
文部科学省認可通信教育 

・ ｐ２       担任からのメッセージ 

・ ｐ３       面接試験で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

                  ／ 校内推薦基準について 

・ ｐ４       高等学校等就学支援金 状況届出書提出について 

・ ｐ５      高等学校等就学支援金 加算支給届出書について 

・ ｐ６－７    高等学校等就学支援金 資料 

・ ｐ８      平成２８年度の「高校生等奨学給付金制度」について 

・ ｐ９      平成２８年度前期校納金が変更となる場合 

・ ｐ１０     八洲学園大学の公開講座に関して（高大連携） 

・ ｐ１１     「建築業技術訓練コース」参加卒業生の近況報告 

・ ｐ１２     「アメリカ合衆国アカデミックホームステイ」のご案内 

（外国語ステップアップコース） 

・ ｐ１３     ６月講演＆勉強会 ／ 「リポート作成のポイント」改訂のご案内 

・ ｐ１４     「談話室（教室校舎２階）」リニューアルのお知らせ 

                  ／ 通学スクーリング時間割 

・ ｐ１５     「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１６       ６月行事予定 

・  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

平成２８年５月３１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。 

   

５月「毛糸の工作」

スクーリングが 

始まりました！ 

僕は毛糸の 

ポンポン玉です。 



事務部 番場 晴美 

各担任から皆さんへ、「頼りになります！私達」をテーマにアドバイスです♪ 

こんな事聞いたらダメかな、などと悩まずまずは困ったことやわからな

い事が出てきたらその都合相談してください！電話が恥ずかしい人や、

忙しくて時間がない人はメールを活用してください。最近は携帯に直接

C メールで連絡をくれる人も増えています。皆さんの勇気ある行動をお

待ちしています。もちろん、本人さんからだけでなく、ご家族からの問

い合わせも OK です！皆さんからのご連絡、お待ちしています。 

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 

５・６番クラスの皆さん、こんにちは！今回は自宅学習とスクーリング
に分けてお話しします。まず、自宅学習ですが、クラス通信に記載した
「自宅学習ページ」は確認しましたか？便利なページになりますので、
自宅学習ページのスタートは必ずこのページから行って下さいね！それ
でもわからない生徒さんは、担任の玉城＆副担任の知花まで気軽に連絡
下さい(^^)次にスクーリングですが、「何月スクーリング来たら良いんだ
ろう？？？」っと迷ったら担任の玉城まで連絡下さい！皆さんの趣味や
様々な都合に合わせて何月に来たら良いかアドバイスします。ヽ(^o^)丿 

みなさん、こんにちは。３・４番クラス担任の比嘉です。 
いざ届いた教材を前にして、どんな小さなことでも疑問や不安がありま
したら、困ったときは担任に連絡して下さい！ 
問題を解決するヒントを何か必ずお伝えできると思いますので、相談し
て下さいね^^ 
もちろんスクーリング期間中も、みなさんのサポートを精一杯努めてい
きたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう！ 
いつでも連絡お待ちしています♪ 

新年度が始まって、早２ヶ月が過ぎようとしています。学習は進んでい

ますか？学習を進めていく中で、分からない問題や視聴報告書の仕方が

分からない等疑問もたくさん出てくるかと思います。そういう時は、以

下の学習サポートページを参考にしてみてください！ 

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

もちろん、私たちに直接電話して問題を解決してもＯＫです！！すぐに

問題を解決して、卒業に向けて一歩ずつ前進していきましょう( ﾟ▽ﾟ)/ 

新入生は入学して１～２ヶ月が経ちました。段ボールに入った教材を見

てびっくりした方も多いかと思います。届いた今が勉強のチャンスで

す！！電話でもメールでも手紙でもＯＫですので連絡お待ちしていま

す。わからないことだらけだど思いますので疑問に思ったことをそのま

まにせず、一つずつ解決していきましょう(^O^) 

