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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

よ う こ そ、 八洲学 園 大学 国際 高等 学 校へ 。
ご入学おめでとうございます。
当校は、日本初の集中スクーリング方式の
通信制高校として開校以来、スクーリングの
内容を常に進化し、充実させてきました。
また、１度でも当校に来られた方は、なぜ、この地に開校したかはす
ぐに分かってもらえると思いますが、日本一、環境に恵まれた高校です。
１日も早く、スクーリングに参加されることを楽しみにしています。
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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
国語
比嘉 彩香（沖縄）

3･4 番ｸﾗｽ担任
国語・書道
玉城 健一（沖縄）

5･6 番ｸﾗｽ担任
英語
伊禮 愛里（沖縄）

7･8 番ｸﾗｽ担任
保健体育
平安山智子(神奈川)

9･0 番ｸﾗｽ担任
保健体育
島袋 瑠美（埼玉）

提携校･海外ｸﾗｽ担任

情報
島袋 友美（沖縄）

1･2 番ｸﾗｽ副担任
保健体育
宮城 彩乃（沖縄）

3･4 番ｸﾗｽ副担任
保健体育
比嘉 泰子（沖縄）

5･6 番ｸﾗｽ副担任
保健体育
横田 裕美（福島）

7･8 番/海外ｸﾗｽ副担任
保健体育
木村 和奈(兵庫)

9･0 番ｸﾗｽ副担任
理科
岸本 久律（沖縄）

国語・美術
原田みき子（秋田）

家庭
与古田 初子(沖縄)

理科・数学
島袋 正良（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
有島 りさ（鹿児島）

国語
玉城 郁江(沖縄)

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)

３

校務補助
谷 和樹（沖縄）

校務補助
具志堅将（沖縄）
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クラス担任あいさつ
事務部 番場 晴美
ひ が あや か

今年度１・２番クラス担任をさせて頂くことになりました、比嘉彩香で
す！みなさん一人一人に合った高校卒業の目指し方があるかと思います
ので、自分のペースで前進していきましょうね(*^^*)
困ったことがあれば一人で悩まずに、すぐに担任までご連絡下さい。一
緒に解決していきましょう★ラクロスが得意でフレッシュな副担任の
みやぎあやの

宮城彩乃先生と協力して、しっかりみなさんを卒業までフォローしてい
きますので、どうぞ宜しくお願いします。スクーリングでみなさんとお
会いできるのを、心から楽しみにしています♪
３・４番クラスの皆さん、こんにちは。今年度皆さんの担任になりまし
たましろけんいち

た玉城健一です。皆さんの目標は全員同じく「高校卒業」ですが、１人
ひとりに合った卒業の目指し方があります。私が皆さん１人ひとりに合
ひ が やすこ

った前進の仕方を紹介します。副担任の比嘉泰子先生と一緒にサポート
していきますので、今年度宜しくお願いします！！

追伸・・・自宅学

習ページを見て、早めにリポート＆視聴報告書進めて～。

今年度、５・６番クラスの担任になりました伊禮愛里（いれい あいり）
です。副担任の横田裕美（よこた ゆみ）先生と一緒に、皆さんのサポー
トをしていきますのでよろしくお願いします。
スクーリングで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています♪

今年度、7・8 番クラスの担任をさせていただくことになりました
平安山智子（へんざんともこ）です。副担任は 4 月から勤務の木村和奈
（きむらなな）先生です。ふたりとも元気いっぱいの保健体育科です。
困った事や、不明な点はお気軽にご連絡ください(^^♪スクーリング中も
皆さんが心身ともに健康に過ごせるように全力でサポートさせていただ
きますのでよろしくお願いします(^^)/
しまぶくろ る み

今年度、９・０番クラスの担任をすることになりました、島 袋 瑠美です。
よろしくお願いします(＾▽＾)/私の好きな言葉は「出会いを大切に」で
す。皆さんが八洲学園と出会えた事を後悔しないために、卒業へ向けて
一歩一歩前進していきましょう！！わからないことや困ったことがあれ
ば、ひとりで悩まず担任まで連絡をください。一緒に解決できるよう精
一杯フォローします。
まずはスクーリング参加時期が決まらない方、学習が思うように進まな
い方、連絡お待ちしています(＾◇＾)
皆さん、こんにちは！この 4 月から提携校・海外クラスの担任をさせて
しまぶくろとも み

いただくことになりました。 島 袋 友美です。一番の目標は「高校卒業」
だと思いますが、高校卒業する間に素敵な出会い、さまざまな出来事が
皆さんを待っています。一つでも多く皆さんと
共有できればなと思っています。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★

