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平成２７年５月２７日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務部 鈴木 啓之 

 

 

八洲学園大学国際高等学校情報誌 

「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 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、「さぁ、始めましょう」をテーマに自宅学習スタートのアドバイスです！ 

新入生のみなさん、練習用リポートを送っていない方は急いで送っ

てください！到着した方から順に連絡させてもらいますね。在校生

のみなさんは届いた教材の箱を開けてできそうなものから作成をお

願いします。学習していて不安な事や分からない事があれば電話か

メールで相談してくださいね。みなさんの「前に進みたい！」を全

力でサポートしていきますよ～！！！ 

２ 

担任から皆さんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！ 自宅学習順調にスタートしていますか？ 

「明日から進めようかな・・・」だと、ズルズル引きずってしまい、

気づいたら卒業延期ということもあり得ます。高校卒業という目標

達成のために、１日１枚でも良いので早めに進めるようにして下さ

い。また、もう１つの自宅学習課題「視聴報告書」について、やり

方や枚数など良くわからない方は気軽に連絡下さい！お待ちしてい

ます！ 

みなさん、ＧＷも終わりましたが元気に過ごしていますか？ 

自宅に届いている教材をまだ開けていない方はぜひ段ボールを開け

てみて下さい。 

何から進めればいいか分からないなど不明な点があれば気軽に連絡

して下さいね♪ 

メールでも電話でも構いません。担任の比嘉までご連絡下さいね！ 

みなさんからのご連絡お待ちしています（^^) 

 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは((^∀^*)) 

自宅学習は進んでいますか？自宅にリポートという課題が届いていると

思います。まずはそれを進めていきましょう。問題を解く中で少しでも

分からないなと、疑問に思ったこと等があればすぐに連絡ください！ 

学校電話、担任携帯、メールなんでもＯＫです♪ 

やる気がみなぎっている皆さんを、全力でサポート 

しますので、遠慮なく相談して下さいね！！ 

 

４月に入学した方も在校生の皆さんも手元に教材が届いている頃か

と思います。まず教材が届いた方は必ず学校までご連絡くださ

い！！高校卒業するためには自宅学習は必須になります。まずは教

材の段ボールを開けてみましょう。自分のやりやすい科目から早速

始めてみましょう♪「やり方がわからない・・・。」「何から始めて

いいかわからない・・・。」そんな方担任までご連絡ください(^O^) 

さぁ、一緒に学習スタートして行きましょう。 

 

 



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」を新規または継続して希望される方に案内します。 

 加算支給をご希望の場合、この「ゆんたく」同封の「様式１５ 高等学校等就学支援金の

加算支給に関する届出書」(以後、「加算支給届出書」という。)と証明書類とあわせて当校ま

で封書で郵送してください。 

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

２７年６月までの支給額決定に必要な書類です。平成２７年７月から翌平成２８年６月まで

の支給額決定については、平成２７年度市町村民税課税証明書が必要です。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２７年度分の加算支給届出（希望者のみ）の提出方法 

 

期限：平成２７年６月３０日必着（遅れると加算額が減額になります） 

対象者： ①１．５倍加算（５，６ページの基準額を参照してください） 

（希望者のみ）「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、５ページ「早見表」基準額未満の課税額の方 

 ②２倍加算（非課税の方、授業料額を上限とする） 

「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 
 

提出物： ①「様式１５ 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２７年度市町村民税課税証明書」または生活保護受給証明書 

（１.５倍加算の方は追加で）  

 ③ 「１９歳未満の扶養親族に関する申立書」 

 ④に記載した扶養親族全員の「保険証の表面のコピー」 
 

提出方法：封筒に「支援金加算支給」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 高等学校等就学支援金 加算支給届出書について 

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 

３ 

 平成２５年度以前に入学した方 

 平成２５年度以前に他校に入学し、 
平成２６年度以降に当校へ転入学した方 

（年度末に前籍校を退学し、４月編入学した方を含む） 

本人が成人してい
る場合は証明書類
が増えます。 

（６ページ参照） 



事務部 鈴木 啓之 

 
 

 

 

