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担任からクラスのみなさんへメッセージ
事務部 番場 晴美
みなさん、こんにちは(*^^*)１・２番クラス担任の比嘉彩香です。
どうやって学習を進めたらいいか分からない場合はすぐにご連絡下さ
い。どうしても日中忙しく連絡ができない場合は担任携帯まで気軽に連
絡して下さいね！
繋がらない場合も、着信を残してもらえれば折り返しご連絡させて頂き
ますので、一つずつ解決して前進していきましょう♪パワフルな副担任
の宮城先生も居ますので、二人でみなさんのことを協力サポートしてい
きたいと思います！！！！！
３・４番クラスの皆さん、こんにちは。自宅学習順調に進んでいますか？
自宅学習は「自宅学習サポートページ」を閲覧して進めて下さいね！また、
自宅学習と同じく大切なのが「スクーリング」です。テーマや参加時期に
よって、全く異なる雰囲気になります。皆さんの要望を聞いて、お勧めの
スクーリング参加時期をお伝えしますので、迷っている生徒さん・保護者
は気軽に連絡して下さい！！１人で悩まず、まずは連絡ヽ(^o^)丿
こんにちは♪新しい教材が届いたら教科書やリポートを確認してくださ
い。自宅学習は進めやすい科目から始めてください(≧▽≦)もし、課題
でわからないところがあったら、学校のホームページにある自宅学習サ
ポートページでリポートのヒントや視聴報告書の番組の視聴ができます
よ♪皆さんの学習面がうまくいくようにサポートするので、困ったこと
があればいつでも連絡くださいねー(^^)
今年度、本校ＨＰの自宅学習サポートページをより使いやすく改善致し
ましたのでぜひ活用してください(^^)/ですが、ネットが苦手な方もいる
かと思いますので何かあれば些細な事でも構いませんので担任携帯、学
校フリーコール、メール、Ｃメールでどしどしお問い合わせください！
皆さんが卒業するまで全力でサポートさせていただきます！！皆さんか
らのお問合せ、お待ちしています（^^♪
通信制高校の学習の基盤となるのが「自宅学習」です。自宅学習と聞く
と不安に思う方もいるかもしれませんが、教材が届いたらまずは担任ま
で連絡ください！！皆さんひとりひとりにあった学習方法を一緒に考え
ていきたいと思います。友達に電話・メールするような気軽な感じで連
絡くださいヾ(=^▽^=)ノ
また、自宅学習ページを活用するとリポートのヒントや視聴報告書の番
組を視聴することができます！！
https://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.php
皆さん、こんにちは！新しい教材は到着したでしょうか？どの科目の課
題が進めやすいのか、遠慮せず聞いて下さい。また、本校のＨＰに自宅
学習ページを開設しています。昨年度から開設していますが、現在リニ
ューアルの真っ最中♪より見やすく、学習がしやすくなっています。皆
さんの頑張った課題がたくさん届くのを、楽しみにしています( ﾟ▽ﾟ)/
自宅学習サポートページ
→ → https://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.php
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進路だより ～働くということ～
進路指導部 木村 和奈

みなさん高校卒業後の進路は考えていますか。自分のしたいこと
が決まっている人もいれば、決まっていない人もいるでしょう。私の高
校時代を振り返っても、進学した人、就職した人、母になった人、プロ
のスポーツ選手になった人など、さまざまでした。たくさんの選択肢
があるわけですから悩むことは当然のことだと思います。しかしどの
選択をしても、多くの人は働きながら生きていくことになるかと思い
ます。そこで今回は「働く」ということについて考えてみましょう。