４
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平成２９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
５月は、みなさんにしか作れない世界に一つだけの絵本作りを
行います。からくり絵本作り！！などみなさんが楽しめる容を
現在計画中です(*^^*)

６月
皆さんはランタン作ったことありますか？明りを灯す用具のことですが、真っ暗な
部屋でロウソクを灯すと幻想的な気分になりますよね、ランタンはその光をさらに
幻想的に演出します！台湾のランタンフェスティバルや宮崎のランタンナイトな
ど世界には様々なランタンがあります。６月のスクーリングでは手作りランタンで
食堂を飾り付けますよ！手作りランタンで幻想的な世界を体験しましょう！皆さ
んのご参加お待ちしていますヽ(´▽｀)/

７月
「夏だ！沖縄だ！マリンスポーツだ！」ということで、真夏の太陽の下で沖縄
の海を満喫したい方を大募集です(^^)/シーカヤック、スノーケル、体験ダイビ
ングなど、沖縄の海を満喫 できるプログラムを企画します。
有料オプションも検討中です(^_-)-☆
※泳げなくても大丈夫ですが、紫外線が苦手な方、
海水につかることができない方、体力に自信が
ない方はご遠慮ください。

８月

アウトドア

夏だ笑って過ごしちゃおう(*^-^*)
野外活動や光のオブジェをみんなで作る予定です??
幻のお風呂もあらわれるかも！！

９月
沖縄の大自然を満喫しましょう！
やんばるの森をトレッキングしたり、自然について学んじゃおう♪

最終日は平成 29 年度前期卒業証書授与式を挙行します。
※天候によって変更になる可能性があります。

５
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自宅学習ページ（リポート作成のポイント）
教務部 島袋 瑠美

新入生、在校生の皆さん手元に教材は届きましたか。さっそくリポート、視聴報告書の課題に取り組もうと思
っている皆さん！下記のアドレスにアクセスし、自宅学習ページを確認しましょう。
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、自宅学習を始める際にぜひご活用
ください。ご不明な点がありましたら、各担任までお問合せください。
① 学習中の「科目（科目コード）
」を調べる！
② 「自宅学習ページ」を開きましょう♪
http://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.html
◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪
◎パスワードは各クラス担任＆副担任にお問い合わせ下さい。
③ 指定枚数のリポート＆視聴報告書を学習する♪
◎リポートは「ヒント」を活用しましょう！
◎ＮＨＫ高校講座は好きなタイトルを選びましょう♪
◎不明な点は気軽に担任＆副担任へ質問♪

６
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平成２９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

国語総合（2017 年度以降）
国語総合（2017 年度以前）

現代文 B
古典 B
日本語基礎
世界史 A
日本史 B
地理 B
現代社会
倫理
政治経済

出題ポイント

※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

1.修辞技法（レトリック）の中の 4 つの技法（Ａ比喩法、Ｂ対句法、Ｃ倒置法、Ｄ擬人法）を理
解しておくこと。2.広告を作る場合の「アイドマ方式」について。3.キャッチコピーを作る。
5 つのテーマ「車」
「食品」
「化粧品」
「スポーツ」
「サークル」から 2 つを選ぶ。1～3 は該当する
リポート・教科書を参照。4.作文「スクーリングの乾燥」400 字以内。
リポート：№2、3、4 の漢字 №4【二】作者名、№5【三】
、№9【二】
【六】
、№10【二】
【四】
、
№11【一】
、№12【一】
、授業内容
リポート：№2、3、4 の漢字 №4【二】作者名、№5【三】
、№9【二】
【三】
、№10【二】
【四】
、
№11【一】
、№12【一】
、授業内容
1.俳句の鑑賞文を書く。教科書の作品のみ「冬蜂の死にどころなく歩きけり」村上鬼城「入れも
のが無い両手で受ける」尾崎放哉 2.教科書の作品「国際化の流れの中で」の最後のページを読ん
でおくこと。3.これまでで 1 番嬉しかったことを作文に書く（400 字以内）
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：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
リポート：№6、授業内容、配布資料
リポート：№2、授業内容、配布資料

数学 A（2017 年度以降）

リポート：№1【4】
、№2【3】
【4】
、№3【3】
【4】
【5】
、№4【4】
、№6【3】
【6】
、
№7 すべて、№8【2】
【3】
、№9【1】
【2】
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】
リポート：№1 すべて、№2 すべて、№3 すべて、№4【1】
【2】
、№5【1】
、№6【5】

数学 A（2017 年度以前）

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

数学Ⅰ（2017 年度以降）
数学Ⅰ（2017 年度以前）

数学 B

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

科学と人間生活（2017 年度以降）リポート：№2、№3、№5、№6、授業中に配布したプリント
科学と人間生活（2017 年度以前）リポート：№2、№4、№5、№6、授業中に配布したプリント
生物基礎（2017 年度以降）

