文部科学省認可通信教育

平成２９年３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

２月スクーリングの中で、卒業証書授与式を挙行しました。
269 名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
在校生の皆さんも卒業目指して、一歩ずつ確実に進んで行きましょう。
新年度も皆さんと楽しい時間を過ごせることを今から心待ちにしています！
「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。
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２月スクーリングダイジェスト
事務部 板谷 幸恵

チームＴシャツ作り☆
チームＴシャツ完成！

～ 球技大会 ～

☆生徒さんのコメント☆
☺
☺
☺
☺
☺

卒業式に出て卒業できたことは一生の思い出です。とても嬉しかったです！
たくさんの人と出会えて、勉強以外にも大切なことに気づけたのは八洲のおかげ。お世話になり
ました(^^)/
絶対卒業するって決めて課題も頑張ったし、授業もテストも頑張って卒業できてめっちゃ嬉しか
った！
素敵な先生、素敵な友達、本当に良い出会いがありました。学習面だけでなく心の面など人とし
て大切な事を学ぶことが出来ました。
学校がこんなにも楽しいと思ったのは初めてで、参加して本当に良かったです。
２
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３月スクーリングダイジェスト
事務部 板谷 幸恵

紙粘土でシーサー作り

桜を発見！

エイサーを披露して
くれた名桜大生と♪

世界遺産の今帰仁城跡で

☆生徒さんのコメント☆
☺
☺
☺
☺
☺

今帰仁城跡巡りが印象に残り、沖縄の魅力を再発見できたので良かったです。
最初は友達ができるか不安だったけど、沢山友達ができたしいっぱい遊べてよかった。
シーサー作りや今帰仁城跡巡り、美ら海水族館見学など体験した事がないことが経験できて良か
ったです。
先生達も生徒もみんな優しくて楽しめました！
オプションのお菓子御殿では生紅芋タルトが食べれて大満足でした(^^♪

スクーリングの写真をもっとご覧になりたい方は本校 HP のスクーリングフォトギャラリーをご覧ください。
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平成２８年度後期卒業証書授与式
事務部 板谷 幸恵

校長式辞

在校生送辞

卒業生答辞

卒業生答辞
『八洲んちゅぬ宝』斉唱
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花道（卒業生再入場）

～ 卒業のよろこび ～
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平成２８年度後期卒業証書授与式

校長式辞
校長 和田 公人

ご卒業おめでとうございます。
八洲学園大学国際高等学校での高校生活は
いかがだったでしょうか？終わりよければ
すべてよしで、これまでの苦労も良い思い出
となったことを期待します。
八洲国際には、実に様々は方が在籍されて
います。年齢、出身地、現住所、育った環境などなど。このように多様な方が在籍している
からこそ、スクーリングは刺激的で楽しいものになるのだと思います。
沖縄は「ちゃんぶるー」文化です。「ちゃんぷるー」とは混ぜるという意味で、いろいろ
な食材を混ぜれば美味しくなりますので、ゴーヤチャンプルーは美味しいわけです。人も同
じで、いろいろな人がいれば違った価値観でお互いに刺激しあって、より良い価値を作るこ
とができます。
これからも、様々な価値観を尊重し、お互いに刺激しながら、より良い世の中になるよう
に皆さんの能力を活かされることを期待します。

６
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教職員から卒業生へのメッセージ
事務部 番場 晴美

 和田 公人（校長） ご卒業おめでとうございます。八洲国際は、いろいろな意味でユニ
ークな学校です。みなさんも、人と違うことに誇りを持って自分の道を進んでください。
 中村 成希（教頭）

祝！！

 島袋 友美（1･2 番クラス） ご卒業おめでとうございます。八洲で培ったことを糧に、
これからの人生、大きく羽ばたいていって下さい。ずーっと応援しています。
 比嘉 彩香（3･4 番クラス） 新しい門出にあたり「おめでとう」の言葉をおくります。
みなさんと過ごした日々を思い出すと寂しくなりますが、これからは自分の信じる道を
しっかり歩んでいって下さい。応援しています☆
 玉城 健一（5･6 番クラス） 卒業おめでとうございます。これからも自分らしく、自分
のペースで前進して下さい!!
 島袋 瑠美（7･8 番クラス）