私達教員をどんどん頼ってほしいと思います。在校生の皆さんもどんど

ん連絡お待ちしていますので、お気軽にご連絡ください！！ 

今年度も早 2 ヶ月が経ちました。新入生は、まだ通信制の仕組みや自宅

学習の方法が分からない生徒さんも多いと思います。少しでも分からな

いなと思った時には、電話でもメールでもＯＫですので連絡してくださ

いね(^^♪特に、海外在住の生徒さんは、時差もあると思いますので、メ

ールをどんどん活用してくださいね。TEL090-6856-3434、

e-mail：kanesue@yashima.jp へどんどん連絡ください。在校生の皆

さんも、スクーリングや進路などの相談をお待ちしています！！ 

mailto:kanesue@yashima.jp


事務部 鈴木 啓之 
 

 ９月下旬から、大学・短期大学・専門学校・就職等で「面接試験」が始まります。スーツ着用で

の受験も可能ですが、制服を着て受験を希望する方は、至急、本学事務部（0120-917-840）へご連

絡ください。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまでに１か月以上かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導主事 金居 央 
 

平成２８年９月または平成２９年３月に卒業される方は、すでに卒業後の進路を考え始めていることと思いま

す。今回は、校内推薦基準についてお知らせします。この推薦基準を満たしていない場合、推薦入試を受験す

ることが出来なくなります。推薦試験（指定校推薦・公募制推薦・ＡＯ入試など）を少しでも検討している生徒さん

は、早めに各担任まで相談をしてください。指定校推薦については、ゆんたく７月号で指定校推薦一覧・指定校

校内選考の流れを掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

 

制服について 

文部科学省認可通信教育 

 
校内推薦基準について 

 

制服について 

３ 

【校内推薦基準】 

１．学校長が推薦を認めること。 

２．前期での単位認定を含めて修得単位数４５単位以上を修得しており、リポートの提出状況や 

スクーリング出席時間数を考慮して、平成２９年３月までに卒業見込みがあると判断できること。 

３．推薦書申し込み時点で卒業確定していること。 

４．前期単位認定試験を含めて全体の評定平均値が２．３以上あることを原則とする。 

それに満たない場合は、出願先の学校との相談により認める場合がある。 

５．入学辞退をしない旨の誓約書を保護者連名で提出できること。 

★大学・短期大学・専門学校受験希望者(推薦入試受験希望者) 

併願 ⇒ 上記１と２もしくは３と４ (３つを満たす) 

専願 ⇒ 上記１と２もしくは３と４と５ (４つを満たす) 

なお、推薦書の必要の無い推薦試験を受験する場合、校内推薦基準を満たしていなくて

も受験可。 
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高等学校等就学支援金は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図りもって教育

の実質的な機会均等に寄与することを目的とする国法に基づく授業料への補助金です。入学時に

「高等学校等就学支援金受給資格認定申請」を提出して沖縄県による受給資格認定を受け、在学

中は毎年６月期の『様式１ 収入状況届出書』を県が審査しての支給決定が支給継続の要件となりま

す。「ゆんたく」に添付の様式に必要事項を記入し、保護者全員の課税証明書を添付して、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、県による支給区分・支給

期間の判定を受けます。 

なお、入学時や昨年６月期に提出いただいた証明書類は、平成２８年６月までの支給額決定に

必要な書類です。平成２８年７月から翌平成２９年６月までの支給額決定については、平成２８年度

市町村民税課税証明書の提出が必要です。収入状況届出書と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２８年度分の提出方法 

 

期限：平成２８年６月２７日(月)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/２８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～154,500円以上 

（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～51,300円以上 

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～51,300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２８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/２８年度に新入学した方 
 平成２６年度/２７年度/２８年度に編入学した方 
平成２６年度以降に他校に入学し、転入学した方 
（平成２５年度以前に他校に入学し２８年３月末に退学し、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 



 
 
 

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

２８年６月までの支給額決定に必要な書類です。平成２８年７月から翌平成２９年６月まで

の支給額決定については、平成２８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２８年度分の加算支給届出（希望者のみ）の提出方法 

 