リポート：№1①、③教科書 P10、P20、№6④教科書 P150～152、授業内容

生物基礎（2017 年度以前）

リポート：№1①、③教科書 P16～17、P26、№6③④教科書 P174～177、授業内容

化学基礎

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

地学基礎（2017 年度以降）

リポート：№2⑤、№3 すべて

地学基礎（2017 年度以前）

リポート：№3 全部、№4①②⑤、№6④

理科課題研究
保健

リポート：No1～3、授業内容
リポート：№2【1】
【2】
【3】
【5】
、№3【1】
【2】
【4】
、№4【4】、№5【2】
【4】

コミュニケーション英語Ⅰ

リポート：№1、№2、№3、№4、(現在形、過去形、進行形、助動詞)、授業内容
Lesson7「A Microcosm in the Sea」If 節、that 節、本文の内容、Lesson9「Magic of the Cotwolds」
コミュニケーション英語Ⅱ 関係副詞（where,when）、本文の内容、Lesson11「Bitter Truth about Chocolate」使役動詞
（make,have,let）
、本文の内容
コミュニケーション
Lesson4「Our Life」＜文法事項＞➀be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②現在進行
英語基礎（2017 年度以降） 形③助動詞（can,cannot,will,may,must）※単語や熟語の確認をしましょう。
コミュニケーション
Lesson3「Our Life」＜文法事項＞➀be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②現在進行
英語基礎（2017 年度以前） 形③助動詞（can,cannot,will,may,must）※単語や熟語の確認をしましょう。
社会と情報（2017 年度以降） リポート：№1【1】
、№2【4】
【5】
、№3【2】
【6】
、授業内容
社会と情報（2017 年度以前） 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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平成２８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２８年度中の対象者一覧をご紹介します。
（平成２９年４月以降、受賞等ありましたら、各担任に御
連絡下さい。
）

●YAGP 2016 ニューヨーク・ファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix 2016
New York final） シニア男性 第３位 清田元海
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第８戦）ノービスクラス 優勝 新垣嘉浩
●バイクジムカーナ２０１６シリーズ（第５戦）ノービスクラス 第２位 新垣嘉浩
●第１１回伊達クラシックバレエコンペティション シニア部門 第２位・審査
委員長賞 上林奈央
●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
●第９回高校生ＲＡＰ選手権 ファイナリスト 奥間玲央（通称：レオクマ）
●第１０回高校生ＲＡＰ選手権 オールスター戦出場 奥間玲央（通称：レオクマ）
●フリースタイルダンジョン 出場 奥間玲央（通称：レオクマ）
●ＣＯＮＣＵＲＳＯ ＩＮＴＥＲＮＡＣＩＯＮＡＬ ＤＥ ＢＡＩＬＡＤＯ Ｄ
Ｏ ＰＯＲＴＯ（ポルトガル） 男性クラシックバレエ部門 第２位 市川真紀
●第１０回 ザ・バレコン東京 Young Lady & Young Man 部門 第３位 奥田美妃
●ダイナムカップ in さいたま２０１６（スカッシュ） 優勝 渡邉聡美
●アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） ３位 渡邉聡美
●東アジア選手権団体戦２０１６（スカッシュ） 準優勝 渡邉聡美
●TAC premier open２０１６（スカッシュ） 優勝 渡邉聡美
●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 ) 渡邉聡美
●ジャパンジュニアオープン２０１６（スカッシュ） U-19 優勝 渡邉聡美
●ペナンジュアオープン２０１６（スカッシュ）U-19 優勝 ( 2 連覇 ) 渡邉聡美
●YAGP 2016 ピッツバーグ・セミファイナル（バレエ：Youth America Grand Prix
2016 Pittsburgh semifinal） シニアクラシック男子 ソロトップ６ 団体金賞
豊田隆一
●第３回東京シティ・バレエ団（全国バレエコンペティション）ジュニア A
第２位 田中黎水那
●モデル活動 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）
２回連続出演 エモン久瑠美
●第４回湘南バレエ・コンペティション グーベ・ヨーロピアンダンスセンター
留学賞 村上佳恵
●江崎グリコ「I AM ALMOND PEAK」グリコ賞 佐藤野乃花・小原玲奈
●第４９回埼玉全国舞踊コンクール２０１６ 第２位の２・埼玉県舞踊協会賞・
県教育長賞 鈴木優希
●第５回バイオテクイラストコンテスト 準優秀賞 宮田葉月
●第２０回ＮＢＡ全国バレエコンクール（高校生男子の部）第１位の１ 神崎開
８
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「沖縄産業開発青年隊（第１４９期）卒隊式」のご報告
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在校生・卒業生も応援しており８コースあ
ります。
「建築業技術訓練コース」に参加していた卒業生の卒隊式のご報告と、コースをご紹介します。

