文部科学省認可通信教育

八洲学園大学国際高等学校情報誌

平成２９年１０月２５日
八洲学園大学国際高等学校
事務部 鈴木 啓之

★平成 29 年度前期卒業証書授与式を挙行しました★
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教職員紹介
担任からクラスのみなさんへメッセージ
「ゆんたく」では
９月スクーリングダイジェスト
大切なお知らせを
自宅学習ページ（リポート作成のポイント）
平成２９年度後期 試験出題ポイント
お伝えしています。
平成２９年度前期卒業証書授与式
必ずお読み下さい。
校長式辞
送辞・答辞紹介
教職員から卒業生へのメッセージ
『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』のご案内
平成２９年度前期「功労賞」のまとめ
八洲学園大学の公開講座のご紹介（高大連携）
／指定校推薦一覧（追加）
進路だより～奨学金制度について～
スクーリング中の写真について
予防だより
１１月講演＆勉強会
沖縄独自の給付型奨学金について（予報）
／ １１月沖縄北部学習会（本校）時間割
「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介
１１月行事予定
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教職員紹介
事務部 番場 晴美
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）

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）

校務補助
谷 和樹（沖縄）

校務
具志堅慎一(沖縄)

２

校務補助
具志堅将（沖縄）

すず ＆ もも
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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
１・２番クラスのみなさん、こんにちは☆
担任・副担任のことを知って頂きたいので、好きなキャラクターについ
て紹介します。私、比嘉は『ピカチュー』
、副担任の宮城は『スヌーピー』
が大好きです。可愛いものが大好きな私たちの職員室にある机には、キ
ャラクターグッズがいろいろあります。ぜひスクーリングに来た時にチ
ェックしてみて下さいねー！！(*^-^*) 最後に、スクーリング参加申込
書の提出は〆切がありますので、忘れずに郵送お願いします♪
３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 秋・・・、過ごしやすい季節に
なっていますが高校卒業に向けての学習は順調に進んでいますか？
少しだけ時間のある時に高校卒業を意識してみて、「最近学習進んでいな
いなぁ」「スクーリングどうしようかなぁ」「進路どうしよう･･･」など、
少しでも悩みがありましたら、担任の私か副担任の比嘉泰子先生に連絡し
て下さい(^o^)
皆さんこんにちは♪秋ですねー(^^♪ 秋と言えば、芸術、スポーツ、フ
ァッション、食欲・・・皆さんそれぞれの秋を楽しんでいますか？
私も、映画をみて秋を楽しんでいます(≧▽≦) 私のお勧めは、”School
of Rock”と”コーチカーター”です。School of Rock は、音楽。特
に、ロックが好きな方にお勧めです！“コーチカーター”は高校のバス
ケットチームのお話ですが、スポーツ経験がない方でも楽しめると思い
ますよ♪自宅学習の息抜きにしてみてくださいね(^^)/
みなさん、こんにちは。秋と言えば、食欲の秋、スポーツの秋、読書の
秋、芸術の秋など、気候が過ごしやすくなったことで色々な事に挑戦し
てみたくなる時期ですよね。私は最近、美味しい秋の味覚を楽しもうと
食欲の秋を感じて毎日を幸せに過ごしています。皆さんも、自分なりに
〇〇の秋と目標をつくって素敵な秋を感じて下さいね(^_-)-☆
秋空に変わり、過ごしやすい日が続いていますね。朝晩はだいぶ冷え込
んできていますので体調を崩さないよう気を付けていきましょう。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから学習に取りか
かると思いますが、わからない点や不明な点はそのままにせず、必ず連
絡をください！！在校生の皆さんも後期のスクーリングを目指している
方は、スクーリング参加申込書の提出を忘れずに行ってくださいね
(＾◇＾)後期のスクーリングテーマも発表されていますので、気になる
方はお問合せください。
後期入学の皆さん、入学おめでとうございます。一人一人入学した理由
は違いますが、高校卒業が目標なのは同じなはず。みんなで一歩ずつ前
進してきましょう。学習の進め方は、右下のＱＲコードを読み込みアク
セスして確認して下さいね。在校生の皆さん、自宅学習は進んでいます
かー？ 特に今年度卒業予定の方は、ペースアップして自宅
学習に取りかかりましょう。そしてスクーリング参加！
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています( ﾟ▽ﾟ)/疑問
や困ったことがあれば、電話やメールでいつでも聞いてね★