そもそも「働く」の語源は「傍(はた)を楽にする」だと言われています。傍とは他者のことであり、他
者を楽にする、がもともとの意味だったそうです。家族を養うための仕事、生活をするための家事、子
育て、地域で行うゴミ拾いなど、お金をもらってももらわなくても「働く」ということなのです。
では、なぜ働くのでしょうか。生きていくため、社会貢献のためなど、この問いにはそれぞれの答え
があると思います。ある高校生は、
『なぜ働かなければいけないのか』という問いに対して、『働くこと
は今まで支えてくれた人への恩返しである』と答えていました。勉強をするため、生活をするために、
私たちを支えてくれている多くの人が働いているのです。そのように作られてきた社会を引き継いでい
くことも「働く」理由の一つではないでしょうか。
夢に向かって学ぶため、また今はまだ将来の自分を想像できないけれどこれから見つけるために『進
学したい』
、進学はしないけれど『社会に出て力をつけたい』など、自分の状況やなりたい姿は人それぞ
れです。自分に目標がないからといって行動しないのではなく、少しでも興味のある学校を調べてみた
り、実際に足を運んでみたり、また求人サイトを覗いてみたり…友達や家族、八洲の先生に相談してみ
るのも一つです。言葉にすることでまた新たな発見があるかもしれません。自分と向き合う時間を少し
でも作ってみてください。
最後に、日本理化学工業㈱の大山会長が働く幸せについて以下のように語っているので紹介します。

『導師は人間の究極の幸せは
人に愛されること、
人にほめられること、
人の役に立つこと、
人から必要とされることの 4 つと言われました。
働くことによって愛以外の 3 つの幸せは得られるのだ。
私はその愛までも得られると思う。』(会長 大山 泰弘）
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高等学校等就学支援金状況届出書提出について
事務部 鈴木 啓之

平成２６年度～２９年度に新入学した方
平成２６年度～２９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
（いずれにも当てはまらない方は旧制度適用となります。 当校より個別に案内いたします。）

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』書類に基づく県の支給継続認定が要件となります。
「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２９年６月までの支給額決定に
必要な書類です。平成２９年７月から翌平成３０年６月までの支給額決定については、平成２９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２９年度分の提出方法
期限：平成２９年６月２６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/２９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）

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
提出物： ① 『様式１ 収入状況届出書』
② 「平成２９年度市町村民税課税証明書」
提出方法：封筒に密封して当校宛に郵送（持参も可）
（リ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
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本人が成人している
場合は証明書類が増
えます（５ページ参照）

お問い合わせ先：
親川、平良 0120-917-840
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【参考】 市町村民税課税証明書等が必要な者
●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いる
→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」
※ 生活保護世帯は、「生活保護受給証明書」（平成２９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。

※ 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

【参考】市町村民税課税証明書の入手について
・ 住民票のある町村役場／市区役所の住民票の窓口で交付を扱っています。
・ 「平成２９年度課税証明書」を取ってください。交付には手数料がかかります。
・ 念のために窓口で次のように申し出てください。
「高等学校就学支援金に使います。
『所得割額』
が明記されている様式で発行してください。
」
（課税証明書交付申請に「全事項記載」あるいは
「全部記載」のチェック欄があれば、チェックを入れてください。）
・ 親権者のうち１名が配偶者控除を受けている場合でも、両名の課税証明書が必要です。
・ 市町村によっては、
「郵送交付」
「時間外発行」
「コンビニ交付」
「駅の行政サービスセンター交
付」などが利用できる場合があります。事前に役所／役場にお問い合わせください。
・ 入手した課税証明書を当校へ郵送する際は、折りたたんでもかまいません。個人情報が記載
されて言いますので、密封した封筒で郵送してください。
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「資格取得コース」と「ペットシッター士」のご案内
教頭 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校の「資格取得コース」でご協力いただいている『日本ペットシッター

協会』の勉強会「お題：ペットシッターとして災害に対する心構えや対応について」に参加して来
ました。動物取扱業に従事する者としての危機管理対策の勉強ができました。
日本ペットシッター協会が認定する『ペットシッター士』資格は、環境省の定める動物取扱業「保
管」「訓練」の登録申請要件を満たしております。