平成２６年４月施行の法改正で、平成２６年４月以降の高校進学者・編入生へは、就学支援金支給

に所得制限（保護者住民税のうち市町村民税所得割額が304,200円（年収910万円程度）未満）が設

けられる一方で、中低所得世帯（保護者住民税のうち市町村民税所得割額が154,500円（年収590

万円程度）未満）への加算支給が手厚くなります。 

つきましては、すべての平成２６年度/２７年度・新入生・編入生は、『様式１ 収入状況届出書』の提

出が必要です。「ゆんたく」に添付の様式に必要事項を記入し、保護者全員の所得を証明する書類

を添付して、期日までに封書で返送してください。学校で取りまとめて沖縄県庁担当課に提出し、県

の判定を受けます。 

なお、入学時に高等学校等就学支援金申請に添付いただいた証明書類は、平成２７年６月まで

の支給額決定に必要な書類です。平成２７年７月から翌平成２８年６月までの支給額決定について

は、平成２７年度市町村民税課税証明書等が必要です。証明書等の提出が遅れると、例規により高

等学校等就学支援金基本支給を含めて減額され、事前相殺分との差額授業料の追加徴収となりま

すので、必ず期限までに提出してください。 

平成２７年度分の提出方法 

 

期限：平成２７年６月３０日(火)必着（遅れると減額になる場合があります） 

対象者：平成２６年度/２７年度入学者 全員 
（除く平成２５年度以前に他校に入学した転入学生、年度末退学・編入学生） 

支給：①基本支給 

 保護者全員の市町村民税所得割額の合算が304,200円未満 

（基準を超えた場合は、７月以降の就学支援金打ち切りとなり、就学支

援金事前相殺分と実際の支給額の差額授業料を追加徴収します。） 

②１．５倍加算 

保護者全員の市町村民税所得割額の合算が154,500円未満 

③２倍加算（授業料を支給上限とする） 

保護者全員の市町村民税所得割額の合算が非課税～19,800円未満 

または生活保護世帯 
 

提出物： ① 『様式１ 収入状況届出書』 

 ② 「平成２７年度市町村民税課税証明書」または「生活保護受給証明書」 
 

提出方法：封筒に「収入状況届出書」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状況届出書提出について 

文部科学省認可通信教育 

 平成２６年度/２７年度に新入学した方 
 平成２６年度/２７年度に編入学した方 
平成２６年度に他校に入学し、転入学した方 
（平成２５年度以前に他校に入学し年度末の３月に退学し、４月に編入学した方は、３ページの対象者です） 

お問い合わせ先： 

親川、平良 0120-917-840 

本人が成人している
場合は証明書類が増
えます（６ページ参照） 

４ 



 

【参考】平成２５年度以前の入学者の高等学校等就学

支援金加算支給(１.５倍)市町村民税所割額 基準額  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【参考】平成２６年度・２７年度新入生の高等学校等

就学支援金支給 市町村民税所割額 基準額 
 

 

 
  

【高等学校等就学支援金 加算支給Ｑ＆Ａ】 
 

Ｑ「今回の加算支給が認定されたら、どの時期の授業料まで有効ですか？」 

Ａ「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。」 

・平成２７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 

 ・平成２７年度後期の科目追加登録にかかる授業料の１０月～２７年３月分の 加算支給 

 ・平成２８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 

（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。） 

Ｑ「平成２７年度授業料への加算支給は、いつ口座に振り込まれますか？」 

Ａ「昨年の実績から見て、今年度も前期授業料へは平成２７年１１月から１２月頃が見込まれます。

後期履修登録した方への加算支給は平成２８年の５月頃が見込まれます。」 

【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 

１９歳未満の扶養親族の数(H7/1/2以降生まれ)
うち１６歳未満 うち１６歳以上１９歳未満

(H10/1/2以降生まれ) (H7/1/2～H10/1/1生まれ)
21,300円／人 11,100円／人

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

基本支給 扶養親族数によらず一律に 304,200円未満 

１．５倍加算 扶養親族数によらず一律に 154,500円未満 

２倍加算 扶養親族数によらず一律に19,800円未満または生活保護世帯 

 

 

５ 

文部科学省認可通信教育 



 
【参考】 市町村民税課税証明書等が必要な者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 生活保護世帯は、「生活保護受給証明書」（平成27年1月1日時点に生活保護の対象であることが確

