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♪積極的にスクーリングに参加しましょう♪ 
 

平成２５年５月２８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。 



 

 

事務部 板谷 幸恵 

先生方に自己紹介をしてもらいました。みなさんの担任の先生はこんな人です♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任紹介 

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 

昨年度に引き続き、１・２番クラスの担任になりました。 

出身は沖縄県本部町、趣味はホームセンター巡りです(^_^)  

また、副担任が決定しましたので報告です♪ 

名前は比嘉彩香(ひがあやか)先生 ⇒ 趣味はショッピング、特技は

テニス、マイブームはボーリング♪ 

これから２人体制で１・２番クラスの皆さんをサポートしていきま

すので宜しくお願いします<m(__)m> 

２ 

★3・4番クラスの皆さんへ★ 
改めまして、こんにちは！今年度３・４番クラスの担任をさせて頂くこ
とになりました佐藤愛利（さとうあいり）です。趣味は眠ること、食べ
ること、お笑い番組を見て大笑いすることです。友達とおしゃべりをし
ながらカフェでおいしいケーキを食べる時間は最高に幸せだと感じま
す。みなさんが幸せだと思う時間を共有していきたいと思いますので、
スクーリング参加の際はたくさんお話ししましょう♪ 
メールや電話での近況報告もお待ちしていますので、どうぞよろしくお
願い致します(*^_^*) 

ひまわりクラス担任(９．０番)・保健体育科の横田裕美(よこたゆみ)

です。生まれも育ちも福島県の雪国育ち!!春になると山菜が食べたい

と地元を懐かしみながら、学校がある沖縄県に住んでいます(*^_^*) 

現在はパワースポット探しながら、笑って過ごす毎日♪ 

みなさんにお逢いできる事を楽しみにしています(*^_^*) 

担任の平安山智子（へんざんともこ）です。神奈川県出身。現在は
１歳と２歳の子育て中です。スクーリング中には色々な生徒さんか
ら子どもの立場に立った子育てに関するアドバイスをいただきなが
ら実践中です。担当科目は保健体育。得意なスポーツはラジオ体操♪

運動は苦手ですが体を動かすことが大好きです。スクーリングで皆
様にお会いできることを楽しみにしています。困ったことやわから
ないことがあればいつでも相談してくださいね。 

どうぞよろしくお願いします。 

そんな私の趣味はサザエさん。本当に大 

好きで、見ることができない時は必ず録 

画、そして毎晩かかさず YOUTUBE で 

視聴しています。同じくサザエさんが好 

きな方は、ぜひ一緒にサザエさんを語り 

ましょ！画像引用先：http://blogs.yahoo.co.jp/ryunosuke20007/folder/178143.html 

 



地域貢献委員会 平安山 智子 

 

本校のある本部町は沖縄本島で唯一カツオ漁をしている町ということで、毎年鯉のぼりの時期に

カツオのぼりが渡久地港いっぱいに掲げられています。今年は本校も協賛し、カツオを掲揚しまし

た。そして、「第１回 もとぶ カツオのぼり まつり」が開催されました。本校教職員もイベント

に参加し、地域の皆様と一緒に楽しみました♪皆さんも、本部町に来た時には是非ご覧下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、５月６日（月）、『第３回 沖縄県内の小学生を対象とした本部町×八洲学園 少年サッカー

大会』（後援：本部町教育委員会/本部町商工会）を開催しました。この大会は、本校が本部町の活

性化に寄与することを目的とし、少年にスポーツの楽しさと喜びを知ってもらうと同時に、少年サ

ッカーを通して少年・保護者間の地域交流による連携意識を育成するものとして行っています。全

体で約３５０名の方が来場されました。 

 