３
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９月スクーリングダイジェスト
事務部 番場 晴美

入
入校
校式
式は
はク
クラ
ラス
スご
ごと
とで
で風
風鈴
鈴作
作り
り

流
流木
木と
とサ
サン
ンゴ
ゴを
を結
結ん
んで
でま
ま～
～す
す♪
♪

イ
イノ
ノシ
シシ
シと
と一
一緒
緒に
にハ
ハイ
イポ
ポー
ーズ
ズ♪
♪

や
やん
んば
ばる
るの
の生
生物
物に
につ
つい
いて
て学
学び
びま
まし
した
た！
！

熱
熱帯
帯ド
ドリ
リー
ーム
ムセ
セン
ンタ
ター
ーに
にて
て

海
海洋
洋博
博物
物館
館の
のプ
プラ
ラネ
ネタ
タリ
リウ
ウム
ム☆
☆彡
彡
４

文部科学省認可通信教育

美
美ら
ら海
海水
水族
族館
館に
に行
行っ
って
てき
きま
まし
した
た～
～！
！

サ
サー
ータ
ター
ーア
アン
ンダ
ダギ
ギー
ー作
作り
り
卓
卓球
球大
大会
会 iinn 八
八洲
洲

宿
宿舎
舎に
にて
て

卒
卒業
業式
式後
後の
の立
立食
食パ
パー
ーテ
ティ
ィー
ー♪
♪
☆生徒さんのコメント☆
☺

初めてのスクーリングでわからないことが沢山あったけど、部屋のみんなと仲良くできて
楽しかった。

☺

最初は不安だったけど、友達ができてとっても楽しかった。

☺

BBQ できなかったのが心残りですがとっても楽しかったです。

☺

色々なところにいけて楽しかったです。

☺

今回で卒業確定になりましたが、楽しかったのであと 1 回スクーリングに参加したいくら
いです。

他の月のスクーリング写真も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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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「yashima12」
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♪
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平成２９年度後期 試験出題ポイント
教務部 島袋 瑠美

科目

出題ポイント

※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

面接で失敗しないために＜一＞面接の流れ＜二＞出される質問＜三＞くだけた言葉使
国語表現
いを改める＜四＞よく使われる外来語と擬態語、擬声語
リポート：№2、3、4 の漢字 №4、作者名、№5【三】
、№9【二】
【六】、№10【二】
【四】、
国語総合（2017 年度以降）
№11【一】
、№12【一】、授業内容
リポート：№2、3、4 の漢字 №4、作者名、№5【三】
、№9【二】
【三】、№10【二】
【四】、
国語総合（2017 年度以前）
№11【一】
、№12【一】、授業内容
＜一＞教科書 P266～268 の俳句は定型か自由律か（五句出題）＜二＞五句の季節をあて
現代文 B
る＜三＞一句を選んで感想を書く＜四＞教科書の作品と作家（５人）＜五＞「気になる
社会問題」を自由に書く（400 字）
古典 B
リポート：№4、№9、№11、№12、授業内容、配布資料
日本語基礎
リポート：№1【一】
【二】
、授業内容
世界史 A
リポート：№2、授業内容、配布資料
日本史 B
リポート：№5、授業内容、配布資料
地理 B
現代社会
倫理
政治経済
数学Ⅰ（2017 年度以降）
数学Ⅰ（2017 年度以前）
数学 A（2017 年度以降）

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
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、№6 すべて

リポート：№1【1】【2】【5】【6】、№2【1】【3】【4】【6】、№3【1】【2】【4】【6】、№6
【1】
【6】
リポート：№1【1】【2】【3】【4】【5】【6】、№2【1】【2】【3】、№3【1】【4】【5】、№5
数学 B
【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
数学 A（2017 年度以前）