認できるものに限る。）の提出で所得を証明します。 

※ 保護者が海外赴任等で所得を証明できない場合は、八洲学園大学国際高等学校事務部へ事前に

ご相談ください。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

【参考】市町村民税課税証明書 見本 
 

文部科学省認可通信教育 

６

６ 

●本人が未成年で、親権者（保護者）が 2名いる 

→親権者（保護者）全員の「市町村民税課税証明書」 

●本人が未成年で、親権者（保護者）が 1名のみ 

親権者（保護者）の「市町村民税課→税証明書」 

    （離別、死別、その他 DV防止法上の保護を受けている等） 

●本人が成人（入学の時点）で、保険証は本人が筆頭者 

→本人の「市町村民税課税証明書」と本人の「保険証のコピー」 

●本人が成人（入学の時点）で、保険証は被扶養となってる 

→扶養者（親・配偶者等の保険証の筆頭者）の「市町村民税課税証明書」 

＋「本人の保険証のコピー」 

※ 文部科学省 「就学支援金の支給額の判断基準となる者について」フロー図をもとに作成 



                                     事務部 鈴木 啓之 

 

平成２６年度後期科目追加登録または平成２６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加算支給の認定された方に連絡します。 

 

高等学校等就学支援金加算支給については、沖縄県から学校への一括の代理支給を受けて５月

７日、お届けいただきました銀行口座へ振り込み手配しました。また、同日、「高等学校等就学支援

金交付決定通知」を郵送いたしましたので、通知の届いた方は、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２６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） 

 その他、例規により支給対象外となる方 

 

事務部 鈴木 啓之 

 

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

て校納金をご請求するようにいたしました。 

高等学校等就学支援金は、法令により月割計算で計算されます。次の場合は校納金請求時の就

学支援金支給見込み額と実際の支給額の差額を追加徴収させていただきます。 

 

１） 年度途中で転出や退学などの学籍異動があった場合。 

２） 保護者の所得が増え、平成２７年度（平成２７年７月～平成２８年６月に適用）の高等学

校等就学支援金の支給区分（基本支給または加算支給）が、平成２６年度（平成２７年４

月～６月に適用）の支給区分から支給減額に区分変更となった場合。 

３） 校納金納付や高等学校就学支援金支給に必要な書類・証明書について、正当な理由なく提

出期限を遅れた場合。 

４） 校納金請求時に授業料と相殺した就学支援金支給見込み額と、沖縄県が認定した就学支援

金交付決定額に差が生じた場合。（前籍高等学校が作成し入学後に提出される「高等学校等

就学支援金の受給資格の消滅について」記載の残支給期間や残支給単位が、前籍高等学校

作成の出願書類「単位修得出席状況証明書」と食い違っている場合） 

平成２６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 

平成２７年度前期校納金が変更となる場合 

７ 



沖縄県東村にある『沖縄開発青年隊（対象：15～32 歳未満）』の施設見学をさせて頂

きます。ここは職業訓練学校に近い形態で、約６ヶ月間、寮で共同生活をし、「規律訓練・

建設機械等の技術訓練及び農業畜産実習」を行い、知識や技術を習得する施設です。（約

8,400 名の修了生を社会に送り出しています。） 
 
≪ 多くの資格・技術の取得が可能 ≫ 

①大型特殊自動車免許証 

②小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

③フォークリフト運転技能講習修了証 

④玉掛技能講習修了証 

⑤アーク溶接特別教育講習修了証 

⑥ガス溶接技能講習修了証 

⑦車両系建設機械運転技能講習修了証 

⑧ローラー特別教育講習修了証 

⑨伐木特別教育修了証 

⑩刈払機特別教育修了証 

⑪車両系建設機械運転技能講習(解体用)修了証 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪ 当日の流れ（予定） ≫  

●13：30～13：45 → 沖縄支部会場（高校）にて、出欠確認と簡単な説明。 

●13：45～14：45 →「沖縄開発青年協会（東村）」へ大型バスにて移動。 

            ※時間になりましたら出発します。遅刻がないようにお願いします。 

●14：45～16：15 → 施設概要ガイダンス、施設見学等。 

●16：15～17：15 → 会場（高校）に戻って来て、解散。 

（※会場（高校）から自家用車で移動の方は、視察会終了後、現地解散。） 
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６月講演会＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 