沖縄県国頭郡本部町は、人口１３，８６３人で、沖縄本島北部の

「山原（やんばる）」と呼ばれる地域にあります。国内有数の透明

度を誇るビーチがあり、年間３００万人以上が訪れる観光の町。

特に有名なのは「沖縄美
ちゅ

ら海水族館」のある海洋博公園（学校か

らは徒歩１５分）。また、「そばの町」として沖縄そばの美味しい

お店が沢山あり、沖縄本島で唯一カツオ漁をしている町。さらに、

1 月中旬から日本一早いお花見（カンヒザクラ）ができる八重岳

もありますよ。今回は、本校に在籍する生徒さんや保護者の皆様

に本部町のことを知っていただきたいと思い、本部町関係機関の

協力を得て「本部町観光ガイドマップ」を同封しています。 

八八洲洲学学園園大大学学国国際際高高等等学学校校ののああるる  
沖沖縄縄県県国国頭頭郡郡本本部部町町ははここんんななととこころろ 

※今回のゆんたくに同封しています！ 

 

本校の地域貢献活動について 
 

文部科学省認可通信教育 

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(文部科学省様式第15号) 」(以後、「加算支給届

出書」という。)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月または入学時に提出いただいた「加算支給届出書」に添付の証明書類は、平成

２５年６月までの支給額決定に必要な書類です。平成２５年７月から平成２６年６月までの

支給額決定については、平成２４年中所得に対する平成２５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２５年度分の加算支給届出の提出方法 

 

期限：平成２５年６月２７日(木)必着 

対象者： 

①２倍加算（授業料額が上限となります） 

 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、 

保護者全員米の市町村民税所得割額の合算が非課税または生活保護

を受けている方 

②１．５倍加算 

 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、 

保護者全員米の市町村民税所得割額の合算が１円以上の課税があり、

次ページの「早見表」基準額未満の課税額の方。 
 

なお（保護者全員の市町村民税所得割額の合算が次ページの「早見表」基準額を超え

る方は、申請しても加算支給が認められません。 

 

提出物： ①「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」 

②平成２５年６月以降の課税額を証明する書類または生活保護受給証明書 

 ③（１.５倍加算の方は追加で）扶養している子どもの数を証明する書類 

 および「１９歳未満の扶養親族に関する申立書」（p5参照のこと） 

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 

お問い合わせ先： 

親川、平良 0120-917-840 

４ 



（1.5倍加算支給対象者のみ提出）

平成　　年　　月　　日

（注） 保護者による代筆も可能です。同姓の場合は、２人目以降は姓は省略可能です。

1 姓 八洲 名 又 次 郎

2 姓 名

3 姓 名

4 姓 名

1 姓 八洲 名 花 子

2 姓 名

3 姓 名

4 姓 名

姓 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

太郎八　洲生徒の氏名

学校の名称（※）
全日制　・　定時制　・　通信制　（高等学校・中等教育学校の場合）

八洲学園大学国際高等学校

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

氏　名

氏　名

 平成 10・11・12
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

生 年 月 日 扶 養 者

１６歳未満の扶養親族（平成９年１月２日以降生まれ）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

１９歳未満の扶養親族に関する申立書（平成２５年７月～２６年６月分）

　生徒の保護者等の扶養親族のうち，平成２４年１２月３１日（年の途中で死亡し
た場合には，その死亡の日）において年齢が１９歳未満であった者について，以下
のとおり申し立てます。

１６歳以上１９歳未満の扶養親族（平成６年１月２日～平成９年１月１日生まれ）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

生 年 月 日 扶 養 者

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・

 平成 　・ 　・

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 8・9・10

 平成 　・ 　・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１.５倍加算対象者の 
 提出書類 
 

● １.５倍加算該当者は、 

① 「高等学校等就学支援金の加算支給に関す

る届出書」 

② 保護者全員の課税証明書（役所で発行申請

時に「全部事項証明」とご指定下さい。） 

 に加えて次の書類の提出が必要です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

③ 戸籍謄本 （※ 保護者の数、19歳未満の扶

養親族の年齢を証明する書類です。） 

④ 「19歳未満の扶養親族に関する申立書」 

（「ゆんたく」添付の様式による） 

⑤ 健康保険証の写し（④に記載する19歳未満

の扶養親族の全員分）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

●【早見表】（１．５倍加算）
１９歳未満の扶養親族の数(H5.1/2以降生まれ)