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 P16～17、P26、№6③④教科書 P174～177、授業内容
生物基礎（2017 年度以前） リポート：№1①、③教科書 P10、P20、№6④教科書 P150～152、授業内容

化学基礎
地学基礎
理科課題研究
保健

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：№5 すべて、№6 すべて
リポート：No1～3、授業内容
リポート：№2【1】【2】
【3】【5】、№3【1】【4】
、№4【4】
、№5【4】
、授業内容

リポート：№1～№4、①be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②現在進行形
③助動詞（can,cannot,will,may,must）
Lesson2「Streetcars in my City」からリポート：№2、Lesson6「Grandchildren’s
コミュニケーション英語Ⅱ Restaurant」からワークブック P34～39、リポート：№6 の左側、Lesson9「Magic of the
Cotswolds」からリポート：№9
リポート：№1～№4、①be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②現在進行形
コミュニケーション
英語基礎
③助動詞（can,cannot,will,may,must）”Our Life”の単語・熟語
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
コミュニケーション英語Ⅰ

※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２９年度前期卒業証書授与式
事務部 番場 晴美

卒業証書授与
校長式辞

卒業生答辞

在校生送辞
思い出のスライドショー

『八洲んちゅぬ宝』斉唱

・・・いつの日か学校を卒業する その日まで
大切なものをもっと 深く知っていたい
それが八洲んちゅぬ宝・・・
８
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花道（卒業生再入場）

57 名の卒業生の
皆さん、卒業おめでとう
ございます！！

９
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平成２９年度前期卒業証書授与式

校長式辞
校長 和田 公人

ご卒業おめでとうございます。
これまでに払われた努力に敬意を
表します。皆さんの努力と周りの
人たちの支援の結果が、卒業とい
う形になったと思います。

八洲学園大学国際高等学校も長
年にわたって多くの卒業生を送り出してきました。その多くの卒業
生の努力が、八洲国際の評価、また通信制高校を見る世間の目を変
えてきました。ですので、皆さんが引き続き努力を積み重ね、周り
の人や社会に貢献されることが八洲国際の評価をさらに高め、結果
的に、皆さんが手にされた卒業証書の価値をより大きなものにする
ひら

とともに、後輩の道を切り拓くことになります。

卒業したからと言って、何も変わらないかも知れません。卒業し
たことで何か保障される訳でもありません。しかし、卒業までの過
程で経験したことは、今後の人生で役立つ場面が必ずあると思いま
す。なにごとも経験です。他の高校生ができない経験をされたこと
が、みなさんをより強く、より優しくしてくれることと信じます。

皆さまの今後のご活躍をお祈りし、お祝いの言葉とします。
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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。これで１つ
目標をクリアしました。さー、次は何をしますか？
 中村 成希（教頭）

卒業おめでとう。

 比嘉 彩香（1･2 番クラス） 卒業おめでとうございます！
これからもみなさんのペースで着実に歩んでいって下さい。
みなさんのこれからを、私は応援し続けています☆
 玉城 健一（3･4 番クラス） 高校卒業おめでとうございます。これからも自分のペース
でしっかり前進して下さい。応援しています!!
 伊禮 愛里（5･6 番クラス）
のを応援しています。

卒業おめでとうございます！夢や目標の実現が達成できる

 平安山 智子（7･8 番クラス） これまで目標としていた「高校卒業」を新たなスタート
地点として、次の目標に向かって進んで下さい。ずっと応援しています。
 島袋 瑠美（9･10 番クラス）

Congratulations！夢に向かって羽ばたいて下さい。

 島袋 友美（提携校・海外クラス） 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、自分のペースで歩んでいってください。沖縄から応援しています。
たくさんの思い出ありがとう。
 宮城 彩乃

卒業おめでとうございます。いつでも八洲へ遊びに来て下さい♪

 比嘉 泰子 ご卒業おめでとうございます。これからがまた新たなスタートですね。「迷
ったら進め!!」
 横田 裕美

ご卒業おめでとうございます。素敵な未来を (*^^*)