【建築業技術訓練コース】
●「沖縄産業開発青年協会」「コベルコ教習所(神戸製鋼グループ)」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や、６ヶ月間で多くの資格取得を希望する在校生・卒業生をサポートしております。

平成２９年３月１１日、沖縄産業開発青年協会の「開発青年隊コース」に第１４９期生として参加し
ていた卒業生（沖縄県出身）の卒隊式があり、１０種類以上の資格・技術を取得する事が出来ました。
「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。

【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
９
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「セブ島語学留学インタビュー体験記」のご紹介
教頭 中村 成希
『外国語ステップアップコース』のセブ島語学留学に参加していました生徒さん達がインタビュー形
式の体験記を書いてくれたのでご紹介します。今回紹介の男子生徒さんは、４週間の留学でした。セブ
島語学留学は「１週間単位」から参加出来るので、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？
・平成２９年４月から大学に進学で、その進学先で最初に、英語のレベル分けテストがあるので勉
強しないといけないと思い、参加を決意しました。

セブ島に来て、どう思いましたか？
・やはり日本とは違うなと思いました！（笑）交通量も凄いですし。そして、フィリピンの方はと
てもイイ人ばかりで明るい人が多いです。セブ島の治安に関しても、安心な所と聞いていたし、ネ
ットで調べても悪いことが書いてなかったので特に心配はしてなかったです。

留学最初の「英語のレベル」は？
・とても低いです。中学生レベルじゃないか
なと！（笑）最初は、アドバイザーとの面談
もジェスチャーとかして伝えたんですけど、
全く会話になっていなかったです！（笑）本
当に、どうしようもないくらいレベルが低か
ったので、とにかく食らいつこうと思って毎
１０

日をやり過ごしてました。
先生たちが本当に温かくて、それが自分の支
えになっていました。僕の英語レベルが低か
ったんですが、一生懸命に教えてくれて嬉し
かったです！
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セブ島での語学留学を終えて
・最初のジェスチャーをしていた頃に比べた
ら結構伸びたんじゃないかなと思います。こ
の４週間を無駄にしたくないので、大学に進
学後も自分なりに継続していこうと思います。
そして、最初は英語に興味が持てればいいか
な程度だったのが、今は「英語の勉強がした
い」と思っています。英語が出来るだけで、
自分の中の楽しみがすごい増えると思うんで
すよ。洋楽も歌詞の意味が分かればもっと幅
が広がるのかな。一人で海外旅行とかにも行
きたいです。
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「福岡理容美容専門学校」の入学式のご紹介
教頭

中村 成希

八洲学園大学国際高等学校と学務提携をしています『福岡理容美容専門学校』での入学式が、４月
１０日に挙行され、参加してきましたのでご紹介します。

福岡理容美容専門学校は、３年間で、高校卒業を目指しながら「理容師＆美容師」の二つの国家資
格の取得が可能な「高校併学コース」が設置されており、日本初の試みの専門学校です。

入学式では、１００名を超える新入生・保護者の方々の前で、在学生たちがワインディングやカッ
トなどの技術を披露してくれました。新入生の皆さん、卒業まで頑張ってください。
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学校所在地「本部(もとぶ)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 26 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
7 回本部町×八洲学園 Ｕ－１１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、少年少女にスポーツ
の楽しさと喜びを知ってもらうと同時に、サッカーを通して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。
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海洋文化館について
本校では、総合的な学習の時間に、学校近隣施設の見学をしながら沖縄の文化、歴史、自然を学
習しています。今回は、総合的な学習の時間αで訪問する海洋文化館についてご紹介します。海洋
文化館は海洋博公園の入口近くにある施設です。室内には大型カヌーなど約７５０点の貴重な展示
資料や、太平洋を描いた床地図と壁面を利用した大型映像など見どころが満載です。また、プラネ
タリウムもあり、季節によって様々なプログラムで美しい星空を観察することが可能です。また、
オセアニアのお面づくりや星座早見シート作りなどのクラフト体験もできる施設となっていて、手
作りのお土産を持って帰りたい人にはお勧めの施設です。総合的な学習の時間では、限られた時間
なのでそれほど長時間の滞在はできませんが、時間割の空き時間を活用して見学することも可能で
す。パンフレットを同封しています。学校の近くにこういう施設もあると知っていただければ幸い
です。
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新任教職員紹介
事務部 番場 晴美