うち１６歳未満 うち１６歳以上１９歳未満
(H9.1/2以降生まれ) (H6.1/2～H9.1/1生まれ)
21,300円／人 11,100円／人

０人 0人 0人 18,900円
１人 0人 1人 30,000円

1人 0人 40,200円
２人 0人 2人 41,100円

1人 1人 51,300円
2人 0人 61,500円

３人 0人 3人 52,200円
1人 2人 62,400円
2人 1人 72,600円
3人 0人 82,800円

４人 0人 4人 63,300円
1人 3人 73,500円
2人 2人 83,700円
3人 1人 93,900円
4人 0人 104,100円

５人 0人 5人 74,400円
1人 4人 84,600円
2人 3人 94,800円
3人 2人 105,000円
4人 1人 115,200円
5人 0人 125,400円

基　準　額
（基本額18,900円）

未成年の
扶養親族
数

文部科学省認可通信教育 

【計算式】 

市町村民税所得割額

が 18,900 円に 

（イ）16 歳未満の扶養

親族の数×21,300 円、 

（ロ）16 歳以上 19 歳未

満の扶養親族の数×

11,100 円 

の合計を加えた額未満 

記載例 

５ 



 

 
 
誰の市町村民税課税証明書をつければよいか 
 

①本人が未成年で、保護者が２名の場合 →保護者両名の課税証明書 

②本人が未成年で、保護者が１名の場合 →１名の保護者の課税証明書 

③本人が成人しており、扶養されていない場合 →生徒さん本人の課税証明書 

  ＋生徒さん本人の健康保険証のコピー 

③本人が成人しており、扶養されている場合 →扶養者の課税証明書 

  ＋生徒さん本人の健康保険証のコピー

  

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

様式１５

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。

7 8 9

八洲学園大学国際高等学校
（高等学校・中等教育学校の場合）

（専修学校の場合）

沖縄 本部 備瀬１２４９

学校法人　八洲学園

【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。

住　所
都道
府県

様式第2号（第8条第2項関係）

高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書

注 保護者による代筆も可能です。

生
徒

昭和
平成

年 月
生年
月日

ふりがな

定時制

保護者の所得に関する書類を添付します。

都道
府県

日

市区
町村

氏　名 姓 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

通信制・

通信制学科

・

学校設置者
の名称

学校の所在地

昼間学科 ・

氏名

(2)

生徒との続柄 氏名

①

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。

□ 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

□ 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。

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。

□

□

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。

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。

□ 　４月～６月　※前年度の課税証明書等 □ 　７月～３月　※当該年度の課税証明書等

夜間等学科 ・

市区
町村

学
校

学校の名称 全日制

(1) □

□

□

□

②

やしま やしま

妻と離別した。添付の戸籍謄本にて、保護者が一人であることを証明する。

八 洲  父 郎

八 洲 太 郎

八 洲  父 郎 父

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 24 年 6 月中の日付としてく

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 

・保護者が１人である場合は、その事由と

１人であることを証明する添付書類の名

称（戸籍謄本など）を記してください。 

 

 

 

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 

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。）（生

徒さんが成人で扶養に入っていない場合

は自身の名前を記載してください。） 

６ 



 

高等学校等就学支援金 加算支給Q＆A 
 

Ｑ０「『加算支給に関する届出書』や『課税証明書』は、全生徒が提出しなければならな

いのか？」 

Ａ０「課税証明書ほか加算に関する書類は、全員が提出する必要はありません。保護者の

収入が一定未満の場合のみ就学支援金が加算されますので、その要件を満たす方の

み提出が必要となります。」 

 

Ｑ１「加算支給はだめもとでも申請すべきですか？」 

Ａ１「前年の所得への平成２５年度課税額で評価されますので、まずは市町村民税課税証

明書を取り寄せて『所得割額』と、p5『早見表』を見比べてください。基準額より

も課税額が低ければ加算支給の対象となります。」 

 

Ｑ２「今回の加算支給の届出が認定されたら、どの時期の授業料まで有効ですか？」 

Ａ２「今回の加算支給が沖縄県に認定されると、次の時期の授業料が対象になります。 

担任の先生と今後の履修計画をよく詰めた上で加算支給の手続きを進めて下さい。 

 ・平成２５年度前期の科目追加登録にかかる授業料の７月～９月分の加算支給分 

 ・平成２５年度後期の科目追加登録にかかる授業料の１０月～２６年３月分の 

 加算支給分 

 ・平成２６年度前期の科目追加登録にかかる授業料の４月～６月分の加算支給分」 

（ただし、年間３０単位までの支給上限、支給対象期間の範囲内での支給となります。） 

 