 木村 和奈 ご卒業おめでとうございます。人生は何が起こるかわかりませんが、自分ら
しく悔いのないように!!歩み続けて下さいね(^_^)
 岸本 久律 卒業おめでとうございます。高校卒業の成功を胸に、自分のペースで歩んで
行ってください。皆さんの未来が光あふれるよう願っています。
 原田 みき子

ご卒業おめでとうございます！自分の人生、好きな色に染めてください。

 与古田 初子 ご卒業おめでとうございます。次はどんな夢をみるのでしょうか。"学び"
は欲張りのほうが良いと思います。
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 島袋 正良

卒業おめでとう。本部の景色をまた見に来てください！

 長崎 佑 祝 卒業 「諦めない」「相談する」「安らげる場、時間を持つ」この三つの言
葉を忘れずに、おおいに羽ばたいて下さい。
 玉城 優香 ご卒業おめでとうございます。どんな道でも１歩１歩前に向かって歩んでい
きましょう。ずっと応援しています。
 天野 葉月 卒業おめでとうございます！輝く未来がみなさんを待っていると信じてい
ます。これからも前進していって下さいね！
 玉城 郁江 卒業おめでとうございます。リポート、視聴、スクーリング、よく頑張った
と思います。自分の力で卒業したことを忘れず進んで下さい。応援しています。
 鈴木 啓之

追ってこその夢、どこまでも追及してゆこうぜ！

 平良 亮 ご卒業おめでとうございます。数ある学校の中から八洲学園を選んでくれたこ
と、そして、卒業していくこと、とてもうれしく思います。またいつか笑顔で再会しま
しょう。
 松本 美代子 卒業おめでとう。八洲を旅立ち、新生活へスタートです。あなたにエール
を贈ります。
 親川 瞳 卒業生のみなさま、ご卒業おめでとうございます。むりせず、自分のペースで、
上を向いて歩いていけますよーに。これからもずっと応援しています。
 宮坂 あき ご卒業おめでとうございます!! 山あり谷ありと思いますが、一歩一歩進んで
いってくださいね。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。

 具志堅 将

卒業おめでとう。高校卒業は社会への第１歩。前を向いて頑張れ。

 儀間 伸彦

卒業おめでとうございます。新しい生活が待っています。健闘を祈ります。

 儀間 雪深 卒業おめでとうございます。自分を大切に、何でも全力で夢に向かって大き
く羽ばたいて下さい！
 板谷 幸恵 やしまでの思い出を胸に、自分らしく前へ進んで
いってください。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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『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）』のご案内
教頭 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、年間受講者数が約２７，６００人の介護資格専門スクール
日本 No.1「未来ケアカレッジ」と提携しており、
『介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー
２級）』の講座を関東、東海、関西、九州エリアの在校生・卒業生・保護者の方も八洲学園
価格（３万円～５万円程度）での受講が可能です。また、平成２９年度より、学則が変更に
なり、未来ケアカレッジで介護職員初任者研修を取得すると、本学の科目「校外技能取得」
に読み替えることができます。
※１）詳しくは「学習の手帳（３２ページ）」をご参照下さい。
※２）介護関係での八洲学園提携資格は「身上監護士」もあります。
※３）興味のある方は、資料を送りますので各担任までご連絡ください。
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平成２９年度前期「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２９年度前期に対象となった生徒さん達をご紹介します。
（受賞等ありましたら、各担任に
ご連絡下さい。）