８ 

◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄支部 

◆日 時：６月６日（土）１３：３０～１７：１５（１３：００～受付） 

      （※台風接近の場合、開催の有無確認は、沖縄支部まで連絡を下さい。） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆会 場：沖縄支部（ 八洲学園大学国際高等学校内 本部町備瀬 1249 ） 

◆問合せ：支部長 中村成希（沖縄支部ＴＥＬ：0980-51-7711） 

◆講 師：喜瀬 喜丈 （ 一般社団法人  沖縄産業開発青年協会 副理事長 ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事務部 鈴木 啓之 

 

生徒さん・保護者様の住所や氏名が変更になった場合や変更予定のある場合は、住所・

氏名変更の手続きをしてください。 

手続きを怠ると、学校から発送する成績や教材の文書が届きません。 

（特に教材配送は、宅配業者の配荷となるため郵便局の転居届手続をしていても到着しま

せん。） 

 

 変更の手続きにつては、担任の先生に相談いただくか、「学習の手帳」38-39ページをご

覧ください。また、生徒さんの住所・氏名を変更する際は、併せて生徒証の再発行手続き

をおすすめします。 

 

 
 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所・氏名変更手続きについて 

通学スクーリング 

９ 

・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８日[月] 

・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（「名護市役所前」バス停から徒歩 5分程）、 

『伊江島フェリー乗り場近くバス停』は AM9:30 ≪時間厳守≫ 

・時間割は変更（追加）される場合があります。 

６月
通学スクーリング

ホームルーム
（9：50～10：00）

1時間目
（10：10～11：30）

昼休み

（11：30～12：30）

2時間目
（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）

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α・β・γ

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

理総A/
科学と人間生活

国語表現 地理B

英語Ⅰ コミュ英語Ⅱ
コミュ
英語Ⅰ

英語Ⅱ

文部科学省認可通信教育 

文部科学省認可通信教育 



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 

１０ 

  【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 

群馬県 ●高崎キャンパス（有限会社てらこや） 群馬県高崎市 

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 ●ＯＳＥアカデミー（さくら進学ゼミ） 千葉県佐倉市 

静岡県 ●ヒーローズアカデミー国際高等部（浜松キャンパス） 静岡県浜松市中区 

東京都 

●バンタン高等学院（東京校） 東京都渋谷区 

●東京キャンパス（アップスクール高等部） 東京都板橋区 

●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 

●世田谷みどり塾 東京都世田谷区 

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 
●バンタン高等学院（大阪校） 
 

大阪府大阪市中央区 
ちゅ 

おお 
●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 

和歌山県 ●社会福祉法人 檸檬会 和歌山県紀の川市 

広島県 
●広島キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 広島県広島市中区 

●プロ家庭教師のディック学園（広島校） 広島県広島市 

高知県 ●陽気塾 高知県高知市 

山口県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 山口県 

佐賀県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 佐賀県 

熊本県 
●家庭教師の成績１１０番高等学院 熊本県 

●プロ家庭教師のディック学園（熊本校） 熊本県熊本市 

福岡県 

●福岡キャンパス（Ｙ．Ａ．Ｇ） 福岡県福岡市 

●サンライズスクール（伊都教室） 福岡県糸島市 

●ハビッツ高等部（久留米キャンパス） 福岡県久留米市 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 福岡県 

●プロ家庭教師のディック学園（福岡校） 福岡県福岡市博多区 

●プロ家庭教師のディック学園（久留米校） 福岡県久留米市 

●プロ家庭教師のディック学園（北九州校） 福岡県北九州市小倉北区 

大分県 
●プロ家庭教師のディック学園（大分校） 大分県大分市 

●プロ家庭教師のディック学園（中津校） 大分県中津市 

長崎県 ●プロ家庭教師のディック学園（長崎校） 長崎県長崎市 

宮崎県 ●プロ家庭教師のディック学園（延岡校） 宮崎県延岡市 

鹿児島県 ●スタディルーム高等部 鹿児島県鹿屋市 

沖縄県 

●マイン高等学院（沖縄キャンパス） 沖縄県那覇市久米 

●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 

●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校） 沖縄県那覇市 

●早稲田育英ゼミナール（浦添校） 
  

沖縄県浦添市 

セブ島 ●セブ島キャンパス(HOWDY ENGLISH ACADEMY高等部) フィリピン共和国セブ島 

 