Ｑ３「平成２５年度前期授業料への加算支給は、いつ口座に振り込まれますか？」 

Ａ３「昨年の実績から見て、今年度も平成２５年１１月から１２月頃が見込まれます。」 

 

Ｑ４「今回の手続きで、平成２４年度の加算支給の手続きと異なることはありますか？」 

Ａ４「加算支給の届出書が文部科学省様式第四版に改定され、記入欄が増えました。 

また、当校は平成２５年４月から学校が一時的に負担することにより、授業料と高

等学校等就学支援金基本支給見込み金額との事前相殺を開始しました。そのため、

平成２５年度からは、基本支給額の方への振込みは原則なくなり、加算支給対象者

のみに加算支給額と基本支給額の差額分を口座振込みをします。」 

 

Ｑ５「平成２５年に保護者の収入が激減したのですが、加算支給対象になりますか？」 

Ａ５「残念ながら、高等学校等就学支援金の例規には激変緩和の規定がありません。 

ただし、申請時期までに生活保護世帯となった場合は生活保護受給証明を添えて２

倍加算の申請が可能です。」 

 

Ｑ６「どうして、１.５倍加算支給は、扶養している子どもの数で市町村民税所得割額の

基準額が大きく変わるのですか？」 

Ａ６「税制改正で、子ども手当支給開始に伴い年少扶養控除が廃止されました。従来方式

で一律に基準額を当てはめると、子どもの数によって不公平が生じるので、扶養控

除（年少）や特別扶養控除に相当する額で基準額を緩和し不公平を解消するためと

されています。」 

７ 

文部科学省認可通信教育 



                                     事務部 鈴木 啓之 

 

平成２４年度後期科目追加登録または平成２４年度後期入学の生徒さん・保護者さまで高等学

校等就学支援金受給資格の認定された方に連絡します。 

お届けいただきました銀行口座への高等学校等就学支援金の振り込みは、沖縄県からの代理支

給を受けての処理となることから、６月上旬ころが見込まれます。また、口座振り込みに前後して、

「高等学校等就学支援金交付決定通知」を郵送いたしますので、金額をよくお確かめいただきます

ようご案内いたします。 

 

※）次の事例に該当する方は、今回の支給はありません。 

 平成２４年度後期に履修登録をされなかった方 

 「高等学校等就学支援金受給資格申請書」を提出されなかった方 

 私立高等学校在籍期間が支給期間上限に達した方 

 すでに７４単位を越えて単位登録をされた方 （※期限切れ科目や前籍校修得単位を含む） 

 日本に住所のない方 

 

当校では、みなさまのご負担を軽減する為に、平成２５年度前期より授業料への高等学校等就

学支援金支給に先だって、学校が一時負担して高等学校等就学支援金の基本支給分を相殺した額に

て授業料をご請求するようにいたしました。したがいまして、例年１１月～２月の間で支給してお

りました前期授業料への高等学校就学支援金基本支給の振り込みは、原則として今年度はありませ

ん。加算支給が沖縄県に認定された方については、学校が県からの代理支給を受けましたら速やか

に、事前に相殺させていただいた基本支給と加算支給の差額分をご指定の口座に振り込みいたしま

す。 

 

教務部 横田 裕美 

 

リポート問題に一部訂正があります。下記科目をご登録されている方は、ご確認下さい。 

 

書道Ⅰ（科目コード：０７７０）ＮＯ.６ 

※ 以下の問題は削除となります。 

一、いちばん好きな作品  理由 

８ 

リポートの訂正について 

平成２４年度後期授業料への就学支援金支給について 

文部科学省認可通信教育 



                                      教頭 中村 成希 

 
 

 

 

 

 

 

●日時：６月２９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：小嶺 衛（ロクト整形外科クリニック 理学療法士） 

公益社団法人 日本理学療法士協会 代議員 

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 理事・副会長 

 
 