期限：平成２８年６月２７日(月)必着（遅れると減額になる場合があります） 

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」を受けた方で、 

保護者全員米の市町村民税所得割額の合算が１００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２８年度市町村民税課税証明書」または生活保護受給証明書 

   （保護者が一人の場合）③保護者・本人を含む戸籍謄本 

（１.５倍加算の方は追加で）  

 ④ 「１９歳未満の扶養親族に関する申立書」 

 ⑤ 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 加算支給届出書について 

お問い合わせ先： 

親川、平良 0120-917-840 

５ 

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） 

 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） 

文部科学省認可通信教育 



 

【参考】平成２６年度～２８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 
 

 

 
 

【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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【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２８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２８年度後期の科目追加登録にかかる授業料の１０月～２８年３月分の 加算支給 

 ・平成２９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２８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２８年１１月から１２月頃が見込まれます。

平成２８年度後期履修登録した方への加算支給は平成２９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

６ 

文部科学省認可通信教育 

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 ～ 51,300円以上 

２倍加算 扶養親族数によらず一律に  51,300円未満 ～ 100円以上 



 
【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28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 

７

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 

 

「高校生等奨学給付金制度※１」」は、各都道府県が独自の制度として、全ての意思ある生徒が安心

して教育を受けられるよう授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯が

自ら都道府県に申請して年間 3 万 8,100 円の返済不要の支援（給付）を受ける制度です。給付金は

保護者在住の都道府県から、対象保護者へ直接に支給（銀行振り込み）されます。 

 

 

 

 

 

 

 

高校生等奨学給付金の受給申請は、希望する保護者が自ら都道府県から様式等を入手して個別に

申請を行う必要があります。その際、当校での在学証明等が必要な場合※２）は、「学習の手帳」掲載

の証明書発行願をご利用ください（申請には発行手数料 100 円分の切手、返信用封筒＋返信用切手、学校

様式ではなく各都道府県独自の在学証明書様式がある場合はその様式の同封が必要です。） 

当校では全国の保護者様の便宜を図るため、平成２８年度の「高等学校等就学支援金 状況届出書」

と所得を証明する書類を６月２７日（月）の提出期限までに提出した保護者様で、住所のある都道

府県の奨学給付金の利用が見込める保護者様には、各都道府県が公開している案内パンフレット等

を郵送いたします。また、沖縄県庁を通じて当校に事務委託のあった都道府県については、当校か

ら直接、保護者様宛に在住都道府県の申請様式一式をお送りし、学校が個々の申請を取りまとめて

一括の代理申請をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、６月２７日（月）の提出期限までに平成２８年度の「高等学校等就学支援金 状況届出書」

および課税証明書を未提出の方へは、当校からの案内が遅れることになります。申請期限が早い都

道府県もありますのでご注意ください。 

※１）都道府県により、制度の名称、支給要件の細部・申請書類様式・受付期間が異なります。 

※２）当校様式の在学証明書の利用の可否・記載すべき事項については、各都道府県ごとに規定が異なります。

在学証明書発行を当校で手続きする際は必ず、提出先の都道府県に詳細をご確認下さい。 

平成２８年度の「高校生等奨学給付金制度」について 

文部科学省認可通信教育 

高校生等奨学給付金制度支給要件※１） 

・保護者全員が同じ都道府県に住所がある。 

・保護者全員の市町村民税所得割額の合算が非課税もしくは生活保護世帯。 

・生徒さんが平成２６年４月以降に入学し、平成２８年７月１日現在当校に在籍している。 

・平成２８年７月１日現在、生徒さんが高等学校等就学支援金の受給資格がある。 

・保護者が、住所のある都道府県に奨学給付金受給の申請をしている。 

高校生等奨学給付金手続きの流れ【原則】 

様式入手 
保
護
者 

都
道
府
県
庁 

当
校 

申請 

証明書 
発行願 

在学証明書 
給付 

案内の送付 

就学支援金書類 

〃  【学校へ事務委託のある場合】 

保
護
者 

都
道
府
県
庁 

当
校 

事務委託 

一括代理申請 

申請 

給付 

様式送付 

就学支援金書類 
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当校では、みなさまのご負担を軽減する為に、沖縄県による高等学校等就学支援金支給決定に先