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 三角形の面積 6/1 科学のひろがり

科学のひろがり
6/3 ５点アップ作戦(6)〈比較級のまとめ〉

6/10 正弦定理 6/15 宇宙の中の地球 6/10 誰に何を〈SVOO〉
6/17 余弦定理 6/29 太陽からのめぐみ 6/17 思い思われブロークン〈受動態〉
6/24 三角比と座標 6/24 アピール大作戦！〈２学期のまとめ〉

7/1 鈍角の三角比と計量 7/1 ベーＥサスペンス劇場 (1)〈when〉

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/3 Let's Communicate! - 7 6/5 大気の構造 6/5 中和反応～注目は水素イオンのやりとり～

6/10 Lesson 10 Memories on Trees (1) 6/12 地球の熱収支 6/12 塩の性質～塩は酸と塩基に縁がある～

6/17 Lesson 10 Memories on Trees (2) 6/19 大気の大循環 6/19 中和反応の量的関係～酸性と塩基性の力比べ～

6/24 Lesson 10 Memories on Trees (3) 6/26 雲と降水 6/26 中和滴定～食酢の濃度を調べてみよう！～

7/1 Back to the Basics 7/3 風がつくる世界の気象 7/3 酸化・還元～身の回りの酸化還元反応を探そう！～

毎週　火曜日　14:40～15:00 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

6/2 ここに注目！東南アジア 6/1 なぜ人は服を着る？ 6/4 免疫と健康(1)

6/9 ここに注目！インド 6/8 服を買おう！ 6/11 免疫と健康(2)

6/16 ここに注目！中東～イスラーム世界～ 6/15 服の素材いろいろ 6/18 生態系における植物の役割

6/23 ここに注目！アフリカ 6/22 服を作ろう！ 6/25 植生と遷移

6/30 ここに注目！ヨーロッパ(1)～ EU による地域統合～ 6/29 上手な洗濯 かしこい管理 7/2 世界のバイオーム

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/2 不平等条約の改正 6/8 情報モラルとセキュリティ 6/4 面接に挑戦する

6/9 日清戦争 6/22 情報社会と著作権 6/11 話し合いの方法

6/16 琉球と北海道 6/18 手紙の書き方

6/23 日露戦争 6/25 発信することば・投書

6/30 大正デモクラシー 7/2 電話のかけ方

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/1 彫刻～やっぱり彫りたい～ 6/8 漢字の書・創作～古典を生かす～

6/15 インスタレーション 6/22 仮名の書 (1)～ひらがなの誕生～

6/29 鑑賞スペシャル～先生はキュレーター～

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/5 沖縄の手記から（１）（田宮虎彦） 6/1 山月記 (1)（中島 敦） 6/1 Lesson 10-1 Bunraku (1)

6/6 沖縄の手記から（２）（田宮虎彦） 6/2 山月記 (2)（中島 敦） 6/2 Lesson 10-2 Bunraku (2)

6/12 沖縄の手記から（3）（田宮虎彦） 6/8 山月記 (3)（中島 敦） 6/8 Lesson 10-3 Bunraku (3)

6/13 沖縄の手記から（4）（田宮虎彦） 6/9 山月記 (4)（中島 敦） 6/9 Lesson 10-4 Bunraku (4)

6/19 沖縄の手記から（５）（田宮虎彦） 6/15 山月記 (5)（中島 敦） 6/15 Lesson 10-5 Bunraku (5)

6/20 情報を読み取る（１） 6/16 山月記 (6)（中島 敦） 6/16 Lesson 10-6 Let's Try! 「引用する時の表現」

6/26 情報を読み取る（２） 6/22 山月記 (7)（中島 敦） 6/22 英語で楽しむおもしろ表現1

6/27 魏武捉刀（世説新語） 6/23 山月記 (8)（中島 敦） 6/23 英語で楽しむおもしろ表現2

7/3 王昭君（世説新語） 6/29 折々のうた (1)（大岡 信） 6/29 Lesson 11-1 Bitter Truth about Chocolate(1)

