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校長あいさつ
校長 和田 公人

八洲学園大学国際高等学校へようこそ

4 月 か ら ご 入 学 さ れ た み な さ ん 、よ う こ そ 八 洲 学
園大学国際高等学校へ。
最 近 、あ る 通 信 制 高 校 に よ る 就 学 支 援 金 不 正 請 求 や
不 適 切 な 運 営 が 問 題 に な っ て い ま す 。そ の た め 、当
校 に も 調 査 が 入 り 、特 に 問 題 は 指 摘 さ れ ま せ ん で し
た 。当 校 は 2000 年 の 開 校 以 来 、ま じ め に 学 校 運 営 を 行 っ て き ま し た 。ま じ め
に法律や学習指導要領を守って運営すると、単位認定や卒業判定が厳しくな
るかも知れません。しかし、それは、単位を修得し、卒業した時の感動をよ
り大きくするだけでなく、手にされた卒業証書の価値を高めることになりま
す。いま、ちょっと楽をすることより、将来、より大きな喜びを得ることを
信じて、卒業まで一緒に進んでいきましょう。
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教職員紹介
事務部 板谷 幸恵
八洲国際の「やさしくて、ゆかいな」先生達です！皆さんが本校に入学してよかったと思ってもらえ
るように全力サポートしていきます。一緒に高校卒業の夢を叶えましょう。よろしくお願いします！！

校長
和田 公人
（奈良）

教頭
中村 成希
（福岡/地歴）

1･2 番ｸﾗｽ担任
情報
島袋 友美（沖縄）

7･8 番ｸﾗｽ担任
保健体育
島袋 瑠美（埼玉）

9･0 番ｸﾗｽ担任
保健体育
平安山智子(神奈川)

提携校･海外ｸﾗｽ担任

理科・情報
金居 央(福岡)

国語・美術
家庭
理科・数学
原田 みき子（秋田） 与古田 初子（沖縄） 島袋 正良（沖縄）

3･4 番ｸﾗｽ担任
国語
比嘉 彩香（沖縄）

5･6 番ｸﾗｽ担任
国語・書道
玉城 健一（沖縄）

理科
岸本 久律（沖縄）

保健体育
知花 聖奈（沖縄）

理科
長﨑 佑（長野）

地歴・公民
玉城 優香（沖縄）

英語
天野 葉月（沖縄）

英語
早川 知里（愛知）

英語
有島 りさ（鹿児島）

事務長
鈴木 啓之（愛知）

事務
平良 亮（沖縄）

事務
松本 美代子（東京）

事務
親川 瞳（沖縄）

事務
宮坂 あき（東京）

横浜分室 事務
番場 晴美（神奈川）

横浜分室 事務
板谷 幸恵（千葉）

校務
具志堅 慎一（沖縄）

校務補助
谷 和樹（沖縄）

学校のアイドル犬
モ モ

３

文部科学省認可通信教育

クラス担任あいさつ
事務部 番場 晴美
しまぶくろとも み

１・２番クラスの担任をさせていただくことになりました、島 袋 友美で
す。今年度は様々なことに挑戦し、今まで感じたことのない、味わった
ことのない新たな感動を求めでいきたいなと思っています。また皆さん
が卒業に向けてしっかりと前進できるように、サポート
させていただきますので、どうぞよろしくお願いします!!
分からないことや困ったことがあれば、いつでも連絡
お待ちしています★★
今年度、生徒番号末尾が３・４番のみなさんの担任をさせていただくこ
ひ が あや か

とになりました比嘉彩香です。
私自身もかなりマイペースな性格ですが、みなさんも高校卒業に向けて、
自分のペースでこつこつと学習を進めていきましょう！
どんな小さなことでも分からないことや、不安なことがあれば気軽に連
絡して下さいね(^^)副担任の岸本先生と一緒に、これから精一杯みなさ
んをサポートしていきますので、どうぞ宜しくお願いします。
たましろけんいち

昨年度に引き続き５・６番クラス担任になりました玉城健一です。皆さ
んが高校卒業出来るようにサポートしていきますので宜しくお願いしま
す。また、副担任には知花聖奈先生が着任しましたので、気軽に話しか
けて下さい！
早速ですが、自宅学習が進んでいない生徒さん、スクーリング参加時期
が決まっていない生徒さんは担任の玉城まで連絡下さい！通信制の良い
ところは１対１での対話が増えること、連絡待ってます！！
今年度、生徒番号末尾が７・８番クラスの担任をすることになりました
しまぶくろ る み

島 袋 瑠美です。通信制高校ってどうやって勉強したらいいのって不安に
思っている方が多いと思います。電話でもメールでも構いませんので、
不安な事や困った事、疑問に思った事があれば、迷わず連絡ください！！
一緒に高校卒業を目指して前進していきましょう。スクーリングで皆さ
んにお会いできるのを楽しみにしています。たくさんお話ししていきま
しょう♪
へ ん ざ ん ともこ

生徒番号末尾が９・０番の担任の平安山智子です。
みなさん、困ったことや、わからない事、不安な事があればお気軽にご
相談くださいね。皆さんが高校卒業するために全力でサポートさせてい
ただきます。もちろん、生徒さん本人からだけでなく、ご家族からのお
問い合わせも大歓迎です。皆さんとスクーリングでお会いできることを
楽しみにしています。
かねすえひさし

提携校・海外クラスの担任をさせていただくことになりました金居 央 で
す。高校卒業に向けて、自分のペースで頑張っていきましょう!!
皆さんが卒業に向けてしっかりと前進できるように、サポートさせてい
ただきますので、分からないことや困ったことがあれば、いつでも連絡
くださいね。よろしくお願いします!
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平成２８年度 前期集中スクーリング「テーマ」案内
事務部

鈴木 啓之

５月
毛糸を使って、かわいいものをいっぱい作ろう！
恋のお守り「ミャー人形」
、ボンボン玉マスコット、ミサンガ、毛糸のオーナメント・・・
そして そして、編み物にもチャレンジしてもらうかも!!!