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

するようにいたしております。 

 

 追加徴収となる場合： 
高等学校等就学支援金は、法令により月割計算で算出されます。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（合算額）が前年度より増え、平成２８年度（平成２８年７月～平成２９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２

７年度（平成２８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等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※１）

なく提出期限を遅れた場合。 

４） 平成２８年度転入・編入生で、入学に際しての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など） 

※１） 「正当な理由」とは、法第 6 条第 3 項に規定する「災害への被災や長期にわたる病欠、保護者等の仕事の都

合（長期にわたる海外出張等の真にやむを得ない場合に限る。）、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）や養育放棄

等の家庭の事情により期限までに課税証明書等の取得・提出ができない場合」など、本人の責めに帰さない場

合に限られ、単に「保護者が忙しかったから」や「出し忘れた」は、正当な理由には当たらないとされています。 

 

 過徴収分の返金となる場合： 
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、ご指定の銀行口座

に振込み※２）いたします。 

 

１） 保護者の所得（合算額）が前年度より減少し、平成２８年度（平成２８年７月～平成２９

年６月に適用）の高等学校等就学支援金の支給区分が、平成２７年度（平成２８年４月～

６月に適用）の支給区分から支給増額に区分変更となった場合。 

※２） 平成２８年１１～１２月頃を見込みます。 

 

平成２８年度前期校納金が変更となる場合 

９ 
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日本で初めての本格的な e ラーニング大学として「八洲学園大学」が神奈川県横浜市に開学し

ております。この八洲学園大学は多数の公開講座を開設しており、今回、大学附属の八洲学園

大学国際高等学校との高大連携の一環として、本学の生徒・保護者の方が、公開講座の受講を

希望された場合、受講料の割引が可能となりました。来月以降、割引対象講座のご紹介を学校

新聞「ゆんたく」でお知らせ致します。 

 

【●八洲学園大学公開講座ウェブサイト●】 

http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

八洲学園大学の公開講座に関して（高大連携） 

文部科学省認可通信教育 
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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在校生・卒業生も

応援しており６コースあります。現在、「建築業技術訓練コース」に参加している卒業生の

近況報告と、コースのご説明をします。 

（①資格取得コース②外国語ステップアップコース③建築業技術訓練コース④声優・アニ

メ・クリエーターコース⑤農業体験・研修コース⑥芸能モデル・ダンスコース） 

建築業技術訓練コース 
●「コベルコ教習所(神戸製鋼グループ)」・「沖縄産業開発青年協会」と提携しており、全

国１２ヵ所にて短期集中で建築業技術習得を希望する在校生・卒業生をサポートしておりま

す。 

また、現在、沖縄産業開発青年協会

の開発青年隊コースに参加中の卒業

生（沖縄県出身）がいます。職業訓練

学校に近い形態で、「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、１０種類以上の資格・技術の

取得を目指して元気に頑張っていま

す。本人に参加動機を聞くと、「何も

資格を持ってなかったので、将来を考

えると、手に職をつけないと駄目だと

思い、建築業技術訓練コースに参加し

ました」との事。 
  

「建築業技術訓練コース」に興味の

ある方は、資料を送らせて頂きますの

で、各担任まで御連絡下さい。 

 

 

 

「建築業技術訓練コース」参加卒業生の近況報告 

文部科学省認可通信教育 
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【免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育】 

●移動式クレーン●小型移動式クレーン●床上操作式クレーン●玉掛け●車両系（整地等・解体・基礎）

●フォークリフト●高所作業車●不整地運搬車●ガス溶接●アーク溶接●小型車両系（整地等）●ロー

ラー●自由研削といし●粉じん●巻上げ機●低圧電気●石綿●チェーンソー●酸欠●刈払機●振動工

具●丸のこ●有機溶剤 等 

 