 

事務部 番場 晴美 

 

 

９ 

６月通学スクーリング 

・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♪ 

 

     ６月通学スクーリング ６月２６日[水] 
 
・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。 

 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）  

・昼食はなるべく持参するようお願い致します。 

・時間割は変更(追加)される場合があります。 

６月講演会＆勉強会「スポーツ障害の予防とトレーニング（仮題）」 

文部科学省認可通信教育 

6月26日（水）

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）

学校バスでコンビニまで

送迎します

国語総合
生物Ⅰ・
生物基礎

日本史Ｂ

英語Ⅰ 現代文 美術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

校内放送でお知らせします

合同体育

≪講演会＆勉強会の内容≫ 

スポーツ推薦等で進学したが、怪我に悩む学生が多い。どのように身体的フォロー

をし、精神的フォローをすべきか勉強する。また、当日は、怪我予防トレーニングを

する予定です。（動きやすい服装・運動靴で来校してください。） 



                                      教頭 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。） 

 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

  【学習提携校名】 【住 所】 

北海道 
●札幌中央義塾高等学院 北海道札幌市西区 

●札幌キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 北海道札幌市中央区 

宮城県 ●仙台キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 宮城県仙台市青葉区 

埼玉県 ●大宮キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 埼玉県さいたま市大宮区 

千葉県 ●勝田台キャンパス（ＯＳＥアカデミー） 千葉県八千代市勝田台 

東京都 
●代々木キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 東京都渋谷区 

●フリースクール英明塾 東京都江戸川区 

愛知県 
●中京ドリーム高等学院 愛知県名古屋市千種区 

●名古屋キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 愛知県名古屋市中村区 

京都府 ●ライセンススクールコーポレーション 京都市下京区  

石川県 
●金沢キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 石川県金沢市 

●学びの森 七尾高等学院 石川県七尾市 

大阪府 ●大阪キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 大阪府大阪市北区 

兵庫県 ●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院 兵庫県姫路市 

広島県 ●広島キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 広島県広島市中区 

高知県 ●陽気塾 高知県高知市 

福岡県 ●福岡キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 福岡県福岡市博多区 

鹿児島県 ●スタディルーム高等部 鹿児島県鹿屋市 

沖縄県 

●那覇高等美容学校 高等部 沖縄県那覇市牧志 

●三愛高等学院 沖縄県那覇市牧志 

●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所） 沖縄県本島１１ヶ所 

●未来学習サポートセンター 沖縄県石垣市 
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文部科学省認可通信教育

事務部　番場　晴美

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/3 電気エネルギーの一生 6/4 科学のひろがり 6/4 ５点アップ作戦(6)〈比較級のまとめ〉

6/17 どこで？ なにに？エネルギーを使う 6/18 宇宙の中の地球 6/11 誰に何を〈SVOO〉

 6/18 思い思われブロークン〈受動態〉

6/25 アピール大作戦！〈２学期のまとめ〉

毎週　水曜日　14:00～14:30 毎週　水曜日　14:30～15:00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/4 Lesson 8 Notes and Coins of the World (1) 6/5 恐竜時代 6/5 金属イオンの分離と確認

6/11 Lesson 8 Notes and Coins of the World (2) 6/12 人類誕生への道のり 6/12 無機化学工業 

6/18 まとめ Try again! (4)～Lesson 7, 8 の復習～ 6/19 大気の構造 6/19 有機化合物

6/25 Communication (4) Where am I? 6/26 大気と熱の関係 6/26 脂肪族炭化水素

毎週　木曜日　14:00～14:20 毎週　木曜日　14:40～15:00

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/6 東南アジアへようこそ 6/6 住空間をデザインする～生活空間と機能～ 6/6 体液とその循環～全ては細胞のために～

6/13 中国へようこそ(1)～自然とくらし～ 6/13 “快適”に潜む住まいの問題～住環境と健康・安全～ 6/13 体液と生体防御～体を守る細胞のネットワーク～