き む ら

な

ひ

な

木村 和奈（保健体育）
出身地：兵庫県
趣味：キャンプ、スノーボード、お菓子作り
マイブーム：お弁当作り

やすこ

出身地：沖縄県名護市
趣味：目的地のないドライブ
マイブーム：ぼーっとすること

みなさん、はじめまして。４月より八洲で勤め
ることになりました、木村和奈(きむらなな)で
す。担当は保健体育です。私は生まれも育ちも
関西で、沖縄には今回初めて上陸しました！暑
さと方言に戸惑ってはいますが、とても良い場
所だなぁと日々感じています(^^)八洲のこと
や沖縄のこと、いろいろなお話しをしたいと思
っています！みなさんにスクーリング等でお
会いできるのを楽しみにしています
ので、これからどうぞ宜しくお願い
します！

みやぎ

が

比嘉 泰子（保健体育）

４月から八洲国際に来ました、比嘉泰子（やす
こ）です。教科は保健体育で、３・４番クラス
の副担任を担当いたします。
教科やクラスに関係なく、気軽に話しかけてく
れると嬉しいです。
全力でサポートいたしますので、よろしくお願
いします!!

あやの

よこた

宮城 彩乃（保健体育）

ゆ

み

横田 裕美（保健体育）

出身地：沖縄県うるま市
趣味：マンガを読む事
マイブーム：ＤＩＹの研究

出身地：福島県
趣味：海を見ながらボーっとする。
アロマをたく。

こんにちは、はじめまして！
４月から１.２番クラスの副担任を担当させて
頂くことになりました。
おもしろい先生になるために、大阪の大学に進
学し素早いツッコミを学んできました。

沖縄の素敵な八洲の空間で、みなさんにお逢い
できることを楽しみにしています。
勉強・スポーツ・余暇活動…すべての時間に心
を込めて一緒に過ごすことが出来たらいいな
ぁと想っています(*^-^*)幸せな八洲ライフ
になりますように・・・??

スクーリングで皆さんにお会いできる
ことを楽しみにしています。
これから宜しくお願いします！！
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たまき

いく え

ぐ し け ん

玉城 郁江（国語）

まさる

具志堅 将 （校務補助）

出身地：沖縄県宮古島市
趣味：ダイエット
マイブーム：ゴルフの打ちっぱなし

出身地：沖縄県
趣味：ボウリング、スポーツ観戦
マイブーム：YouTube

はじめまして！国語総合担当の玉城郁江です。
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。

５年前に八洲を卒業した、具志堅です。今年度
から皆さんのサポートをさせていただくこと
になりました。
八洲の事なら、何でも聞いて下さい！

新任教職員を含む全教職員の自己紹介は、
学校ウェブサイトの「先生の紹介」ページ
に掲載しています。ぜひご覧ください。
https://www.yashima.ac.jp/okinawa/teachers/

「八洲人（やしまんちゅ）ブログ」
、Twitter
からも、日々の活動の発信をしていますので、
ぜひ「お気に入り」登録／シェアしてくださ
いね。

また、クラス担任の近況は、学校情報誌「ゆんたく」紙上で毎月紹介してゆきます。
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修学支援制度の利用について
事務部 鈴木 啓之

国および都道府県は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高
等学校教育にかかる家庭の経済的負担の軽減を図っています。昨今、修学支援の制度が新設・拡充
されてきましたので、各種修学支援制度の概要と生徒さん・保護者様から見たスケジュールをご案
内します。

高等学校等就学支援金
●制度の目的：高等学校等就学支援金の支給により授業料負担を軽減することで、高等学校教育に
かかる経済的負担の軽減をとおして、国民の教育の機会均等を図る。
●制度の主体：
「高等学校等就学支援金に関する法律」に基づく国の制度です。制度利用の審査・支
給決定は国の委託をうけた沖縄県が行います。
●制度の概要：保護者の所得状況（年収約910万円未満）に応じて授業料負担を軽減します。1単位
当たり4,812円～授業料額を上限に、学校を通じて授業料軽減に充てられます。
八洲学園大学国際高等学校では、入学時や追加科目登録時に、授業料を高等学校等就学支援金
支給見込み額で相殺して請求しています。また、低所得世帯への加算支給や年度途中での支給
額の変更決定があり支給が増額される場合は、生徒さん保護者様ご指定の銀行口座に見込み額
との差額を振り込む形で支給しております。
※ 県の決定により支給が減額または取消しとなった場合は、差額分の授業料を追加徴収いたします。
●支給額・支給要件：
【支給額】