Congratulations！みなさんの笑顔が大好きです(^^)

 平安山 智子（9･10 番クラス） 目標だった高校卒業というゴール地点は今日から新しい
スタート地点になりました！今後のご活躍をお祈りしています。
 金居 央（提携校・海外クラス担任） 卒業おめでとうございます。自分のペースで夢に
向かって羽ばたいて下さい。
 岸本 久律 卒業おめでとうございます。今、一つの大きな節目を超えて素晴らしい未来
が皆さんを待っています。皆さんの未来が光溢れるよう願っています。
 知花 聖奈

ご卒業おめでとうございます。自分らしく素敵な人生を歩んで下さい！

 伊禮 愛里 ご卒業おめでとうございます。夢や目標に向かって１歩１歩進んで下さい。
応援しています。
 島袋 正良

八洲からの景色をいつまでも忘れずにこれからもがんばろう。
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 原田 みき子

ご卒業おめでとう！いつか家族を連れて学校へ遊びに来てください。

 玉城 優香 卒業おめでとうございます。これまでの経験を糧にそれぞれの道を歩んでい
ってください。
 与古田 初子
 長崎 佑

おめでとうございます。努力の分だけ幸せ気分!! 次のステップへ。

卒業おめでとう。夢に向かって羽ばたこう。応援していますよ!!

 天野 葉月 卒業おめでとう！困難に負けることなく、自分のペースで未来を拓いて下さ
いね。幸せな未来をつくって下さい！
 早川 知里 Congratulations!! あなたにしか咲かせられない、使命の華が必ずあります。
それを見つけられるよう応援しています。
 有島 りさ

卒業おめでとうございます!! Good luck!!

 鈴木 啓之 人生はこれから先も広がっています。新しいこと・価値あること・夢をたぐ
りよせることに果敢に挑戦してください。そしてこの世に足跡をのこしてください。
 平良 亮

祝 卒業おめでとうございます。機会があればまた遊びに来てください。

 松本 美代子 卒業おめでとうございます。４月から新しい一歩がはじまります。
楽しみながら進んでね。
 親川 瞳 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。これからも変わらず応援し
ています！
 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます！自分の信じる道を一歩一歩進んでいって下
さいね。応援しています。
 具志堅 慎一
 谷 和樹

NEVER GIVE UP. 人生の大地に根を張り大きくなれ！アバヨ！

卒業おめでとうございます。

 板谷 幸恵

自分らしく一歩一歩進んで行って下さい。応援しています！

 番場 晴美

「苦しい時が成長する時」これからも、あきらめず頑張って下さい！
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平成２８年度後期卒業式に出席した功労賞受賞者のご紹介
教頭

白

中村 成希

平成２８年度は、総計１７名の生徒さんに「功労賞」を授与いたしました。平成２８年度後期卒業証
書授与式に出席した功労賞受賞者の記念撮影をしました。八洲学園大学国際高等学校を卒業後も、今後
のご活躍を期待しております。
【※画像右側は、和田公人校長】

●スカッシュ：世界ジュニアランキング１位（日本人初）渡邉聡美（左１番目）
①ダイナムカップ in さいたま２０１６（スカッシュ） 優勝
②アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） ３位
③東アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） 準優勝
④TAC premier open２０１６（スカッシュ） 優勝
⑤香港ジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝 ( U-13,15,17,19 4 階
級制覇 )
⑥ジャパンジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝
⑦ペナンジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝 ( 2 連覇 )

●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第８戦）優勝 新垣嘉浩（左２番目）
①バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第５戦）第２位