6/20 中国へようこそ(2)～経済発展と問題～ 6/20 誰もが快適に暮らすために～住環境と社会～ 6/20 肝臓と腎臓～体を維持する肝腎な」はたらき～

6/27 朝鮮半島へようこそ 6/27 個性がキラリ！私の部屋～自分らしく住む～ 6/27 ホルモンと自律神経 (1)～じっくり全身、すばやく局所～

隔週　金曜日　15:00～15:30

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/6 条約改正 6/7 三角形の面積 6/7 アナログとディジタル

6/13 日清戦争 6/14 正弦定理 6/21 ディジタル化のしくみ

6/20 蝦夷地から北海道へ～近代日本と北海道・アイヌ～ 6/21 余弦定理

6/27 琉球から沖縄へ～近代日本と沖縄～ 6/28 三角比と座標

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル
6/7 彫刻～やっぱり彫りたい～ 6/14 漢字の書・創作～古典を生かす～
6/21 インスタレーション 6/28 仮名の書 (1)～ひらがなの誕生～ 

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/7 沖縄の手記から(2)（田宮虎彦） 6/3 山月記(3)（中島 敦） 6/3 Lesson 10 Media Literacy(1)

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

6/14 沖縄の手記から(4)（田宮虎彦） 6/10 山月記(5)（中島 敦） 6/10 Lesson 10 Media Literacy(3)

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

6/21 聞き書き (1) 6/17 山月記(7)（中島 敦） 6/17 Lesson 10 Media Literacy(5)

6/22 聞き書き(2) 6/18 山月記(8)（中島 敦） 6/18 Lesson 10 Let's Try! 「目的を尋ねる表現」

6/28 学問 6/24 折々のうた(1)（大岡 信） 6/24 英語のことば遊びを楽しむ(1)

6/29 人間 6/25 折々のうた(2)（大岡 信） 6/25 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

6/5 現代生活とスポーツ 6/7 源氏物語（5）～夕顔(2)～ 6/9 Lesson 7 Where Are You Now? (2)

6/6 競技スポーツの意義 6/8 源氏物語（6）～夕顔(3)～ 6/16 Lesson 7 Where Are You Now? (3)

6/12 スポーツの社会的役割 6/14 古体の詩（1）子衿 6/23 Lesson7 Where Are You Now? (4)

6/13 スポーツの始まりと変遷 6/15 古体の詩（2）雑詩 6/30 More Speaking Power 4

6/19 大気汚染と健康 6/21 古体の詩（3）売炭翁(1)

6/20 水質汚濁と健康 6/22 古体の詩（4）売炭翁(2)

6/26 土壌汚染と健康 6/28 俳諧・春夏秋冬（1）貞門・談林・蕉門

6/27 健康被害の防止と環境対策 6/29 俳諧・春夏秋冬（2）芭蕉・芭蕉以降

毎週　木曜日　14:20～14:40

地  学

地  理 生  物

毎週　火曜日　14:30～15:00

英  語  Ⅰ 化　学

毎週　火曜日　14:20～14:30隔週　月曜日　14:00～14:30

■　日曜日　23:40～0：00

■　月・火曜日　0：20～0：40（2夜連続放送）

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

隔週　火曜日　14:00～14:20

科学と人間生活 ベーシック英語理科総合Ａ

※ＮＨＫEテレ3マルチ放送です。1枚作成するには2回分の番組視聴が必要です。

家　庭　総　合

日 本 史 

体育α・β・γ

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送）

英  語  Ⅱ

毎週　木曜日　15:00～15:30

美　術

※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。

オーラルコミュニケーションⅠ古  典 

毎週　金曜日　14:40～15:00

現   代   文

■　月・火曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

数  学  Ⅰ

国 語 総 合

書　道
隔週　金曜日　14:20～14:40 隔週　金曜日　14:20～14:40

情  報  Ａ
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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   http://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

http://k.yashima.jp/（携帯サイト） 

フェイスブック http://www.facebook.com/yashima.kokusai  

 

                                 
 

 

 

 

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。 

☆ 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、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） 

 
 

 

 