【主な支給要件】

・年間所得910万円以上：支給対象外
・
590万円以上～910万円未満：4,812円／単位

・支給対象単位数の上限：74単位
（前籍校での履修単位数を含む）

・

350万円以上～590万円未満：7,218円／単位

・年間の支給対象単位数：30単位

・

250万円以上～350万円未満：8,000円／単位

・

250万円未満 または 生活保護世帯：8,000円／単位

※

・支給期間の上限：48月
（前籍校での在籍期間を含む）

※授業料との事前相殺は原則 基本支給見込み額（4,812円／単位）で行いますが、非課税世帯については加算支給
見込み額とあわせて相殺しております。

●制度の利用：受給には申請が必要です。入学時に当校を通じて沖縄県に「高等学校等就学支援金
受給資格認定申請書」と保護者の市町村民税課税証明書を提出し、
「高等学校等就学支援金受給
資格認定」を受けます。在学中は、毎年６月に「収入状況届出書」と市町村民税課税証明書の
提出が必要です。
ゆんたく５月号（５月３１日発送）に「収入状況届出書」様式を同封い
たします。新入生・在校生ともに、６月中に必ず「収入状況届出書」
「平成２９年度市町村民税課税証明書」の郵送提出をお願いします。
※提出されないか著しく遅れた場合は、７月以降の高等学校等就学支援金支給が
減額または打ち切りとなり、授業料の追加徴収となる場合があります。
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奨学給付金制度
●制度の目的：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(教科書
費、教材費、学用品費など)の負担を軽減するため、高校生がいる低所得世帯を対象に支援を行
う。
●制度の主体：学校の所在地に関わらず、保護者の住所地にある都道府県が経費の一部に国の補助
を受けて行う各都道府県独自の制度です。
●制度の概要：非課税世帯を対象に行う返済不要の給付金で、保護者の住所がある都道府県より保
護者の指定する銀行口座に給付金が直接振込まれます。
都道府県により支給要件・申請先・申請方法、申請期間が異なります。基本は、保護者が自ら
住所のある都道府県で申請手続きをとる必要があります。ただし、沖縄県など都道府県から当
校宛に一括取りまとめ依頼のあった場合は、当校へ申請を出していただきます。
【主な支給要件】

●支給額・支給要件
【支給額】
年額38,100円の一括支給
（保護者銀行口座へ振込み）

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。
・高等学校等就学支援金の支給対象である。
・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。
※都道府県により支給要件は異なります。

●制度の利用：受給には申請が必要です。毎年６月から7月に各都道府県の案内・要項が公開されま
したら、受給対象となりうる保護者様宛に個別に郵送いたします。

学び直し支援制度
●制度の目的・主体：高等学校等を中途退学した後、再び私立高等学校等で学び直す方に対して、

高等学校等就学支援金の支給期間経過後も、卒業までの間、継続して就学支援金相当額を支給
することで、教育の機会均等を図ることを目的とし、沖縄県が経費の一部に国の補助を受けて
行う沖縄県独自の制度です。
●制度の利用：在学中の生徒が新たに制度利用可能となった際は、当校より個別に案内します。当
校を通じて沖縄県に申請手続きをとります。

国の教育ローン
●概要：日本政策金融公庫の「教育一般貸付」事業のことをいいます。年1.81％の固定金利で350万
円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでも利用申し込みをすることができ、手続き完
了から２０日ほどで指定口座に送金されます。手続きは、全国の日本政策金融公庫支店または
日本政策金融公庫Webサイトで受け付けています。なお、平成２９年度から利用条件の拡充が予
定されています。
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平成３０年度進学者 給付型奨学金新設について
事務部 松本 美代子
日本学生支援機構 大学進学予定者のための奨学金事前予約制度が平成３０年度より変わります。従
来の第一種奨学金は、成績優秀者（高校評定平均値 3.5 以上）に限っていましたが、平成３０年度進学
者より、実質的に成績基準を撤廃し、必要とするすべての生徒に対して家計基準を重視して給付される
こととなりました。
（国の「未来への投資を実現する経済対策」
（平成 28 年 8 月 2 日閣議決定）による若
者支援改革の一環です。
）
次の基準を満たしており、人物・健康とも奨学生としてふさわしいとして認められた人が当校より推
薦され、採用候補者として機構が決定します。
○家計基準 （予定）
１．家計支持者が住民税(所得割)非課税であること
２．児童養護施設退所者等社会的養護が必要な人は 18 歳時点で施設等に入所等していた（いる）こと。
○学力・資質基準（予定）
１．特定の分野において特に優れた資質能力を有し、大学等への進学後、特に優れた学習成績を修め
る見込みがあること
２．進学先の大学等における学修に意欲があり、大学等への進学後、特に優れた学習成績を修める見
込みがあること
○給付月額（予定）