●第４１回桑名テニス選手権大会 一般男子シングルスＢクラス 第３位 清水
康平
●第２０回 ザ・バレコン名古屋（男子ＹＭ部門） 第１位・愛知県知事賞 戸田
昂希
●第１８回 ＦＬＡＰ全国バレエコンクール 第８位 川本あかり
●第４回つづきみ（ＫＡＤＯＫＡＷＡ主催）ＴｏｋｙｏＯｔａｋｕＭｏｄｅ賞 篠
原もも
●第１３回 全沖縄空手・古武道選手権大会（シニアⅠ：女子サイの部・女子型・
女子棒の部）最優秀賞 古堅礼子
●第２３回 那覇市空手道選手権大会（古武道 壮年 棒の部・壮年の部Ⅰ（型の
部）
・サイの部）第１位 古堅礼子
●第９５回 ＮＡＭＵＥ 宇都宮（高校部門）第１位 市川真紀
●埼玉全国舞踊コンクール２０１７ 埼玉舞踊協会奨励賞 市川真紀
●ダンス活動 「DANCE KINGDOM OSAKA2016（エイベックスアーティストアカデミ
ー大阪校レギュラー選抜）」「a☆smile2016OSAKA（KINGDOM 選抜ゲスト出演）」
「DANCE TRAX2017」出演等 近藤天輝
●第５回 座間全国舞踊コンクール（一般部門）第３位 中西衿奈
●第５回 ジャパンダンスコンペティション ジュニアＣの部 第４位、創作舞踊の
部 第１位、文京区長賞 中西衿奈
●第１７回 まちだ全国バレエコンクール（高校生の部）第２位 中西衿奈
●第１２回 バレエコンペティション in 奈良 第２位、審査員特別賞 名田暢
●第９６回 ＮＡＭＵＥクラシックバレエコンクール 熊本（シニア部門）第３位
河口和香
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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『Ａ４一枚で自分を表現してみよう

～強みを分かりやすく伝える技術～』

■講座概要：
本学で秋から開講する「ビジネス文書・作成読解」と「知的資産マネジメント」のスピンオフ講座。文
章作成のプロと販促のプロをお招きして、自分を表現する方法をワークショップ付きの講座として開講
します。チラシ作成や、相手に簡潔に意図を伝えるための文章力アップにつなげていきます。司書や学
芸員を目指す方には、図書館や博物館のイベントの告知などにも活かせます。分かりやすい、伝わる表
現と強みを表現すること。これが本講座での目標です。
※ビジネスシーンの文章、強みを活かす実践については、秋から開講する「ビジネス文書・作成読解」
「知
的資産マネジメント」で学びます。また、ビジネス文書・作成読解の講義でも今回の講座でお招きし
たお二人の講師をゲストスピーカーとして登壇していただく予定です。
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□対象者：文章作成に悩みがある方、自分の強みを発見したい方
■受講形態：オンデマンド（開講期間中オンライン上での動画視聴による受講※期間中 24 時間視聴可）
□開催日時：平成 29 年 4 月 1 日（土）～平成 30 年 3 月 10 日(土)
■講師：藤森 純一（八洲学園大学専任講師、行政書士、個人情報保護士）
□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
□日程と内容：

1

配信期間

内容

【オンデマンド開講】
平成 29 年 4 月 1 日(土)
～
平成 30 年 3 月 10 日(土)

文章作成のプロと販促のプロをお招きして、自分を表現する方法をワーク
ショップ付きの講座として開講します。チラシ作成や、相手に簡潔に意図
を伝えるための文章力アップにつなげていきます。司書や学芸員を目指す
方には、図書館や博物館のイベントの告知などにも活かせます。

≪八洲学園大学「藤森 純一 先生」の紹介≫
八洲学園大学専任講師、行政書士、個人情報保護士
八洲学園大学にて、「0 からのビジネスと法の実践」
「情報と法」「知的資産マ
ネジメント」などのコンプライアンス、リスクマネジメント系の講義を多数担
当する。また、行政書士として中小企業経営の法務（契約書、内部規程作成な
ど）を知的資産経営の観点から中小企業の顧問を行う。
■藤森純一

研究室便り

■藤森行政書士事務所ＨＰ

http://blog.study.jp/ygufujimori/
http://fujimori-gs-office.jimdo.com/

■Twitter

https://twitter.com/fujimori_gs

■Facebook

https://www.facebook.com/fujimori.gs?fref=ts

指定校推薦一覧（追加）
進路指導部 横田 裕美
ゆんたく７～９月号及びＷＥＢサイトに指定校推薦一覧を掲載いたしましたが、追加で募集の案内が
ありましたので掲載いたします。
指定校校内選考の第一回の募集は、8 月 31 日に〆切ましたが、枠に余裕があり、かつ出願に間に合う
場合には随時、校内選考の申請を受付けています。詳しくは、各担任へお問い合わせください。