６月：エコライフスクーリング
６月はみんなで「エコ」について学んでいきます。
限られた資源の中で、私たちは何ができるのか。
少しの工夫で地球にやさしくなれるんです。
何をしたらいいのか、何ができるのか、みんなで考えていきましょう♪♪

７月 沖縄マリンスポーツ
夏だ！海だ！マリンスポーツだ！ということで７月は「沖縄マリンスポーツ」がテーマです！真夏の太陽
の下で、沖縄の海を満喫したい方、マリンスポーツでエンジョイしましょう♪大きなイベントは２日間にわ
たって行います(^_-)-☆シーカヤックやスノーケルなど、沖縄の海を存分に楽しめる内容を企画中です。
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七千円多く入金をお願いします！
※≪注意事項≫
泳ぎに自信がなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、海水が苦手な方はご遠慮ください。

８月 琉球パワースポット巡り
琉球（沖縄）のパワースポットをバスで巡りながら、心も身も癒されましょう！
どこに行くかは、スクーリング参加してのお楽しみ(^^)/

９月
沖縄の自然に癒されてみませんか。
心と体をリフレッシュしてみましょう。
最終日に平成２８年度前期卒業証書授与式を行います。

５

文部科学省認可通信教育

リポート作成のポイント
教務部 島袋 瑠美

科目

担当教員

国語表現
現代文

原田みき子

現代文 B
国語総合
古典
古典 B

比嘉彩香

国語表現Ⅱ
日本語基礎

玉城健一

世界史Ａ

地理Ｂ
（0246/0256）

玉城優香

日本史Ｂ

現代社会

倫理

玉城優香

数学Ⅰ
島袋正良

数学Ａ
情報Ａ
社会と情報
家庭総合
（0942/0952）

生物Ⅰ

各リポートの問題には答えが載っている教科書のページが示されています。その部分を
読めば解答できます。語句や漢字の問題は国語辞典や漢和辞典を活用しましょう。
該当する教科書のページが示されています。その部分をよく読めば解答できます。国語
辞典や漢和辞典で調べましょう。
No.1～8 は教科書・学習課題ノートをしっかり読んで解いてみましょう。No.9～12 は、
本文の雰囲気をさらっとつかみましょう。学習課題ノートが解答の参考になるので有効
に使いましょう。
本文はさらっと読んで古典作品の雰囲気をつかみましょう。内容理解は学習課題ノート
を利用するとよいでしょう。
リポート No.1～No.5 は、答えは指定された教科書のページにあります。見つけるまで何
回も読むしか方法はありません。本文にラインを引きながら読んでください。リポート
No.6 は国語辞典や漢和辞典で調べましょう。
リポートの問題は全て教科書の中から出題しています。教科書の説明を良く読んで理解
して、リポート作成を行いましょう。
たくさんの国が登場するため、どの国の出来事なのかを把握することがポイントです。
目次から同じタイトルの章を探し、範囲を絞りましょう。重要な語句は太字で強調され
ていますが、本文全体に目を通してください。教科書の後ろに載っている「索引」や「年
表」を利用してもよいでしょう。
教科書の本文もそうですが、図やグラフ、脚注など教科書のすみずみに目を通しましょ
う。重要な語句は太字で強調されていますので、その前後の文章にも注目してみてくだ
さい。
教科書の本文をしっかり読んでリポートに取り組みましょう。重要な語句は太字で記載
されていますが、その前後にも注目してみましょう。図や写真、年表なども参考にして
ください。
教科書本文を読んで答えが見つからない問題は、問題の文章の中から、キーワードにな
る単語を探し出してみてください。キーワードを教科書の後ろの索引で引き、答えを探
し出してください。また、ヒント集にもヒントがあります。
教科書の本文だけではなく、枠外の人物画や図表にも目を向けてください。本文枠外か
らも多く出題されています。
太字になっている箇所以外も問題になっていますので、隅々
まで読み込んでください。
問題ごとヒントがありますので、必ずヒント集を確認してください。答えが見つからな
い場合は、問題文の前後からキーワードになる単語を探し、教科書の後ろ索引を使って
絞り込むことができます。

政治経済
（0343/0353）

数学Ｂ

リポート作成のポイント

リポートに参考となる教科書のページと例題が載っているので、その解法を見て解いて
いきましょう。索引も利用しましょう。
リポートに書かれている教科書のページを確認し、解法を見ながら解いてみましょう。
教科書の例を参考にするとよいでしょう。

島袋友美

教科書をよく読んだら必ず解ける問題ばかりです。教科書の中の太字に注目したり、教
科書の後ろにある用語集や索引を利用したりしてリポート作成がんばってください！

与古田初子

まず教科書を読みましょう。本文だけでなく、コラムや表・細字の部分にも解答になる
重要なヒントが書いてあります。

長﨑佑

問題には教科書のページが示されています。その部分を読んで、内容を把握してくださ
い。文章だけでなく、図、表もよく見てください。COLUMN の中にも参考になること
が書いてあります。また、教科書の巻末の「生物１に関する生物学の歩み」や索引も参
考にしてください。
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生物基礎