●第１０回高校生ＲＡＰ選手権
３番目）

オールスター戦出場

①第９回高校生 RAP 選手権 ファイナリスト
②フリースタイルダンジョン 出場
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●モデル活動（各種雑誌「ゼクシィ」、各企業ＨＰ等）曲尺ジェームズ愛斗（右
３番目）
●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（右２番目）
※別件ですが、同じく八洲学園大学国際高等学校を今回卒業で、モデル活動で活躍中のエモン久瑠美さ
んですが、３月２５日に開催しました『第２４回 東京ガールズコレクション（日本最大級ファッション
ショー）
』に３回連続で出演されました。おめでとうございました。

平成２８年度「功労賞」のご紹介
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、２月
スクーリングに参加しました生徒さん２名を表彰しましたのでご紹介します。
【※画像中央は、和田公人
校長】

●モデル活動（各種雑誌「ゼクシィ」、各企業ＨＰ等）曲尺ジェームズ愛斗（左
側）
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第８戦）優勝 新垣嘉浩（右側）
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第５戦）第２位 新垣嘉浩
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「単位読み替え（＋αコース：校外技能取得）」に関して
教頭 中村 成希
中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」
（平成二十三年
一月二十三日）ならびに産業教育振興法（平成二十七年六月二十四日法律第四十六号）の趣旨にのっと
り、生徒が就業体験等の体験的な学習や自己の将来の生き方や進路についての考察を深める学習を行え
るようにするため、高等学校学習指導要領（平成二十一年文部科学省告示第三十四号）に基づく学校設
定教科「産業社会と人間」ならびに関連科目を開設する
ため八洲学園大学国際高等学校学則の変更許可がおり
ました。平成２９年度より実施致します。

＋αコース内の単位読み替え対象は、
『①セブ島語学留学（２週間以上）
』
『②沖縄産業開発青年隊（６ヶ月間）』
『③介護職員初任者研修』
『④声優・アニメ・クリエイターコース
（代々木アニメーション学院の専科を卒業）』
『⑤農業体験・研修コース（１ヶ月以上）』
になります。
条件として、本学で高校卒業までの最終科目単位登録をする前までに終了しておく必要があり、また、
単位読み替えの際、学費がかかります。詳しくは、各担任までお問合せ下さい。

参考例規：高等学校学習指導要領（平成二十一年文部科学省告示第三十四号）
第１章総則
第２款各教科・科目及び単位数等
５ 学校設定教科
(2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。こ
の科目の目標，内容，単位数等を各学校において定めるに当たっては，産業社会における自己の在り
方生き方について考えさせ，社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養
うとともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就業体験等の体験的な学習や調査・
研究などを通して，次のような事項について指導することに配慮するものとする。
ア社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観，職業観の育成
イ我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
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「福岡女子商業高等学校」の設置者変更認可のご報告
教頭 中村 成希

全国で２例目、九州では初の試みである公立高校の民間移管となる『福岡女子商業高等学校』
の設置者変更が、３月９日に正式認可されましたのでご報告致します。
昨年５月に認可申請書を福岡県知事に提出、７月の福岡県私立学校審議会での審議、１０
月の認可相当の答申を経て、今年３月９日に福岡県知事から認可証が交付されました。
これを受けて、４月１日より、福岡女子商業高等学校は那珂川町より「学校法人八洲学園」
に設置者が変更されます。

(1948- )

学
校
法
人
八
洲
学
園

八洲学園大学

・・・インターネット学習で卒業が出来る「日本初の大学」

八洲学園大学国際高等学校
・・・短期集中スクーリング方式の為に開校した「日本初の高校」
八洲学園高等学校
八洲学園高等専修学校
ESA 音楽学院専門学校
・・・吹奏楽の演奏とリペアの「大阪初の専門学校」
福岡女子商業高等学校
学校法人文理開成学園 文理開成高等学校
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八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
教頭 中村 成希