＋α委員会 岸本 久律 

下記内容のアメリカ合衆国へのアカデミックホームステイに興味のある方は、各担任へご連絡下さい。 

 

「アメリカ合衆国アカデミックホームステイ」のご案内（外国語ステップアップコース） 

文部科学省認可通信教育 
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2016 年度 夏休み 

アカデミックホームステイ 

【参加者の声】 英語を話す人と一緒に、アメリカの生活習慣の中で
暮らしていくということは、とても貴重で有意義な経験になりました。

学校の授業だけでは分からないようなことも色々と学ぶことが出来ま

した。こういったことは、ホテルに泊まり、通訳付きの旅行では、決し

て学べません。日常会話については、センターから配布される教材を

きちんとこなせば困ることはありません。ホームステイ中は、現地の

人と楽しむことを最優先にした方が絶対にいいと僕は思います。自分

の趣味を持っていると、期間中に共通の趣味を語り合ったり、紹介し

たりしながら楽しく過ごすことが出来ると思います。 

― 沖縄県からの参加者の感想文より － 

【研修期間】 2016年 7月下旬出発 （24日間） 

【研 修 地 】 アメリカ合衆国 （西海岸を中心として、中西部までに亘る選定された地域） 

【 費 用 】 498,000円 （那覇空港発着他、全国ほとんどの県から同一の料金で参加できます。） 

 ※燃油サーチャージ料等は含みません 

【研修内容】 
約 25名の生徒と日本人引率指導者からなるグループ単位で、

平日の午前中は米国人教師による英語での授業を受け、午後

からは社会見学等の活動を行ないます。歴史的建造物や自然

公園を訪れる終日研修も予定されています。週末は、ホストフ

ァミリーとそれぞれの家庭で自由時間を過ごします。 

【参加資格】 
● 中学生、高校生、大学生 
● 心身健康で、自分の身の回りのことを一人でできること 

【申込締切】 ２０１６年６月１０日  定員になり次第締め切ります 
 



          『沖縄の子どもの貧困問題』は、深刻化しています。国や県、各市町村

においては、子どもの貧困対策事業を始めています。学習支援（無料塾）

や子ども食堂、居場所づくり等、様々な取り組みがみられます。 
 

名桜大学は、名護市との連携事業で、市内の中学生を対象とした学習支援活動を進めていま

す（学習支援教室ぴゅあ）。大学生による学習支援は、中学生の学ぶ意欲を高め、高校進学に

おいても実績を残しています。また、ぴゅあは、大学生と中学生の交流の場であり、お互いの

居場所ともなっています。 
  
今回の学習会では、学習支援教室ぴゅあの立ち上げと実際の活動についてのお話と、沖縄県

内の子どもの貧困対策事業についてもお話をする予定です。 

教頭 中村 成希 

 

 

 

～中学生の学力保障と居場所づくり～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

総合推進 鈴木 啓之  

自宅学習でリポート作成を行う際、学習にいきづまったときには、「リポート作成のポイント」が役に立

ちます。リポート表紙のＱＲコードか、次のＵＲＬをスマホやブラウザでアクセスしてみて下さい。 

URL: http://k.yashima.jp/pdf/index.html 

さて、平成 28年度改定より「リポート作成のポイント」ページを次のように大幅にリニューアルしました。

ぜひ、ご覧ください。 
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６月講演＆勉強会 
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◆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１８日（土）１４～１６時（１３：３０～受付開始） 

◆対 象：どなたでも参加可能 

◆参加費：５００円 

◆会 場：名桜大学 多目的ホール２階「名護市学習支援教室ぴゅあ」 

         （ 0980-51-1100 名護市字為又 1220-1 ） 

◆講 師： 嘉納 英明 （ 名桜大学教授 学習支援教室ぴゅあ顧問 ） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