長﨑佑

設問の多くが教科書の文章に近い形で出題されています。教科書をよく読むことと、図、
表、探究の中にも解答の鍵があります。設問の中の代表的な単語あるいは「語群」の単
語を教科書巻末の索引で調べ、解答を見つけ出す方法もあります。

島袋正良

とても調べやすい内容になっていて、リポートの教科書参考ページから、図と太文字を
たよりにすぐ探すことができます。また、教科書の索引をうまく使うと早く見つけるこ
とができます。

金居央

まずはリポートに載っている学習範囲の教科書ページを読んでから問題に取り掛かりま
しょう。文章をしっかり読んでいけば解ける問題になっています。

地学Ⅰ
地学基礎
科学と人間生活
化学Ⅰ
化学基礎

岸本久律

全体的に調べやすくなっています。約 10％は応用問題ですが教科書をゆっくりと進めて
いくとほとんど書き込むことができます。

岸本久律

リポートは教科書に沿った内容になっていますので、リポートに記載されているページ
NO.を確認し、教科書を読めば解答と重なる文章や図が見つかります。

体育γ

平安山智子
島袋瑠美
知花聖奈

教科書の該当ページをしっかり読んで解いていきましょう。難しい用語は教科書の巻末
の「さくいん」から調べると分かりやすいです。

保健

平安山智子

教科書の該当ページをよく読めば解ける問題になっています。落ち着いて進めていきま
しょう。

理科課題研究
体育α
体育β

書道Ⅰ

玉城健一

①№2～№6はリポートと一緒に作品提出も必要です。
②「書く」だけではなく、
「鑑賞」にも趣きを置く様に心掛けましょう。

原田みき子

№１展覧会や美術館に行けない人は、NHKの「日曜美術館」などテレビ番組を見て書いて
ください。№2･3･4･6は実作です。別の紙に描いて解答欄に貼ってもいいです。№5は教
科書を読みましょう(40～41ページ「色の世界を探る」参照)。

原田みき子

No.3描きたい風景を見つけ、枠におさまるよう全体をつかむ。遠近法（近い部分は大き
く濃く、遠い部分は小さく薄く）を使って奥行きを出すこと。No.6描く文字は漢字、ひ
らがな、カタカナ、ローマ字何でもいいです。苗字だけ、名前だけ、頭文字だけでもい
いです。デザイン的であることが大事。

コミュニケーシ
ョン英語Ⅰ

有島りさ

リポートに記載の教科書のレッスンを読みましょう。分からない単語は教科書の各レッ
スンや P199～120 に記載の「本文で学習する語」
・辞書を使って調べましょう。各レッス
ンの後の“Target”には文法の説明が記載されていますので、例文を参与に問題を解い
てみましょう。

英語Ⅱ

天野葉月

まずは教科書を読み、新しい単語や表現を確認しましょう。次に、本文に書かれている
内容の理解を深めます。ワークブックやレッスンごとの“target”を参考にすると良い
でしょう。

コミュ二ケーシ
ョン英語Ⅱ

天野葉月

まずは教科書を読み、新しい単語や表現を確認しながら本文に書かれている内容を理解
していきましょう。次に、ワークブックとレッスンごとの“target”を参考にして、文
法を確認します。教科書の『文法のまとめ』も目を通すようにしましょう。

有島りさ

テキストを読んで、
“表現”
（テキストの章の初めの左にあります）が文中のどこに使わ
れているかを理解します。わからない単語にはチェックを入れ、辞書で調べましょう。
リポートには、テキストの参照ページが書かれていますので、該当するところを探して
いけば答えもしくはヒントにたどり着けます。教科書 93～97 ページの「表現のまとめ」
も参考になります。テキストを声に出して読むことが大切です。

早川知里

まずは教科書の本文を声に出して読んでみましょう。発音や意味のわからない単語は辞
書で調べましょう。次にワークブックの「文のきまりを身につけよう」を参考にしなが
らワークブックの練習問題をやってみましょう。リポートの大半はワークブックから出
題されています。

美術Ⅰ（0744）

美術Ⅰ（0754）

オーラル・
コミュニケーシ
ョンⅠ

コミュニケーシ
ョン英語基礎

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.html
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平成２８年度前期 試験出題ポイント
教務部 島袋 瑠美

科目
国語表現
国語表現Ⅱ
国語総合
現代文

現代文 B
古典・古典 B
日本語基礎
世界史 A
日本史 B
地理 B（0246）

出題ポイント

※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

教科書 P45「記書きの例」
、教科書 P34～35「待遇表現」敬語によるコミュニケーション、教科書Ｐ103「面
接評価表」
、自己アピール文 300～400 字
リポート：№1、№3、№4、№5、№6、授業内容
リポート：№4、№9、NO.10、NO.11、№12、授業内容
＜一＞教科書 P302「国際化の流れの中で」の最後のページ、漢字の仮名ふり、
「その」や「それ」は何を
指すかなど。教科書に出ている作家の 5 名と作品を線で結ぶ。
＜三＞思いっきり主張する文章を書く（300～400 字）
＜一＞教科書 P323「国際化の流れの中で」の最後のページ、漢字の仮名ふり、
「その」や「それ」は何を
指すかなど。教科書に出ている作家の 5 名と作品を線で結ぶ。
＜三＞思いっきり主張する文章を書く（300～400 字）
リポート：№4、№9、№11、№12、授業内容
リポート：№1【一】
【二】
、授業内容
リポート：№2、授業内容、配布資料
リポート：№5、授業内容、配布資料
リポート：№11、授業内容、配布資料