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、多数の公開講座を開設しております。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、本学の在校生・卒業生・保護者の方が、公開講座の受講を希望された場合、受講料が
割引されます。興味のある方は、八洲学園大学国際高等学校の各担任までご連絡下さい。

【●八洲学園大学公開講座ウェブサイト●】

http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/
講座名『大人になって読む国語教科書』
～国語って何？世界が変わる国語力～
■講座概要：
「国語」って何を学ぶのか良くわからない、という印象を抱いたまま大人になった人は結構
多いのではないでしょうか。現代文では特にその傾向が強いかもしれません。目的が不明確なままに「国
語」を学習してきたわけで、これでは国語学習で何を身に着けたかも曖昧です。そこで、国語とは何か
考え、最低限の国語の教養を復習してみます。きっと目から鱗の思いがするでしょう。
□対象者：興味がある方ならどなたでも可。
■受講形態：
「八洲学園大学（横浜市）来校」
「ネット上のリアルタイム受講」か「インタ
ーネット録画配信」
□開催日時：平成 29 年 4 月 16 日（日）
13：00－14：30
※最終開講日より 1 ヶ月間は、講座の録画を
インターネットで配信いたしますので、上記
日程でご都合の合わない方でもお申込いた
だきましたら、オンデマンド（録画）で視聴
いただけます。
■講師：大橋 弘
□受講料：通常受講料：２，０００円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：１，５００円（税込）
■支払方法：申込完了後に大学より案内
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□日程と各回の内容：
日程

時間

内容
■教材の読み方
（１） 論説文・・・「待ち伏せ逆さ読み」という読み方
（２） 小 説・・・作品の「エンジン」を探せ

1

4 月 16 日
(日)

13:00-14:30

■役に立つ話題
（１） 国語と日本語
（２） 「は」と「が」
（３） 「御飯」と「ライス」
（４） 漢字の威力
■国語おもしろ話

≪八洲学園大学「大橋 弘（おおはし ひろし）先生」の紹介≫
◆宇都宮大学大学院修士課程教育学研究科国語専修修了・県立高等学校に教諭
として 42 年務める。その間多くの校種を経験し、いわゆる教育困難校での分
かる授業には定評があった。
◆気が向くと明治維新に題材をとった小説を書き、県芸術祭小説部門準文芸賞
（２位）、県芸術祭小説部門奨励賞第一席（３位）2 回、に入選している。
室生犀星文学賞では一次選考に残った。剣道教士七段の経験から描く殺陣は非
常にリアルである。磐裂根裂神社の権禰宜も務め、祈祷を依頼されると祝詞は
その都度新しく作り、終わると依頼者に差し上げている。自治体の生涯学習講
座で近代日本文学の講師を 5 年務めた。生前の深沢七郎と親交があり著書に
『虚無を生きるー深沢七郎入門―』がある。剣道道場「書劍林」館長として身
体の運用について研究している。

平成２８年度高等学校等就学支援金について
事務長 鈴木啓之
高等学校等就学支援金(以下、
「就学支援金」という。)は、高校就学を支援するための国の補助金です。
当校では、保護者の負担を軽減するため、履修登録時に就学支援金基本支給見込み額を相殺して校納金
を請求しています。また、沖縄県により就学支援金加算支給を認定された方には、沖縄県から学校へ対
象生徒全員分の代理支給があり次第、ご指定の銀行口座に加算支給額を振り込んでおります※。
２月末に、沖縄県より前期授業料への就学支援金決定の通知がありましたので、３月３日付で対象の
みなさま方のお届けの銀行口座に振り込み手配をしました。あわせて、
「高等学校等就学支援金支給決定
通知」を郵送いたしました。例年より支給の時期が大幅に遅れ、ご不便をおかけいたしましたことをお
わび申し上げます。
なお、後期入学・後期履修した生徒さんへの支援金加算支給については、例年５月の連休前後あたり
に下される県からの一括の通知・代理支給を受けてからの支給となります。
※ 基本支給世帯・非課税世帯・生活保護世帯については、授業料と支援金全額を相殺して校納金を案内
していますので、追加の支給はありません。
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沖縄北部学習会（本校）
事務部 番場 晴美
・本校学習会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♪
・本校学習会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♪