都道府県 学校名
福岡県

公務員ビジネス専門学校

学科
救急救命士学科：3年課程
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進路だより～奨学金制度について～
進路指導部 宮城 彩乃
今回は、奨学金制度をご紹介します＼(^^)／
奨学金制度とは、学習意欲のある学生に対し、学費や生活費を給付または貸与する
ことにより、経済的負担を軽減するための制度です。夢を諦めかけたあなた！
ぜひ、奨学金制度を活用して夢をかなえましょう☆

奨学金制度には、【給付奨学金】と【貸与奨学金】があります。
給付奨学金とは・・・？
返済の必要がない奨学金の事です。給付奨学金は、自治体や企業が主宰となっている事が多いです。

貸与奨学金とは・・・？
返済義務のある奨学金の事です。第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）があります。

【給付奨学金】
日本学生支援機構
国公立自宅通学 2 万円 国公立自宅外通学 3 万円 私立自宅通学 3 万円 私立自宅外通学 4 万円
公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団
月額 1 万 5 千円
群馬県藤岡市教育委員会（在住者のみ）
月額 4 万円以内

【貸与奨学金】
日本学生支援機構
第一種（利息のないタイプ）
国公立自宅通学 3 万円または 4 万 5 千円

国公立自宅外通学 3 万円または 5 万 1 千円

私立自宅通学 3 万円または 5 万 4 千円

私立自宅外通学３万円または 6 万 4 千円

第二種（利息が付くタイプ）
月額 3 万円、5 万円、8 万円、10 万円または 12 万円
社会福祉の制度（無利子）
教育支援費 短大：月 6 万円以内 大学：月 6.5 万以内
就学支度費 50 万円以内
味の素奨学会（無利子）
自宅通学 3 万円 自宅外通学 3 万 5 千円

※ 各事業所によって対象者基準、申込方法が異なります。貸与奨学金に関しては返済の義務があり
ます。
※ この他にも、様々な奨学金制度があります（上記は一部の例です）
。
２０

文部科学省認可通信教育

スクーリング中の写真について
渉外・広報部 玉城 健一

生徒さん達の『沖縄短期集中スクーリング』での想い出作りを目的として、教職員が毎回
のスクーリングで写真撮影を行っています。この度、生徒さんや保護者、家族の方々がさら
に見やすく、時代のニーズに合った方法で写真提供を行うことになりました。私たち教職員
が撮影した写真が沖縄短期集中スクーリングでの大切な想い出の一つになれば幸いです。
【２９年度９月スクーリングまでの提供方法】
・有料３５０円にて販売
・ＣＤ－Ｒに写真を保存して、スクーリング中に申込をした方に限定提供

【２９年度１１月スクーリング以降の提供方法】
・無料
・本校ＨＰにて閲覧者を限定して写真提供 (個人情報保護のため)

★配信場所★
https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html
本校ＨＰの「在校生はこちら」になります
スマートフォンからも閲覧＆ダウンロード可能♪

★閲覧パスワード★
閲覧できる方を各スクーリング参加者および保護者、家族に限定するため、閲覧に
はパスワード入力が必要です。パスワードはスクーリングごとに異なりますので、
スクーリング中に配布される「学習のしおり」をご参照ください。

２１

文部科学省認可通信教育

予防だより
環境保健部

平安山智子

秋から冬にかけては、全国的にかぜやインフルエンザなどの感染症がはやります。日ごろより手
洗い、うがいなどの予防と体調管理を心がけ、健やかに寒い季節を乗り切りましょう。
集中スクーリングには、全国から生徒さんが集まってきます。飛行機やバス等の公共機関での移
動の際には、人ごみの中で感染のリスクが高まります。予防に勝る対策はありません。公共機関を
利用する時や、人ごみを通る時にはマスク装用をするなど、事前の十分な予防対策をお願いします。
また、ここ最近ＲＳウイルス感染症の流行も警告されています。かぜをひいたと感じたら、早め
に受診するなどして万全を期しましょう。

インフルエンザにかかった人が
せきやくしゃみをすることでウイ
ルスが空気中に広がり、それを吸い
込むことによって感染します。
つばや鼻水を触った手で触れた
ところを触ることによる接触感染
でも広がります。よく見られる症状
は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋
肉痛などで、のどの痛み、鼻水など
があります。