地理 B（0256） リポート：NO.6、NO.7、授業内容、配布資料
リポート：№2、授業内容、配布資料
現代社会
リポート：№6、授業内容、配布資料
倫理
政治経済（0343） リポート：№2、授業内容、配布資料
政治経済（0353） リポート：№2、授業内容、配布資料

数学Ⅰ

リポート：№1【4】
、№2【3】
【4】
、№3【3】
【4】
【5】
、№4【4】
、№6【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
、
№7【1】
、№9【1】
【2】

数学 A

リポート：№1【2】
【3】
【5】
【6】
、№2【3】
【4】
、№3【1】
【2】【4】
【6】
、№4【1】
【5】
、№6【6】

リポート：№1【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
、№2【1】
【2】
【3】
、№3【1】
【4】
【5】
、№5【1】
数学 B
科学と人間生活 リポート：№1、№3、№5、授業中に配布したプリント

生物Ⅰ
生物基礎
化学Ⅰ
化学基礎
地学Ⅰ
地学基礎
理科課題研究
保健

リポート：№1①、教科書 P14、P34、№3④、教科書 P62、P65、授業内容
リポート：№1①、③教科書 P10、P13、P20、

№6④教科書 P150～152、授業内容

リポート：№1、№2、№4、授業内容、元素の周期表の原子番号 1～20、原子の構造
リポート：№1～4、授業内容、元素の周期表の原子番号 1～20、原子の構造
リポート：№3①②③④、№4①②、№9④
リポート：№3 全部、№4①②⑤、№6④
リポート：No1～3、授業内容
リポート：№1【4】
、№2【1】
【2】
【5】
、№3【1】
【4】
、№4【1】
【4】
、№5【4】

コミュニケーション
リポート：№1、№2、№3、№4、(現在形、過去形、進行形、助動詞)、授業内容
英語Ⅰ
Lesson7「A Microcosm in the Sea」If 節、that 節、本文の内容、
Lesson9「Magic of the Cotwolds」関係副詞（where,when）
、本文の内容、
英語Ⅱ
Lesson11「Bitter Truth about Chocolate」使役動詞（make,have,let）
、本文の内容
Lesson7「A Microcosm in the Sea」If 節、that 節、本文の内容、
コミュニケーション
Lesson9「Magic of the Cotwolds」関係副詞（where,when）
、本文の内容、
英語Ⅱ
Lesson11「Bitter Truth about Chocolate」使役動詞（make,have,let）
、本文の内容

ｵｰﾗﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ リポート：№4、№5、№6、授業内容
コミュニケーション リポート：№1 Lesson1【5】
【6】
、№2 Lesson2【6】
【7】
、№3 Lesson3【5】
、№4 Lesson5【3】
、№5 Lesson7
英語基礎
【1】

情報 A
社会と情報

リポート：№1【6】
、№2【1】
、№3【2】
、№4【1】
【5】
、授業内容
リポート：№1【1】
、№2【4】
【5】
、№3【2】
、№4【1】
【2】
、授業内容

※体育α・β・γ
、美術Ⅰ、書道Ⅰ、家庭総合、総合α・β・γに関して試験は実施せず、授業中の提出
物やリポートなど総合的に評価します。
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自宅学習ページ開設のお知らせ
教務部 島袋 瑠美

本校ホームページに「自宅学習ページ」がリニューアルされました。科目ごとにリポートの
ヒントや視聴報告書の枚数が表示されていますので、ご活用ください。
ホームページのトップページ下部にあります「在校生はこちら」のアイコンをクリックしてい
ただきますと、
「自宅学習ページ」がクリックできるようになっております。

http://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.html

視聴報告書用紙の改訂について
教務部 島袋 瑠美

今年度より視聴報告書の用紙が改訂されました。新入生の皆さんには、教材と同梱して宅配便でお
送りします。在校生の皆さんには、改訂した視聴報告書を学習の手帳と同封して郵送いたしましたの
で、ご確認お願いします。
すでに、昨年度までの改定前の視聴報告書用紙で作成した課題がある方はそのまま提出して問題あり
ませんが、次回以降は新しい用紙で作成をお願いします。
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資格取得コースのお知らせ
教頭 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は
高校卒業を目指す生徒さんを応
援していますが、
『高校卒業以外
の学び（付加価値）＝プラスア
ルファ（＋α）』を同時に求めて
い る 生 徒 さ ん も 応 援し て い ま
す。資格に関しては、卒業生・
保護者の方も対象で２０種類以
上あります。
「学習の手帳（平成
２８年度版）」に学費等を記載し
ておりますのでご参照下さい。
また、本学教員の島袋瑠美（左
側）が「心理カウンセラー・ア
ートセラピスト」、職員の松本美
代子（右側）が「不登校訪問専
門員」の資格を取得しました。

通信講座

食学調味料アドバイザー
国際食学協会の食学調味料アドバイザー講座では、
さしすせそ（砂糖・塩・酢・醤油・味噌）の日本
の調味料の製造方法や働きなどを学ぶことができ
ます。また砂糖、塩、酢、醤油、味噌の基本の調
味料からドレッシング・めんつゆ・タレなどの調
合調味料を手作り出来るようになります。