自宅通学

自宅外通学

２万円

３万円

３万円

４万円

国公立
私立
○スケジュール（予定）

４月：文部科学省・日本学生支援機構より概要の発表
４月下旬：日本学生支援機構より学校推薦枠の提示
５月～：本人申込開始
７月中旬：学校推薦締切
10 月下旬：審査結果通知

平成３０年度大学進学予定者で、給付型奨学金予約を希望する方は、事務部 松本
（0120-917-840）まで連絡をください。 募集要項・申請様式が到着次第、郵送いたします。

沖縄県県外進学大学生奨学金制度について
事務部 松本 美代子
沖縄県は、返済義務のない給付型奨学金「沖縄県県外進学大学生奨学金制度」を創設しました。関心・
ご希望のある方は、事務部

松本（0120-917-840）までお知らせください。募集要項・申請様式が到着

しだい次第、郵送いたします。
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●応募資格
・保護者、生徒が沖縄県在住であること
・高校入学から出願時までの評定平均が 4.0 以上
・経済的な理由で県外大学支援が困難な世帯の生徒
・平成３０年度に文部科学省の指定するスーパーグローバル大学（いわゆる入試難関大学）に入学を希
望する生徒
●採用予定人数・給付額（予定）
・２５人程度を予定
・入学支度金３０万円以内、奨学金を月額７万円以内
●選考方法（予定）
・第１次選考として書類審査（奨学生願書、学校長推薦書、学力関連書類、所得関連書類）を行う
・第２次選考として面接審査を行う
・１次・２次選考合格者を給付候補者（内定者）とし、入学を目指したスーパーグローバル大学に合格
し、入学することによって給付型奨学金を受給する
●スケジュール（予定）
・平成２９年度初めに沖縄県教育庁より募集通知・募集要領配布の予定

高校奨学金について
事務部 松本 美代子
かつて、日本育英会が行っていた高校奨学金事業は、各都道府県に移管されました。現在では、都道
府県やその所管する公益法人が高校奨学金事業を実施しておりお住いの自治体により支給要件や支給額
が異なっております。
また、都道府県以外にも政府機関・自治体・公益法人などさまざまな奨学団体が事業を行っています。
かつ、その内容も一般型・留学支援・新聞少年など就労支援、特定の地域限定など多岐にわたっていま
す。それら多様な奨学金等を紹介する Web サイトをご案内いたします。興味のある方は、次の URL にア
クセスして各奨学団体の募集案内をご照覧ください。また、奨学団体の奨学制度を応募の際、在学証明・
成績証明・推薦状が必要となった場合は、クラス担任に相談のうえ、当校事務まで申し出ください。

奨学金.NET > 全国の高校生がもらえる奨学金の一覧
https://xn--kus49bd41h.net/high.html
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八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
高大連携推進委員会 鈴木 啓之

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『自然療法で育児＆育母チャイルドケア
e ラーニング【基礎】講座』
■講座概要：「チャイルドケア講座」とは、自然療法と家庭教育を取り入れた育児＆育母のための講座です。
便宜上未就学の子どもを対象にしていますが、すべての命は地球を母とする子どもという考えから、命の
総称を「チャイルド」として捉え、子育てだけではなく、セルフケアや家族ケアにつながる提案をしてい
ます。ハーブティー、アロマセラピー、東洋医学、タッチケアなどを取り入れながら、子育て、生活のＱ
ＯＬの向上を目指す内容です。この講座は、日本アロマコーディネーター協会（ＪＡＡ）で 2001 年より通
信講座で開講していますが、同レベルの内容を今回 e ラーニング講座として構成しています。
□対象者：子育て、自然療法、家庭教育に興味のある方
■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 14 日(金)～平成 29 年 7 月 9 日(日)
期間中は繰り返し視聴可能です。
■講師：松本

美佳

□受講料：通常受講料：3,000 円（税込）/回、第 8 回のみ 4,000 円（税込）/回
⇒

在校生・卒業生・保護者の方：2,500 円（税込）/回、第 8 回のみ 3,500 円（税込）/回

■支払方法：申込完了後に大学より案内
□日程と各回の内容：
日程

時間

内容
【初回：序章 チャイルドケアの概念

1

初回はインター
ネット録画配信

初回はインター
ネット録画配信

チャイルドケアの概念及び、チャイルドケアの 7 つのコンセプトを中心に
チャイルドケアの学習目的をお伝えします。
※2 回～8 回までの日程・内容については次の web ページ講座の詳細にてご
確認ください。
http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2017/04/-e-2.html
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≪八洲学園大学「松本 美佳（まつもと
◆自然療法治療室
ル