【所属学会】九州教育学会、日本教育政策学会、日本社会教育学会、日本教育

制度学会、日本生活体験学習学会、日本子ども社会学会（共同研究事業委員会

委員）、日本公民館学会（理事） 

「リポート作成のポイント」改訂のご案内 

 利用者のブラウザや情報機器の利用状況より、従来のフューチャフォン対応から、スマートフォン／ 

ＰＣ対応へ切り替えました。Windows／Android／iPhone／ｉＯＳ いずれでも利用できます。 

 掲載する情報量を大幅に増やすとともに、リポートの設問に対応する教科書の章題名・図表名を 

カラー表示して見やすくしました。 

 PCやスマートフォン画面でフォーカスしているところを強調表示するなど操作性を向上しました。 
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八洲学園大学国際高等学校の教室校舎２階に、生徒さん用の「談話室」を設置しております。平成２

８年度、岸本久律先生（理科・工業）を中心に、教職員たち皆で力をあわせ、リニューアルしました。

生徒さん達に、安らぎを与える事が出来る空間になりますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務部 板谷 幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「談話室（教室校舎２階）」リニューアルのお知らせ 
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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７日[火] 

・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）

体育α 国語表現 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α・β・γ

学校バスでコンビ二まで

送迎致します

書道Ⅰ 情報Ａ/社会と情報 理科課題研究
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● 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 

１５ 

  【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 

●代々木アニメーション学院（札幌） 北海道札幌市中央区 

宮城県 ●代々木アニメーション学院（仙台） 宮城県仙台市青葉区 

千葉県 ●ＯＳＥアカデミー（千葉） 千葉県佐倉市 

静岡県 ●ヒーローズアカデミー国際高等部（静岡） 静岡県浜松市中区 

東京都 

●東京キャンパス（アップスクール高等部） 東京都板橋区 

●代々木アニメーション学院（東京） 東京都渋谷区 

●世田谷みどり塾（東京） 東京都世田谷区 

愛知県 
●中京ドリーム高等学院（名古屋） 愛知県名古屋市千種区 

●代々木アニメーション学院（名古屋） 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） 京都市下京区  

石川県 ●代々木アニメーション学院（金沢） 石川県金沢市 

大阪府 
●代々木アニメーション学院（大阪） 
 

大阪府大阪市北区 
ちゅ 

おお 
●近畿自由学院（大阪） 大阪市城東区 

広島県 

●代々木アニメーション学院（広島） 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 

●みはら塾（広島） 広島県福山市 

高知県 ●陽気塾（高知） 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 

●代々木アニメーション学院（福岡） 福岡県福岡市 

●サンライズスクール（福岡） 福岡県糸島市 

●ＨＡＢＩＴＺ高等部（福岡） 福岡県久留米市 

●福岡理容美容専門学校（高等課程） 福岡県福岡市中央区 

●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 

●寺子屋みらい高等学院（福岡） 福岡県福津市 

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 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 大分県 

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） 鹿児島県鹿屋市 

●マイン高等学院（鹿児島） 鹿児島県鹿児島市 

沖縄県 

●マイン高等学院（沖縄） 沖縄県那覇市久米 

●個別指導教室スタディ（県内１１ヶ所） 沖縄県本島１１ヶ所 

●未来学習塾（石垣島） 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 

●琉美インターナショナルビューティカレッジ 沖縄県那覇市 

●沖縄写真デザイン工芸学校 沖縄県那覇市 

 



 

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 水  16 木  

2 木  17 金 ７月Ｓ詳細発送 

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月  

6 月 
６月Ｓ返送書類必着 

６月Ｓキャンセル返金可能〆切 
21 火  

7 火 ☆通学スクーリング（自由参加） 22 水  

8 水  23 木 沖縄慰霊の日 

9 木 ７月Ｓ申込〆切（消印） 24 金 ７月Ｓ：ＲＨ提出〆切 

10 金 ●６月スクーリング● 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 ゆんたく発送 

13 月  28 火 ７月Ｓキャンセル返金可能〆切 

14 火  29 水 ７月Ｓ返送書類必着 

15 水 ７月Ｓ申込〆切（必着） 30 木  

      

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。 

 

 

１６ 

（携帯ＱＲコード） 

文部科学省認可通信教育 

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