【受講期間】6 ヶ月

●こんな方におススメ！！
・日本特有の調味料について知りたい方
・調味料に含まれる添加物に関する知識が欲しい方
・調味料のレシピを学びたい方

※「学校通信ゆんたく（平成２７年度３月末日号）
」で「食学調味料アドバイザー」の資格を紹介しま
したが、資格名に誤りがありましたので、訂正して再掲載いたしました。
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平成２７年度「功労賞」のまとめ
教頭 中村 成希
八洲学園大学国際高等学校では、日ごろ、活躍している生徒さんに「功労賞」を授与しております。
平成２７年度中の対象一覧をご紹介します。
（平成２８年４月以降、受賞等ありましたら、各担任に御連
絡下さい。
）

●平成２７年度 全日本バレエコンクール ジュニアＡ女性部門
バレエ協会賞・ＮＨＫ会長賞・東京新聞賞 中野怜美

第１位・日本

●第１５回世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会 世界６位（ベンチ
プレス１６０キロ：日本新記録）男子７４キロ級 矢木龍馬
●テレビＣＭ「キューピー彩りプラス」出演、各種雑誌（Nylon JAPAN・リンネル・
装苑・Ginza・oz magazine・Elle girl・ゼクシィ・ocappa 等）エモン久瑠美
●第６回琉球フリーファイト「ブラジリアン柔術」フェザー級（７０ｋｇ以下）
優勝 河村聖也
●全国男子高生ミスターコン２０１５ 全国ファイナリスト 中川将平
●関東高一ミスターコン２０１５ ファイナリスト 中川将平
●ファッションアイテム★デザインコンテスト 優勝 寺田幸奈
●第２５回全国バレエコンクール（名古屋） 男子シニア 第１位 野村天氣
●第８回貝印スイーツ甲子園 全国４３１校出場 第３位 山本日菜子・髙濵万
里亜・伊賀並紗彩
●第１０回東アジアスカッシュ選手権 団体戦 準優勝 渡邉聡美
●ＣＩＭＢ ６ｔｈ ＮＪＣ ２ｎｄ Ｌｅｇ
（スカッシュ） 渡邉聡美

２０１５ Ｕ－１９

●ペナンジュニアオープン２０１５ 個人優勝（スカッシュ）

個人優勝

渡邉聡美

●ＩＪＭ ＰＳＡ Ｐｅｒｅｕｇ ベスト４（スカッシュ）渡邉聡美
●第２９回関東オープンスカッシュ選手権大会 優勝 渡邉聡美
●ダイナム CUP SQ-CUBE OPEN 2015 in 横浜 準優勝（スカッシュ） 渡邉聡美
●Ｒｅｄ Ｑｕｅｅｎデザインコンテスト

大賞 早川まりや

●関西コレクション（日本最大級ファッションショー）２年連続出演 叶丸愛
●（株）アキュー・コミュニケーションズ産学 最優秀賞 天内日奈子
●第３回高校生パティシエ選手権 審査員特別賞 石塚梨紗・吉岡美穂
●第９回全日本ヘアメイク選手権（旧パリコレ ヘア＆メイクアップアーティス
ト大会） メイク部門 ファイナリスト 照屋直美・齊藤海空・西有絵美里・
藏内珠羅・佐藤美和
●全国女子高生ミスコン２０１５ 大阪ファイナリスト 松本伶奈
●関東高一ミスコン２０１５ ファイナリスト 小野海里
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「セブ島留学体験記」のご紹介
教頭 中村 成希
女子生徒さん（沖縄県出身）が、
『外国語ステップアップコース』のセブ島語学留学から無事帰国し、
体験記を書いてくれたのでご紹介します。４週間の留学でした。セブ島語学留学は「１週間単位」から
参加できるので、希望の参加時期・期間でオリジナルの計画が可能です。興味のある方は、詳しい資料
を送りますので各担任まで御連絡ください。

留学しようと思ったきっかけは？
・地元沖縄は観光地の為、日常生活でも外国人と触れる機会が多く、その時になかなか英語が通じ
ないのをもどかしく思い、留学を決意しました。

セブ島での授業について
・スタンダードコースを選択しました。１日７コマ（マン
ツーマン５コマ、グループレッスン２コマ）の授業を受け
ました。マンツーマン授業では個人のレベルに合った授業
内容が組まれています。また、アドバイザーとの相談でど
ういったところを伸ばしていきたいかなど、希望に合わせ
た授業にもしてくれます。

課外授業 ～先生と行くショッピングツアー～
・語学学校の近くにあるショッピングセンターにアドバイザーの先生と行き、課外授業を行いまし
た。授業の中で勉強したショッピングに行った時のショップ店員とのやりとりなどを実践で試す機
会となりました。課外授業の中では試着する時に、授業で習った英会話を使って店員に英語で尋ね
たり、昼食を食べる時にも自分でメニューを注文しました。ちなみに昼食で食べたスパゲッティ―
はバナナケチャップが使われており甘かったです。また、お土産を選ぶ際には、先生やショップ店
員から英語での説明を受けることで実戦での英語の勉強になり、他国の文化にも触れることが出来
ました。
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週末アクティビティ ～アイランドホッピング～
・週末には語学学校主催のアクティビティとしてア
イランドホッピングに参加しました。船で約４０分
のところにあるカオハガン島に訪れました。このツ
アーはスタディーツアー形式になっており、実際に
島で生活をするツアーガイドさんが国の問題点につ
いてのお話しや、島内を散策しながら実際に島民の
生活事情などについて詳しく説明して下さいました。
また、シュノーケリングでは、海洋保護区として保
護されている場所だったおでサンゴ礁や熱帯魚も沢
山見ることが出来、とても綺麗でした。