7/4 美しさの発見（１）（高階秀爾） 6/30 折々のうた (2)（大岡 信） 6/30 Lesson 11-1 Bitter Truth about Chocolate(2)

放送日 タ　イ　ト　ル 放送日 タ　イ　ト　ル

6/3 加齢と健康 6/5 源氏物語（3）～光る君(3)～

6/4 高齢者のための社会的取り組み 6/6 源氏物語（4）～夕顔(1)～

6/10 保健制度とその活用 6/12 源氏物語（5）～夕顔(2)～

6/11 医療制度とその活用 6/13 源氏物語（6）～夕顔(3)～

6/17 医薬品と健康 6/19 古体の詩（1）子衿

6/18 さまざまな保健活動や対策（１） 6/20 古体の詩（2）雑詩

6/24 さまざまな保健活動や対策（２） 6/26 古体の詩（3）売炭翁(1)

6/25 生涯スポーツの見方・考え方 6/27 古体の詩（4）売炭翁(2)

7/1 ライフスタイルに応じたスポーツ 7/3 俳諧・春夏秋冬（1）貞門・談林・蕉門

7/2 ザ Interview　(7) 7/4 俳諧・春夏秋冬（2）芭蕉・芭蕉以降

国　語　表　現

毎週　木曜日　14:10～14:30

保 健 体 育 古  典 

■　水・木曜日　23：40～0：00（2夜連続放送） ■　金・土曜日　23：40～0：00（2夜連続放送）

国 語 総 合 現   代   文 コミュニケーション英語Ⅱ

■金・土曜日(木・金曜深夜)0：20～0：40（2夜連続放送） ■　月・火曜日　23：40～0：00（2夜連続放送） ■　月・火曜日　0：20～0：40（2夜連続放送）

毎週　火曜日　14:00～14:20 隔週　月曜日　14:00～14:20

美　術 書　道
隔週　月曜日　14:20～14:40 隔週　月曜日　14:20～14:40

地  理 家　庭　総　合 生  物　基　礎

毎週　月曜日　14:40～15:00

日 本 史 社 会 と 情 報

コミュニケーション英語 I 地  学　基　礎 化　学　基　礎
毎週　水曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　14:40～15:00 毎週　金曜日　14:00～14:20

ＮＨＫ高校講座　ライブラリー放送

数  学  Ⅰ 科学と人間生活 ベーシック英語
毎週　水曜日　14:10～14:30 隔週　月曜日　14:00～14:20 毎週　水曜日　14:30～14:40

１１ 

「体育α・β・γ」視聴対象番組 

※「学習の手帳」P26で、履修科目と視聴対象のNHK高校講座名の対応を確認してください。 



 

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 月 ●６月スクーリング● 16 火  

2 火  17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金 ７月スクーリング申込〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月 
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 月 ☆通学スクーリング（自由参加） 23 火  

9 火  24 水  

10 水  25 木 
７月スクーリングキャンセル返金可能〆切 

ゆんたく発送 

11 木 ７月スクーリング申込〆切（必着） 26 金  

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ７月スクーリング返送書類必着 

15 月 ７月スクーリング詳細発送 30 火  

      

編集後記 

 先日横浜美術館で企画展を見てきまし

た。石田尚志さんという方の、映像を中心

とした作品で、不思議なおもしろさがあり

ました。９月頃に那覇でも展示が行われる

そうなので、気になった方は行ってみては

いかがでしょうか？(*^_^*) 

横浜分室 板谷 幸恵 

１２ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 



様式１５

平成　　年　　月　　日

翁長雄志沖縄県知事　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。

□

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。

② □
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。

氏名 生徒との続柄 氏名 生徒との続柄

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。

□ 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。

□ 法人である未成年後見人が選任されています。

□ 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。

(1) □

保護者の所得に関する書類を添付します。

□

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

(2)