動物取扱業を営もうとする場合、誰でもがすぐに営業活動が出来るわけではありません。動物愛
護法に基づく「動物取扱業者登録制度」に沿って営もうとする業種に合わせて登録申請をしなけれ
ばなりません。（ペットシッター業を営む場
合は動物取扱業の種別の中にある「保管」が
該当します。）
ペットシッター士などの八洲学園大学国
際高等学校の資格取得コースの学習方法は、
「通信講座」になります。卒業生・保護者の
方も学費割引対象です。資格は２０種類以上
ありますので、「カラー版の資格紹介資料」
をご希望でしたら各担任までご連絡下さい。
発送させて頂きます。

≪八洲学園大学国際高等学校「資格取得コース」≫
●メンタル心理士 ●美容スキンケア ●スイーツ＆ストーンデコ ●ペットシッター士
●介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級：通信＋通学） ●省エネ環境診断士
●イラスト基礎 ●デジタルイラスト ●心理アロマアドバイザー ●ソフト整体
●ネイリスト ●ジェルネイル ●不登校訪問専門員 ●メディカルハーブセラピスト
●ハワイアンロミロミ ●心理カウンセラー＆アートセラピスト ●ひきこもり支援相談士
●リフレクソロジー＆アロマライフアドバイザー ●覆面調査士 ●食学調味料アドバイザー
●アロマセラピスト・インストラクター ●親子で食学アドバイザー ●身上監護士（介護）
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「沖縄産業開発青年隊（第１５０期）入隊式」のご報告
教頭 中村 成希
八洲学園大学国際高等学校の「＋αコース」の建築業技術訓練で提携をしています『沖縄産業開発青
年協会』の第１５０期入隊式が平成２９年４月１５日にありました。本学在校生も入隊でしたので、進
路指導部の女性教員４名と一緒に出席してきました。１０種類以上の資格・技術を取得する事ができ、
八洲学園大学国際高等学校の高校卒業単位に読み替える事が可能です。（※「学習の手帳」３２ページ
参照。対象は６ヶ月コースのみ。）

【進路指導部教員紹介（画像左側から）：横田裕美・宮城彩乃・木村和奈・比嘉泰子】
現在、沖縄産業開発青年協会では、建設技能者不足に対処するため、国・業界・訓練期間一体となっ
た「厚生労働省所管 建設労働者緊急育成支援事業」を実施しています。この事業では、技能訓練、
建設機械等の資格取得及びマナー講習の費用、並びに宿泊費等が「無料」となっています。年齢が１６
歳以上であれば、男女、沖縄県内県外を問わず参加が可能です。興味のある方は、書類を送りますので、
各担任までご連絡下さい。
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都道府県「高校生等奨学給付金制度」利用について
事務部 松本 美代子

「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（銀行振込み）されます。

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２９年７月１日現在当校に在籍している。
・平成２９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２９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２６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。
就学支援金書類

事務委託

案内の送付

当
校

証明書
発行願

在学証明書

保
護
者

様式入手

申請

就学支援金書類

都
道
府
県
庁

当
校

様式送付
申請
一括代理申請

給付

高校生等奨学給付金手続きの流れ【原則】

〃

都
道
府
県
庁

保
護
者
給付

【学校へ事務委託のある場合】

なお、６月２６日（月）の提出期限までに平成２９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。
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平成２９年度前期校納金が変更となる場合
事務部 鈴木 啓之

当校では、みなさまのご負担を軽減するために、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見込み額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２９年度（平成２９年７月～平成３０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
８年度（平成２９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２９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２９年度（平成２９年７月～平成３０
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２８年度（平成２９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） 高等学校等就学支援金加算支給の際に、合算してご指定口座へ振込み手配いたします。
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「第６回

国際マンガコンテスト」作品募集のお知らせ
教頭 中村 成希

「第６回 まんが王国とっとり 国際マンガコンテスト」の作品募集のお知らせが本学に届きました。
応募部門は「●１コマ漫画部門」
「●４コマ漫画部門」「●ストーリー漫画部門」があります。興味のあ
る方は、先方のホームページで詳細を確認して下さい。
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「アメリカ合衆国ホームステイ」のご案内（外国語ステップアップコース）
教頭 中村 成希
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、締め切りが近いで
すので、急ぎ各担任へご連絡下さい。