４月沖縄北部学習会（本校）４月２８日[金]
・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。

平成 29 年度より「通学スクーリング」を
「沖縄北部学習会（本校）」と名称を変更します。

４月
北部学習会（本校）

1年次(α)

ホームルーム

2年次(β)
各クラスの集合場所（教室）は
校内放送でお知らせします。

（9：50～10：00）

1時間目

合同体育α・β・γ

（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）

3年次(γ)

学校バスでコンビ二まで

送迎致します
コミュ英語基礎

社会と情報

古典B/古典

科学と人間生活

現代文B

コミュ英語Ⅱ

教職員異動のお知らせ
事務長 鈴木 啓之
３月末日付で退職される教職員をお知らせします。諸先生方には大変お世話になりました。
今後の活躍を心よりお祈り申し上げます。

金居 央（提携校・海外クラス担任／理科・情報）
知花 聖奈（保健体育）
早川 知里（英語）
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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・家庭教師派遣などを
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】
【住 所】
北海道ブロック

北海道

東北ブロック

宮城県
東京都

関東ブロック
埼玉県
千葉県
静岡県
中部ブロック

愛知県
石川県

関西ブロック

大阪府
京都府

中国ブロック
四国ブロック

広島県
山口県
高知県

福岡県

九州ブロック

大分県
佐賀県
熊本県
長崎県
宮崎県
鹿児島県

沖縄ブロック

沖縄県

●代々木アニメーション学院（札幌）
●札幌中央義塾高等学院
●代々木アニメーション学院（仙台）
●代々木アニメーション学院（東京）
●アップスクール高等部（東京）
●世田谷みどり塾
●瑞祥学園
●アップスクール高等部（埼玉）
●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）
●代々木アニメーション学院（名古屋）
●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（金沢）
●代々木アニメーション学院（大阪）
●近畿自由学院（大阪）
●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（広島）
●プロ家庭教師のディック学園（広島校）
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●陽気塾（高知）
●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）
●寺子屋みらい高等学院（福岡校・北九州校）
●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
（福岡校・久留米校・北九州校）
●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（大分校・中津校）
●明星国際ビューティーカレッジ
●家庭教師の成績１１０番高等学院
●楠陽（なんよう）学院高等部（佐賀）
●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）
●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）
●プロ家庭教師のディック学園（鹿児島校）
●マイン高等学院（沖縄）
●スタディ（沖縄県内各地）
●早稲田育英ゼミナール（浦添校）
●未来学習塾（石垣島）
●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
●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校）
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北海道札幌市中央区
北海道札幌市西区
宮城県仙台市青葉区
東京都千代田区
東京都板橋区
東京都世田谷区
東京都小平市
埼玉県戸田市
千葉県佐倉市
静岡県浜松市中区
愛知県名古屋市中村区
愛知県名古屋市千種区
石川県金沢市
大阪府大阪市北区
ちゅ
大阪市城東区
おお
京都市下京区
広島県広島市中区
広島県広島市中区
山口県
高知県高知市
福岡県福岡市博多区
福岡県糸島市
福岡県久留米市
福岡県福岡市中央区
福岡県福津市・北九州市
福岡県
福岡県福岡市・久留米市・
北九州市
大分県
大分県大分市・中津市
大分県大分市
佐賀県
佐賀県佐賀市
熊本県
熊本県熊本市
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
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市久米
沖縄県本島内各地
沖縄県浦添市
沖縄県石垣市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市
沖縄県那覇市
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☆沖縄北部学習会（本校）、ゆんたく発送
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金
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前期スクーリング申込書発送

５月スクーリング申込〆切（消印）

５月スクーリング申込〆切（必着）

５月スクーリング詳細発送

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