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。

□

市区
町村

学校設置者
の名称

□ 　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

学
校

学校の名称

学校の所在地

・ 夜間等学科 ・ 通信制学科

全日制 ・ 定時制 ・

都道
府県

日
氏　名 姓 名

住　所
都道
府県

市区
町村

通信制

昼間学科

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

ふりがな
生年
月日

昭和
平成

年 月



イ

ロ

ハ

ニ

(注) 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。

　備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

（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

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。



（1.5倍加算支給対象者のみ提出）

（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

1 姓 名

2 姓 名

3 姓 名

4 姓 名

姓 名

八洲学園大学国際高等学校

※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27年　6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）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

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１１年１月２日以降生まれ）

 平成 　・ 　・

 平成 　・ 　・

生 年 月 日

１９歳未満の扶養親族に関する申立書（平成２７年７月～２８年６月分）

　生徒の保護者等の扶養親族のうち，平成２６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８年１月２日～平成１１年１月１日生まれ）

平成27年 6月　　日

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・
　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

扶 養 者

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）

 平成 　・ 　・

 平成 　・ 　・

　父・母・その他
　（　　　　　　　　）



様式１

翁長雄志沖縄県知事　殿

　　受給資格認定申請書

　　収入状況届出書

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。）

〒

様式第１号（第３条第１項、第10条第２項並びに第11条第１項及び第２項関係）

平成　　年　　月　　日

高等学校等就学支援金

　 　高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。

　 　高等学校等就学支援金の支給に関して，保護者等の収入の状況に関する事項に

 　ついて，届け出ます。
（該当する□にレ印を付けてください。）

ふりがな

生徒の氏名 姓 名

生徒の
生年月日
昭和
平成

年 月 日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

保護者等の連絡先

生徒が在学する
学校の名称 八洲学園大学国際高等学校

【１．高等学校等の在学期間について】　（収入状況届出書の場合は記入不要。）

①現在の学校の
在学期間

学校名

私立 八洲学園大学国際高等学
校

平成  年  月  日
　～

学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日

②過去の学校の
在学期間

学校名

　　　　　　立

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日

学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日



（１）就学支援金の支給時期の区分（該当する□にレ印を付けてください。）

（２）次の者の課税証明書等を提出します。（①から⑤までのいずれかの□にレ印を付けてください。）

　　課税証明書等を添付する者の氏名及び生徒との続柄

（３）次の理由により，課税証明書等を提出しません。(①又は②のいずれかの□にレ印を付けてください。)

【２．保護者等の収入の状況について】

　保護者等の　６月１日時点における状況は以下のとおりです。(　　欄は申請・届出を行う月を記入｡)

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

① □ 親権者（両親）２名分

② □

親権者１名分　（アからウまでのいずれかの□にレ印を付けてください。）
（親権者が，一時的に親権を行う児童相談所長，児童福祉施設の長である場合は，その者を除く。）

ア □
　親権者の１人が控除対象配偶者であり，市町村民税を課されたとしても所得制限の要
件や加算支給の区分に影響がないことが明らかな場合

イ □
　親権者の１人が課税期日に日本国内に在住していないなど市町村民税が課税されてい
ない場合

ウ □
・離婚，死別等により親権者が１人の場合，
・親権者が存在するものの，家庭の事情によりやむを得ず，親権者の１人の課税証明書
  等を提出できない場合　等

③ □

未成年後見人　　　名分
　親権者が存在せず，未成年後見人が選任されている場合（未成年後見人が複数選任されている
場合は，全員分）
（未成年後見人が，法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべきこととされている者
　である場合は，その者を除く。）

④ □
生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者）１名分
・親権者又は未成年後見人が存在しない場合，
・成人に達しているが主たる生計維持者が存在する場合　等

⑤ □

生徒本人
　親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり，
・成人に達している場合，
・未成年であるが市町村民税所得割が課されるだけの収入を得ている場合　等

氏名 生徒との続柄 氏名 生徒との続柄

【３．確認事項】

　高等学校等就学支援金を授業料に充てるとともに，就学支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者
に委任することを了承します。

（記入に当たっては，別紙の記入上の注意をよく読んでから記入してください。）

学校受付日　　平成　　年　　月　　日（学校において記入。）

① □
　所得確認の対象が生徒本人（親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しな
い場合）であるが，未成年で市町村民税所得割を課されるだけの収入を得ていない場合