2017 年度

夏休み

アカデミックホームステイ

【研修期間】
【研 修 地 】

2017 年 7 月下旬出発 （24 日間）
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 】

528,000 円 （那覇空港発着料金）
※全国ほとんどの県から参加可能で
那覇空港以外は 508,000 円
※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
（詳細はパンフレットをご確認ください）

【申込締切】 ２０１７年６月５日

定員になり次第締め切ります

【 参 加 者 の 声 】 ホストファミリーと一日一日を過ごしていく中、徐々にうちとけていき、最後
にはもう帰りたくなくなっていました。異文化の違いと日々体験する中で、日本の技術のすごさ
やアメリカの技術のすごさが見えてきて、アメリカから見る日本という違う面も見えてきました。
いちばんは、親元を離れて生活するということで自立心が成長しました。違う家族の元でお手
伝いをしたり、一緒にご飯を食べて、遊んで、一人でこんなに異国でなじめた事で、これから先
生活して過ごしていく中で大きな自信になると思います。コミュニケーションをとるということの
大切さや、感謝の気持ちを表す大切さ、あたりまえかもしれないけど意外と難しいことを改め
て実感し、学ぶことができました。
― 沖縄県からの参加者の感想文より
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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『高齢者の犯罪に対して
私たちは何ができるのだろうか？』
■講座概要：昨年度、本公開講座で「高齢者犯罪の現状と課題」について扱いました。今年度は、これ
から超高齢化社会に進む中で高齢者が罪を犯させないためにどのような行政的なサポート、民間（サー
ビス）的サポート、地域のサポートが可能であるかを考えていきます。また地域連携として公共図書館
や大学で何ができるかについても考えていきます。
このようなサポートは、高齢者に対してのみならず家族へのサポートにもつながることで老々介護や介
護殺人（無理心中）防止にもつながっていきます。
□対象者：司法福祉に興味のある方、公共図書館で働きたい方、
「福祉と法」受講生、どなたでも
■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 7 月 15 日(土)
13:00-13:50
※開催日より 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：小関 慶太 氏
□受講料：通常受講料：５００円（税込）⇒ 在校生・卒業生・保護者の方：４００円（税込）
■支払方法：申込完了後に大学より案内
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□日程と内容：
日程

1

7 月 15 日(土)

時間

内容

13：00-13：50

【高齢者を犯罪者にしない社会をつくる】
（1） 高齢者の犯罪原因論と機会論
高齢者犯罪の現状の把握をした上で罪を犯さなければならない「原因」と
「環境・機会」について考えていきます。
（2） さまざまなサポート
行政的なサポート、民間サービス事業が介在するサポート、地域の仲間に
よるサポートなどについて考えていきます。
（3） 地域連携と家族のサポート
地域連携の観点から公共図書館や大学が何を出来るか。ここだからできる
こと等を考えていきます。

≪八洲学園大学「小関 慶太（こせき けいた）先生」の紹介≫
1981 年生まれ、道産の浜っ子（北海道生まれ、横浜育ち）
八洲学園大学 生涯学習学部

常勤講師

正規担当科目：「犯罪と法」
「犯罪と心理」
「福祉と法」
「学校における人権」
中央大学法学部 インストラクター
日本犯罪社会学会 渉外広報委員・研究委員
■詳細
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_koseki.php
公開講座では、市民に対する刑事法教育（・法教育）や高校生やその保護者も楽しみながら学べる講座を展開して
います。また本学正規テキスト科目補助講座、大学生向けの知識を高める講座等を開講しています。学ぶ楽しみは
知らないことを知ること、さらに自分なりの面白味を見つけることです。大学に入学して学ぶことに躊躇してしま
うけれども、まず学びの第一歩として公開講座で一緒に学んでみませんか。

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♪

６月沖縄北部学習会（本校）６月８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。

６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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６月講演＆勉強会
教頭 中村 成希

