。記載漏れの事項に関する責任を負うことに同意致します

この同意書は単に注意書きにとどまらず、この同意書の内容をすべて確認して、私（参加者）署名を下記に記入

致します。未成年者の場合は、私の親権者から同意を受けていることをここに宣言いたします。

以上

参加者名 　　瀬　底　　太　郎 日付 　2008年 10月 1日

未成年者／親権者署名　　　　瀬　底　　一　郎 日付 　2008年 10月 1日

担当インストラクター

同　意　書

マリンスポーツツアー参加申込書

参加ツアーメニュー

生年月日：　１９８９年　８月　１４日   満　１８歳

　　　　　１　組　１０番



平成   年   月   日

沖縄県知事　殿

　高等学校等就学支援金の加算支給について，次のとおり届け出ます。

（高等学校・中等教育学校の場合）

【確認事項】
１．加算支給の届出区分のうち，該当するものを選択してください。

２．(1)または(2)の中から，該当するものを選択してください。

[理由]

[理由]

３．所得に関する書類を添付する者の氏名及び生徒との続柄を記入してください。

上記の内容に相違ありません。 記入者署名

※印の欄は，学校設置者において記入してください。 ※学校受付日　平成　　 年　　 月　　 日
備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

以下の理由により，生徒本人又は主として生徒の生計をその収入により維持している者の所得に関
する書類を添付します。

(1) □
□

(2)

②

□

□

民法第857条の２第２項に規定する財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人が選任されています。

法人である未成年後見人が選任されています。

児童福祉施設に入所しており，児童福祉施設の長が児童福祉法の規定により親権を行っています。

□

□

都道
府県

□

学校の所在地

学校設置者
の名称

都道
府県

　７月～３月　※当該年度の課税証明書等　４月～６月　※前年度の課税証明書等

市区
町村

□

全日制 ・ 定時制

注

姓氏　名生
徒

学
校

住　所

学校の名称

様式第2号（第8条第2項関係）

保護者による代筆も可能です。

ふりがな

高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書

日月年

・ 通信制

生年
月日

昭和
平成名

市区
町村

保護者の所得に関する書類を添付します。

氏名生徒との続柄

その他，以下の理由により保護者の所得に関する書類を提出することができません。

氏名

保護者が１人の場合又は親権者若しくは未成年後見人の一部に別紙ロ③～⑤に該当する者がいる場合

①

児童相談所に入所しており，児童相談所長が児童福祉法の規定により親権を行っています。□

□

□

生徒との続柄

成人に達しており保護者がいないため，生徒本人又は主として生徒の生計をその収入により維持し
ている者の所得に関する書類を添付します。

八 洲 学 園 大 学 国 際 高 等 学 校

学 校 法 人 八 洲 学 園

沖縄 本部 備瀬１２４９