② □
　親権者，未成年後見人，主たる生計維持者又は生徒本人の全員が，課税期日に日本国内に在住
していないなど市町村民税が課税されていない場合



イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

（別紙）

高等学校等就学支援金について

　本制度は，家庭の状況にかかわらず，全ての意志ある高校生等が安心して勉
学に打ち込める社会をつくるため，国の費用により，生徒の授業料に充てる高
等学校等就学支援金を支給し，家庭の教育費負担を軽減するものです。

　社会全体の負担により，生徒の学びを支えることを通じて，将来，我が国社
会の担い手として広く活躍されることが期待されています。

記入上の注意

【１．高等学校等の在学期間について】の欄は次によって記入してください｡

①において現在通っている学校の在学期間の始期について記入してください。

過去に高等学校等に在学したことがある場合には，②において当該学校の在学期間につ
いて記入してください。

これまでに就学支援金を受給した期間がある場合は，受給事由が消滅した旨の通知又は
受給の実績を証明する書類を提出してください。

「高等学校等」とは，国公私立の高等学校，中等教育学校の後期課程，特別支援学校の
高等部，高等専門学校（第１学年から第３学年まで），専修学校及び各種学校のうち高
等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものをいいます。

「支給停止期間等」とは，就学支援金の支給が停止された期間及び日本国内に住所を有
していなかった期間をいいます。また，所得制限に係る要件に該当することとなった場
合に高等学校等を休学していた期間，平成22年４月１日より前に公立高等学校等（公立
の高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに高等学校等就学
支援金の支給に関する法律施行規則第１条第１項第２号に掲げる専修学校の一般課程及
び同項第３号に掲げる各種学校）以外の高等学校等を休学していた期間，平成26年４月
１日より前に公立高等学校等を休学していた期間も含みます。

「学校の種類・課程・学科」の欄には，｢①高等学校（全日制）｣，｢②高等学校（定時
制）｣，｢③高等学校（通信制）｣，｢④中等教育学校（後期課程）｣，｢⑤特別支援学校
（高等部）｣，「⑥高等専門学校（１～３学年）」，「⑦専修学校（高等課程）昼間学
科」，「⑧専修学校（一般課程）昼間学科」，「⑨専修学校（高等課程）夜間等学科」
，「⑩専修学校（一般課程）夜間等学科」，｢⑪専修学校（高等課程）通信制学科｣，
「⑫専修学校（一般課程）通信制学科」，「⑬各種学校（外国人学校）」，「⑭各種学
校（その他）」の別を記入すること。

【２．保護者等の収入の状況について】の欄は，次によって記入してください。

イ 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，支給要件を満たすことが確認された生徒は，原則と
して，翌年６月まで支給を受けることができます。
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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

【２．保護者等の収入の状況について】(２)②に該当するときは，必ず「親権者」全員
の状況を確認の上，記入してください。
　（２）②ウの「家庭の事情によりやむを得ず，親権者の１人の課税証明書等を提出で
きない場合」とは，例えば，ドメスティックバイオレンス，養育放棄等の事情が存在す
る場合が該当します。この「家庭の事情によりやむを得ず，親権者の課税証明書等を提
出できない場合」は，（２）④及び⑤並びに（３）①の「親権者が存在しない場合」に
含まれます。

【２．保護者等の収入の状況について】(２)①又は③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。

【２．保護者等の収入の状況について】(２)④又は⑤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（生徒の健康保険証等の写
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。

留意事項

４月に入学した新入生は，原則として４月中に申請を行う必要があります。また，転校
の場合も，原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。

過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除く。）を卒業し又
は修了したことがある場合には，就学支援金の受給資格はありません。

２校以上の学校に在学している場合は，いずれか１校を選んで申請をしてください。

偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は，法律の規定に基づき，
刑罰が科されることがあります。

受給資格の認定を受けた後は，原則毎年，都道府県（文部科学省）が定める期限までに
，収入状況届出書を提出する必要があります。

正当な理由がなく都道府県（文部科学省）が定める期限までに収入状況届出書の提出が
なされないときは，就学支援金の支払が翌年６月まで一時差し止められますので，必ず
提出してください。

保護者が課税期日に日本国外に在住することにより保護者のうち一部又は全員の所得に
関する書類を提出できないときは，就学支援金の加算支給はされません。

　備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。