1 土  16 日  

2 日 ●６月スクーリング● 17 月  

3 月  18 火  

4 火  19 水  

5 水  20 木  

6 木  21 金 
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 

7 金 ７月スクーリング申込〆切（消印） 22 土  

8 土  23 日  

9 日  24 月  

10 月  25 火 
ゆんたく発送 

７月スクーリングキャンセル返金可能〆切（17:30） 

11 火  26 水 ☆通学スクーリング（自由参加） 

12 水 ７月スクーリング申込〆切（必着） 27 木 ７月スクーリング返送書類必着 

13 木  28 金  

14 金 ７月スクーリング詳細文書発送 29 土  

15 土  30 日  

      

編集後記 

 雨の季節ですね。最近はやっているの

か、レインブーツがよく売っているので、

買ってみました！これで雨の日も楽しく

外出できる・・・かも？  

 

横浜分室 板谷 幸恵 
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（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 



（1.5倍加算支給対象者のみ提出）

平成　　年　　月　　日

（注） 保護者による代筆も可能です。同姓の場合は、２人目以降は姓は省略可能です。

1 姓 名

2 姓 名

3 姓 名

4 姓 名

si
ro

1 姓 名

2 姓 名

3 姓 名

4 姓 名

姓 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

生徒の氏名

学校の名称（※）

全日制　・　定時制　・　通信制　（高等学校・中等教育学校の場合）

八洲学園大学国際高等学校

氏　名

氏　名

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

生 年 月 日 扶 養 者

１６歳未満の扶養親族（平成９年１月２日以降生まれ）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

１９歳未満の扶養親族に関する申立書（平成２５年７月～２６年６月分）

　生徒の保護者等の扶養親族のうち，平成２４年１２月３１日（年の途中で死亡し
た場合には，その死亡の日）において年齢が１９歳未満であった者について，以下
のとおり申し立てます。

１６歳以上１９歳未満の扶養親族（平成６年１月２日～平成９年１月１日生まれ）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・

 平成 　・ 　・

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・

 平成 　・ 　・

生 年 月 日 扶 養 者

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）



様式１５

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。

八洲学園大学国際高等学校
（高等学校・中等教育学校の場合）

（専修学校の場合）

沖縄 本部 備瀬１２４９

学校法人　八洲学園

【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

□ 　４月～６月　※前年度の課税証明書等 □ 　７月～３月　※当該年度の課税証明書等

夜間等学科 ・

市区
町村

学
校

学校の名称 全日制

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。

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。

□

□

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。

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。

氏名

(2)

生徒との続柄 氏名

①

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。

□ 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

□

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

通信制・

通信制学科

・

学校設置者
の名称

学校の所在地

昼間学科 ・

生年
月日

ふりがな

定時制

保護者の所得に関する書類を添付します。

都道
府県

日

市区
町村

氏　名 姓 名

住　所
都道
府県

様式第2号（第8条第2項関係）

高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書

注 保護者による代筆も可能です。

生
徒

昭和
平成

年 月



イ

ロ

ハ

ニ

(注)

　備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

確認事項２(1)に該当するときは，保護者全員の所得に関する書類（課税証明書・非課

税証明書等）を添付してください。

確認事項２(2)に該当するときは，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（医療保険各法（注）における扶養者等）の所得に関する書類を添付し

てください。また，主として生徒の生計をその収入により維持する者がいるかどうかに

ついて確認できる書類（健康保険証等の写し等）を添付してください。

医療保険各法とは，健康保険法，船員保険法，国民健康保険法，国家公務員共済組合法，地方公

務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。

（別紙）

留意事項

課税証明書等は通常毎年６月中に発行されるため，４～６月の加算支給については，前

年度の課税証明書等（前々年の所得を証明するもの）を提出し，７月～翌年３月につい

ては，当該年度の課税証明書等（前年の所得を証明するもの）を都道府県（文部科学

省）が定める期限までに提出してください。なお，７月以降に課税証明書等を提出した

生徒は，翌年６月まで加算支給を受けることができます。

保護者とは，親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）をいい，次の

①～⑤は除きます。

　①児童福祉法第33条の２第１項，第33条の８第２項又は第47条第２項の規定により

　　親権を行う児童相談所長

　②児童福祉法第47条第１項の規定により親権を行う児童福祉施設の長

　③法人である未成年後見人

　④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

　⑤その他生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難と認められる保護者