松本鍼灸接骨院アロマセラピスト

Ｍ’ｓ touch 主宰

みか）先生」の紹介≫
ナチュラルセラピースクー

日本アロマコーディネーター協会（ＪＡＡ）
「チャイルド

ケア通信講座」企画監修及び講師

日本家庭教育学会認定家庭教育アドバイザー

チャイルドカウンセラー 家族療法カウンセラーほか。日本家庭教育学会 常任理
事

家庭教育支援協会 理事

◆‘90 年出産を機に自然療法による子育てやライフスタイルの提案と講師活

動を積極的に行う。すべて命は「チャイルド」という考えを基本に、子育
てや、家族、家庭、生活、ライフスタイルを自然療法と家庭教育を融合し
た「チャイルドケア」として提案。 家庭でできるホームケアの可能性を
追求している。
◇自然療法治癒室 松本鍼灸接骨院 http://www.mstouch.net/
◇ナチュラルセラピースクール M's touch http://mstouch-childcare.com
◆著書：「ママが癒すチャイルドケア」「わたしと子どもと暮らしのレシピ」
（ブラス出版）

転居・氏名変更の届け出について
事務部 鈴木 啓之
住所が変更となる場合や、氏名が変更となる場合は、「住所・氏名変更届」を学校に提出してく
ださい。届けがない場合は、
「追加科目登録の案内」、学校情報誌「ゆんたく」、各種修学支援制度の
案内がお届けできなくなります。
（教科書などの教材は、宅配会社により配送されますので、学校に
届け出がないと郵便局での「転居届」手続きをしていても転送されず、受け取れなくなります。）
「住所・氏名変更」の手続きは、
「学習の手帳」52 ページで案内しています。同 53 ページ掲載の
「住所・氏名変更届」様式をコピーするか、当校 Web サイト「在校生はこちら」ページの「住所・
氏名が変更になったとき」PDF ファイルをダウンロード・印刷してご利用ください。

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html
「住所・氏名変更」を返信用封筒・手数料分の切手を同封して学校へ郵送すると、数日中に「住
所・氏名変更届受理証明書」を配達証明郵便でお送りします。生徒証を携行・提示する際はかなら
ずいっしょに「住所・氏名変更届受理証明書」を携行してください。なお、住所または氏名の変更
にあわせて生徒証を更新する場合は、生徒証の再発行（「学習の手帳」p49～51、手数料 500 円）を
おすすめします。住所や氏名の変更については、詳しく案内やアドバイスをいたしますので、手続
きの前にクラス担任に相談してください。
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５月講演＆勉強会
教頭

中村 成希

～３年連続で不登校率が上昇～
◆主 催：一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 沖縄県支部
◆日 時：５月２１日（日）１４～１６時（１３：３０受付）
◆対 象：どなたでも参加可能（事前予約不要）
◆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。

平成 29 年２月に公表された最新の文部科学省統計によると、小学校・中学校・
高校とも、
「不登校児数・不登校率が３年連続で増加」しています。そこで、各
種統計値をみながら、近年の不登校の傾向について概観します。
また、沖縄県は、かつては不登校率の低い都道府県でしたが、近年数値が悪化している現状に
ついて紹介します。
近年は、学校へのソーシャルワーカーやカウンセラーの配置、教育委員会の不登校相談、不登
校児へのカリキュラムの弾力運用など不登校児支援の枠組みが拡充してきました。そこで、これ
らの支援の浸透状況についても、統計情報を紹介してゆきます。

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♪

５月沖縄北部学習会（本校）５月１１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
北部学習会（ 本校）

1年次(α)

2年次(β)

3年次(γ)

ホームルーム

各クラスの集合場所（教室）は

（9：50～10：00）

校内放送でお知らせします。

1時間目

合同体育α・β・γ

（10：10～11：30）
昼休み

学校バスでコンビ二まで

（11：30～12：30）

送迎致します

2時間目
（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）
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体育α

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

化学基礎

書道Ⅰ

生物基礎

美術Ⅰ
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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
●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
東京都狛江市
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
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

文部科学省認可通信教育

1

月

16

火

2

火

17

水

3

水

憲法記念日

18

木

4

木

みどりの日

19

金

5

金

こどもの日

20

土

6

土

21

日

7

日

22

月

8

月

23

火

9

火

24

水

10

水

５月スクーリングキャンセル返金可能〆切

25

木

11

木

☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加

26

金

12

金

５月スクーリング返送書類必着

27

土

13

土

28

日

14

日

29

月

15

月

30

火

31

水

５月スクーリング：ＲＨ提出〆切

●５月スクーリング●

６月スクーリング申込〆切（消印）

６月スクーリング申込〆切（必着）

６月スクーリング詳細発送

ゆんたく発送・成績発送

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。
☆ 学習会は自由参加です。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

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
☎

やしま国際公式 Facebook

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/

やしま国際公式 Twitter

２４