◆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２４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：宮﨑 政久 （ 衆議院議員 ・ 沖縄県更生保護協会 理事長 ）
【公職歴】沖縄法律顧問、沖縄弁護士会副会長、内閣府沖縄振興審議会
専門委員、沖縄県振興開発審議会専門委員、沖縄県行政改革懇話会委員
専門委員長、沖縄県 21 世紀ビジョン懇話会委員、沖縄経済同友会常任
幹事、那覇市都市計画審議会会長、日本青年会議所沖縄地区協議会長

少年犯罪（しょうねんはんざい）とは、
少年が犯した、または犯したとされる犯罪のことです。
●少年法ってなに？ どう改正されたの？
●沖縄では、全国的にみて少年犯罪が多いが、どのような特徴や事情があるの？
●立ち直り支援はどうやっておこなうの？
沖縄県内で検挙された犯罪少年（１４～１９歳）のうち再犯者の割合は全国でも高い割合
を占めています。
沖縄の特徴は、何といっても「少年非行」が多いということです。なぜでしょうか？その
特徴、背景に迫ります。一緒に解決策も考えてみましょう。

旅客運賃割引証発行手数料の改定について
事務部 鈴木 啓之
郵便料金が６月１日付で改訂になり、52 円切手の発売が終了することから、切手の入手のしやすさを
考慮して、
「学習の手帳」ｐ58 で案内しています「旅客運賃割引証（学割）
」の発行手数料を次のように
改訂します。

５月３０日まで：
『５２円分の切手』
６月１日以降：
『５０円分の切手』（※ 52 円切手も利用可）
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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。）

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
宮崎県
鹿児島県

沖縄ブロック

沖縄県

【学習提携校名】

【住 所】

●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（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）

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
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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1

木

16

金

2

金

17

土

3

土

18

日

4

日

19

月

5

月

20

火

6

火

６月スクーリングキャンセル返金可能〆切

21

水

7

水

６月スクーリング返送書類必着

22

木

8

木

☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加

23

金

9

金

24

土

10

土

25

日

11

日

●６月スクーリング●

26

月

12

月

７月スクーリング申込〆切（消印）

27

火

13

火

28

水

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

14

水

29

木

７月スクーリング返送書類必着

15

木

30

金

６月スクーリング：ＲＨ提出〆切

７月スクーリング申込〆切（必着）

７月スクーリング詳細発送

７月スクーリング：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。
☆ 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
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7 月スクーリングリーダー

平安山 智子

【7 月の特別活動について】アンケート
※

７月スクーリング参加申込者は、このアンケートも参加申込用紙と一緒にご返送下さい。

7 月 沖縄マリンスポーツスクーリング
真夏の太陽の下で沖縄の海を満喫したい方を大募集(^^)/メインは 2 日間。通学で参加の方は昼食代（750
円）が別途必要です！いずれか選択し、スクーリング申込書に記入してください。
※泳げなくても大丈夫ですが、直射日光がだめな方や海水に浸かれない方はご遠慮下さい。

第 1 弾：7/8（土）３～６時限＋昼食込
選択制：体験ダイビング（有料 7 千円。ダイビング資格がなくてもＯＫ。
）or シーカヤック or ハーリー
※種目にご不明な点があれば平安山までお問い合わせください。

第 2 弾：７/11（火）３～６時限＋昼食込
選択制：バナナボート＆スノーケル（有料 3 千円）or 海の運動会＆海水浴（無料）

7 月スクーリングの特別活動に参加する方は必ず、いずれかの（

7/8

（

（土）

7/11
（火）

（

）に〇をつけて下さい。

（
）
）体験ダイビング （
）シーカヤック（無料） （
）ハーリー（無料）
無料なら
（有料 7 千円） ※二人乗りの手漕ぎのボート
※沖縄の伝統的な 10 人乗
どちらで
りの手漕ぎのボート
も良い
）バナナボート
（
）海の運動会＆海水浴
＆ スノーケル
（無料）
（有料 3 千円）

体験ダイビング（有料 7 千円）

シーカヤック（無料）

バナナボート＆スノーケル（有料 3 千円）

ハーリー（無料）
海の運動会＆海水浴（無料）