セブ島での語学留学を終えて
・留学当初は簡単な単語しか知らない状態でセブ島へ来たので不安もありましたが、４週間でも変
化が実感できました。英語を話せる人も全く話せない人も短期間でも留学する価値はあると思いま
した。
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もとぶ

学校所在地「本部町」のご紹介
地域貢献委員会 平安山 智子

八洲学園大学国際高等学校はこんな活動もしています。
３月２０日（日）、本校のある沖縄県国頭郡本部町の運動公園で沖縄県内の小学生を対象とした
第６回本部町×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
いたしました。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。本校教職員も地元の小学生と触れ合い、子ども達
の無邪気で一生懸命な姿勢に感動をもらい、交流を楽しむ事が出来ました。

学校所在地の本部町はこんな所です！
本部町は、日本一早咲きの桜の名所で知られる八重岳や、国定公園に編入された円錐カルスト
地域を中心とした山々と、水納ビーチや瀬底ビーチといった国内有数の透明度を誇るビーチなど、
山・平地・海がバランスよく融合する風光明媚なまちです。 この豊かな自然を活かし本町では、
タンカンやアセローラ、キクやランなどといった農産物の生産や、伝統のカツオ漁などの漁業、畜
産業などのほか、琉球藍による藍染や木工芸、陶芸などの工芸も盛んに行われています。本部
町は、海洋博公園・沖縄美ら海水族館などの観光施設のほかに、海の魅力を堪能できるマリン
レジャー、マリンスポーツなども盛んで、年間３００万人もの人が訪れます。今回は本部町観光ガ
イドマップを同封させていただきました。
スクーリングで来た際に空き時間などを利用しての観光や、旅行などで訪れた際の参考にしてい
ただければ幸いです。

↑本部町の八重桜（１月中旬～２月初旬まで）

↑古くから防風林として町民を守ってくれたふくぎ並木
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５月講演会＆勉強会
教頭 中村 成希

～調査研究協力者会議答申をうけて～
◆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：５月２１日（土）１４～１６時（１３：３０受付）
◆対 象：どなたでも参加可能
◆参加費：５００円
◆会 場：八洲学園大学国際高等学校（ 0980-51-7711 本部町備瀬 1249 ）
◆講 師：鈴木 啓之 （ 八洲学園大学准教授 博士（医学） ）
【職歴】岡崎国立共同研究機構 生理学研究所、ドイツ国ハンブルグ大学
生理学研究所、茨城大学、茨城県教育庁を経て現職。
さまざまな国の施策にもかかわらず、中学生不登校率が全生徒の３％近辺
に張り付いたままとなっています。文部科学省でも１０年ぶりに「不登校に
関する調査研究協力者会議」を設置し、この３月で答申を出しました。
答申には「いじめによる不登校」「発達障害」「貧困による不登校」など、
従来にはなかった視点を含めての総合的な対策を盛り込んでいます。
そこで、不登校に関するさまざまな統計と答申の概要を説明しながら、「不登校を未然に対応
する／定着させない／長期欠席者へのアプローチと支援」について来場のみなさんといっしょに
考えていきます。

通学スクーリング
事務部 番場 晴美
・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♪

５月通学スクーリング

５月１２日[木]

・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。

5月
通学スクーリング

1年次(α)

ホームルーム

2年次(β)

（9：50～10：00）

1時間目

合同体育

（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）
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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。

学校バスでコンビ二まで

送迎致します
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語基礎

日本史Ｂ

古 典 /古 典 Ｂ

科学と人間生活

英語Ⅱ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

文部科学省認可通信教育

高等学校等就学支援金について
事務長 鈴木 啓之

概要
高等学校等就学支援金（以下、「就学支援金」という。）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法律に基づく制度です。通信制高等学校に
あっては、１単位当たり 4,812 円の補助を基本とし、最大４年間、74 単位を上限に支給されます。平成
22 年度より制度が始まり、平成 26 年度より新制度に移行し、高額所得世帯（年収 910 万円以上）への
補助金をカットし、低所得世帯への加算支給額が手厚くなりました。
また、平成 26 年度より、沖縄県の「学び直し支援制度」が始まりました。一旦高校を退学して平成
26 年度以降に当校へ編入学した方のうち在学中に就学支援金支給期間が切れた方を対象に、授業料の一
部が引き続き補助されるしくみです。

支援金の支給額決定のしくみ
就学支援金の支給額・支給期間は、国の委託を受けた沖縄県が保護者様の所得状況や当校での履修状
況を基に判定・決定します。当校は、みなさんから提出いただきました「高等学校等就学支援金受給資
格認定申請書（新入生提出書類）
」
「市町村民税課税証明書」
「高等学校等就学支援金収入状況届出書（在
校生提出書類）
」および学校の作成する履修状況書類を沖縄県へ一括して提出し、沖縄県が支給額を決
定した後、当校へ支給対象者全員への支給額を一括して当校へ「代理支給」します。

就学支援金書類

保護者

就学支援金書類

学校

授業料の事前相殺

支給額決定

沖縄県

加算支給の振込み
（対象者のみ）

代理支給

表 就学支援金支給額の算定基準
市町村民税
30 万 4200 円
所得割額
以上
（保護者の合算）
目安年収

910 万円以上

15 万 4500 円以上
30 万 4200 円未満
910 万円未満
590 万円以上

就学支援金
就学支援金は支 基本支給 4812 円
支給額
給されません
加算支給
0円
（1 単位当たり）
授業料実質負担額
（1 単位当たり）

8000 円

3188 円
(基本支給を事前相殺)

5 万 1300 円以上
15 万 4500 円未満
590 万円未満
350 万円以上
基本支給 4812 円
加算支給 2406 円

100 円以上
5 万 1300 円未満
350 万円未満
250 万円以上
基本支給 4812 円
加算支給 3818 円

非課税
・250 万円未満
・生活保護世帯
基本支給 4812 円
加算支給 3818 円

782 円

0円

0円

(基本支給を事前相殺
加算支給は後日振込)

(基本支給を事前相殺
加算支給は後日振込)

(加算支給を含め
全額を事前相殺)

※月割計算で算定されるため、数 10 円の差額が出る場合があります。
※支給期間の制限（最大 4 年）や、年間履修単位数上限（30 単位）などにより、支給決定額が表の額を下回る場合があります。
※平成 25 年以前に入学した方は、旧制度適用となり、加算支給基準が異なります。
※「学び直し支援金制度」対象者への支給額、就学支援金基本支給と同額になります。
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八洲学園大学国際高等学校独自の負担軽減のとりくみ
当校では、保護者様の負担を軽減するために、沖縄県が支援金支給額を決定する前に、保護者様から
提出いただきました「市町村民税課税証明書」等の書類をもとに、沖縄県が決定するであろう就学支援
金基本支給額を事前に算定し、学校が一時的に負担して「支援金支給見込み額」を授業料から差し引い
て、履修登録時の校納金を請求しております。所得状況に基づき、沖縄県により就学支援金加算支給の
決定・代理支給があれば、当校は、沖縄県に代わって加算支給の決定のあった方に学校が振込手数料を
負担して、お届出の銀行口座に就学支援金加算支給額を振り込みしております。
また、平成 28 年度前期より、保護者様の一時的な授業料負担のいっそうの軽減を図るために、生活保
護世帯と市町村民税課税非課税世帯については、就学支援金基本支給に加え加算支給見込額全額を算定
し、授業料全額を事前相殺することといたしました。
※平成 28 年度 6 月に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」で、平成 27 年中所得が
就学支援金加算支給基準額を超えた場合は、差額を追加徴収いたします。

平成２８年度より手続きが厳格になります
ニュースで、株式会社立広域通信制高校のウィッツ青山高等学校が就学支援金支給で大規模な不正を
行った事件が大きく報道されました。文部科学省は、事件を受けて就学支援金手続きの厳格運用を打ち
出し、さらに平成 28 年夏をめどに制度改革が行われることになっております。
また、平成 28 年 4 月より、文部科学省の就学支援金書類様式が改訂となり、次の文言が明記され、不
正・違反・書類未提出の方へは厳格に、罰則や減額等の適用がなされるとアナウンスされております。
「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
科されることがある。
」
「受給資格の認定を受けた後は、原則毎年、都道府県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一時差し止め・または減額させられます。」

保護者に異動があった場合
就学支援金は、保護者（親権者）の所得の合算によって判定されます。保護者の異動（離別／婚姻／
養子縁組など）があった場合や保護者の住所や氏名が変わる場合は、速やかに当校まで届け出てくださ
い。届け出が出なかったり著しく遅れた場合、国法及び沖縄県規則により就学支援金の過払い分の返還
請求がされたり、就学支援金支給の減額・停止となる場合があります。

平成２８年度の就学支援金スケジュール
4 月下旬 ：平成 27 年度後期履修登録の就学支援金加算支給の振込み（対象者のみ）
5 月下旬 ：平成 28 年度「就学支援金収入状況届出書」または「加算支給の届出書」を
「ゆんたく 5 月号（5 月 31 日発送）
」に添付して発送
6 月下旬 ：
「就学支援金収入状況届出書」または「加算支給の届出書」提出締切り
7 月中

：
「奨学のための給付金」対象者へ各都道府県の案内を発送
（各都道府県独自の制度で、就学支援金対象者うちの市町村民税非課税世帯に
給付金が支給されます。対象者には当校より個別に各都道府県の案内を送ります。）

12 月頃

：平成 28 年度前期履修登録の就学支援金加算支給の振込み（対象者のみ）
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平成２７年度高等学校等就学支援金書類未提出の方へ
事務長 鈴木 啓之

平成 27 年度高等学校等就学支援金書類（保護者全員の「市町村民税課税証明書」
または「生活保護受給証明書」）を 4 月 15 日（金）必着までに未提出の方に案内します。
平成 28 年度前期授業料への高等学校等就学支援金の一部（4～6 月分）が補助されません。
高等学校等就学支援金の年度は、
（市民税が更新される）7 月から始まり翌年６月までとなっていま
す。
また、
毎年 6 月には保護者全員の市町村民税課税証明書または生活保護受給証明書を提出いただき、
沖縄県の判定を得て 7 月から翌年 6 月までの高等学校等就学支援金の補助額が確定しています。
平成 28 年度前期に追加科目登録を行う場合、4 月～6 月は平成 27 年 6 月に提出いただいた市町村民
税課税証明書に基づいた就学支援金額での月割計算により算定となります。平成 27 年度 6 月に市町村
民税課税証明書または生活保護受給証明書を提出いただいていない方が平成 28 年度前期に追加科目登
録をすると、4～6 月分の高等学校等就学支援金が支給されません。
「ゆんたく 3 月号（3 月 31 日発送）」
で未提出者への提出を呼びかけましたが、案内の期限となりましたのでお知らせいたします。
なお、次号「ゆんたく 5 月号（5 月 31 日発送）」にて、平成 28 年度の就学支援金書類を発送いたし
ます。提出が著しく遅れたり未提出の場合は、平成 28 年 7 月～29 年 6 月までの就学支援金支給が減額
または停止となる場合がありますので、次号で案内する期限を守って提出をお願いします。

新任職員紹介
事務部 番場 晴美

ち ばな

せ いな

知花 聖奈（保健体育）
出身地：沖縄県那覇市
趣味：マラソン、野球観戦（どっちかというと高校野球）
マイブーム：ネットショッピング
みなさん、こんにちは。初めまして！
4 月から 5、6 番クラスの副担任を担当させて頂くことになりました。担当教科は、保健体育です。
（で
も球技は苦手です。
）ついこの前（3 月）
、千葉県の大学を卒業したので久しぶりに沖縄に帰ってきまし
た。八洲に来たばかりなので八洲のことは、皆さんの方が知っているはずです。八洲のこと、もちろん
ご自身のこともたくさん教えてもらえると嬉しいです。まだまだ未熟者ですが、みなさんをサポートで
きるよう頑張ります。スクーリングでみなさんに会えるよう毎日楽しみに待っています。これから、ど
うぞ宜しくお願いいたしますっ！
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「全国にある学習拠点（学習提携校）
」のご紹介
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。）

【学習提携校名】
北海道
宮城県
群馬県
千葉県
静岡県
東京都
愛知県
京都府
石川県
大阪府
広島県
高知県
山口県
佐賀県
熊本県

福岡県

大分県
長崎県
宮崎県
鹿児島県

沖縄県

●札幌中央義塾高等学院
●代々木アニメーション学院（札幌）
●代々木アニメーション学院（仙台）
●Vivid Family 高等部（群馬）
●ＯＳＥアカデミー（千葉）
●ヒーローズアカデミー国際高等部（静岡）
●東京キャンパス（アップスクール高等部）
●代々木アニメーション学院（東京）
●世田谷みどり塾（東京）
●中京ドリーム高等学院（名古屋）
●代々木アニメーション学院（名古屋）
●ライセンススクールコーポレーション（京都）
●代々木アニメーション学院（金沢）
●代々木アニメーション学院（大阪）
●近畿自由学院（大阪）
●代々木アニメーション学院（広島）
●プロ家庭教師のディック学園（広島校）
●みはら塾（広島）
●陽気塾（高知）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（熊本校）
●代々木アニメーション学院（福岡）
●サンライズスクール（福岡）
●ＨＡＢＩＴＺ高等部（福岡）
●福岡理容美容専門学校（高等課程）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（福岡校）
●プロ家庭教師のディック学園（久留米校）
●プロ家庭教師のディック学園（北九州校）
●寺子屋みらい高等学院（福岡）
●プロ家庭教師のディック学園（大分校）
●プロ家庭教師のディック学園（中津校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●プロ家庭教師のディック学園（長崎校）
●プロ家庭教師のディック学園（延岡校）
●スタディルーム高等部（鹿児島）
●マイン高等学院（鹿児島）
●マイン高等学院（沖縄）
●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所）
●未来学習塾（石垣島）
●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校）
●早稲田育英ゼミナール（浦添校）
●琉美インターナショナルビューティカレッジ
●沖縄写真デザイン工芸学校
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【住

所】

北海道札幌市西区
北海道札幌市中央区
宮城県仙台市青葉区
群馬県高崎市
千葉県佐倉市
静岡県浜松市中区
東京都板橋区
東京都渋谷区
東京都世田谷区
愛知県名古屋市千種区
愛知県名古屋市中村区
京都市下京区
石川県金沢市
大阪府大阪市北区
ちゅ
大阪市城東区
おお
広島県広島市中区
広島県広島市
広島県福山市
高知県高知市
山口県
佐賀県
熊本県
熊本県熊本市
福岡県福岡市
福岡県糸島市
福岡県久留米市
福岡県福岡市中央区
福岡県
福岡県福岡市博多区
福岡県久留米市
福岡県北九州市小倉北区
福岡県福津市
大分県大分市
大分県中津市
大分県
長崎県長崎市
宮崎県延岡市
鹿児島県鹿屋市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市久米
沖縄県本島１１ヶ所
沖縄県石垣市
沖縄県那覇市
沖縄県浦添市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市
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1

日

16

月

2

月

17

火

3

火

憲法記念日

18

水

4

水

みどりの日

19

木

5

木

こどもの日

20

金

6

金

５月Ｓ：ＲＨ提出〆切

21

土

7

土

22

日

8

日

23

月

9

月

24

火

10

火

５月Ｓキャンセル返金可能〆切

25

水

11

水

５月返送書類必着

26

木

12

木

☆通学スクーリング（自由参加）

27

金

13

金

６月Ｓ申込〆切（消印）

28

土

14

土

29

日

15

日

30

月

31 火

●５月スクーリング●

６月Ｓ申込〆切（必着）

６月Ｓ詳細発送

５月スクーリング詳細発送

ゆんたく発送・成績発送・6 月Ｓ：ＲＨ提出〆切

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。

ご相談・お問合せ

（無料）

平日９時～１７時

ゆんたく編集より
緊急のお知らせや、ゆんたく編集時以降
のお知らせは、学校 WEB サイトの「最新
情報」に掲載しています。
併せてご覧ください。

フリーコール ０１２０-８４０-５９８
（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/
（携帯ＱＲコード）
http://k.yashima.jp/（携帯サイト）
フェイスブック http://www.facebook.com/yashima.kokusai

２０