① 予防接種がもっとも有効です。
お近くの病院（内科／小児科）
で受けることができます。
② 日頃から充分な栄養・休養が大
切です。
③ 人ごみは避け、帰宅後の手洗いと
うがいを心がけましょう。
④ マスク装用、うがい薬や食塩水
でのうがいなどを心がけ、喉を
乾かさないようにしましょう。

予防接種用のワクチンは、毎年
つくりかえられており、Ａ型、Ｂ
型のいずれにかかっても効果があ
ります。なお、接種してから予防
効果を発揮するまでに約２週間程
度かかりるため、スクーリング参
加の２週間以上前に接種すること
をお奨めします。また効果半年持
続すると言われています。

保護者のみなさまへ
インフルエンザは、学校保健安全法に定める第二種感染症です。生徒さんが感染すると、法令
により解熱した後２日を経過するまでまたは発熱後７日間、出席を停止させることと定められて
います。スクーリング中に体調不良などで学習が滞らないよう万全の備えをお願いします。

「ウイルス性胃腸炎」はウイル
スの感染により胃腸に炎症を引
き起こす疾患であり、
下痢や嘔吐
がその主症状となっています。
ウ
イルス性胃腸炎の原因とされる
ウイルスにはロタウイルス、ノロ
ウイルスなどがあります。

• ワクチンはなく、有効な抗ウイ
ルス剤もありません。また、免
疫もできにくいので、日ごろの
予防が唯一の対策になります。

• 手洗いは、石鹸や消毒液を用い
ていねいにこすって洗います。
帰宅時だけでなく、こまめに手
洗い・うがいの習慣をつけまし
ょう。

• かかってから対処するのではな
く、かからないように予防する
ことが大切です。

• 人ごみの場に出るときは、飛ま
つ感染を防ぐため、マスク装用
をお奨めします。

スクーリングの際は、
生徒さんに食堂利用前の
うがい・薬用石鹸での手
洗いと消毒液での手の消
毒を課し、衛生と感染予
防に努めています。
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くなります。
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１１月講演＆勉強会
教頭 中村 成希

～不登校は問題行動ではない！～
◆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：１１月５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 14 日に「義務教育の段階における普通教育に
相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、平成 29
年 3 月 31 日付で「義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保等に関する基本指針」（以下、「ガイドライン」）
が策定されました。
これらは「不登校は問題行動ではない」「支援・登校に関する不登校児の意志
の尊重」と定め、従来の国の方針の大転換を図るものです。
ところが、一部の教育現場では「再登校イコール解決」といった誤解も未だ残ってい
るようです。そこで、法やガイドラインを逐条的に読み解きながら、今後の義務教育段
階の不登校児支援の在り方と方向について、理解を深めてゆきます。
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沖縄独自の給付型奨学金について（予報）
事務部
事務長 鈴木
鈴木啓之
啓之
2017
年度前期末にかかる『単位修得証明書』と『卒業証明書』の発行時期と料金についてお知らせいたしま
沖縄県に在住する平成３０年度進学の高校生のための給付型奨学金予約を、沖縄県庁が創設しま
す。
す。関心のある方は、当校事務部（０１２０－９１７－８４０：担当
平良、宮坂）までご連絡くだ
ご入用の方はお早めに申込みください。ご不明な点などあれば、担任または事務部までお問合せくださ
さい。後日、募集要項をお送りします。なお、募集要項の配布は平成３０年１～３月になるとのこ
い。
とです。

発行開始日

証明書発行の種類

名称：「沖縄独自の給付型奨学金（沖縄振興の一環としての人材育成）」（仮称）
単位修得証明書

2017 年度前期で修得した科目は、10 月 1 日以降の発行

応募資格：沖縄在住の非課税世帯の高校生で観光・情報分野の専門学校進学予定者
2017 年度前期で卒業予定の方は、卒業証書授与式 (9 月 17 日)の
翌日から発行
選考基準：意欲や学力を総合的に評価
卒業証明書

給付水準：２～４万円／月（予定）
募集時期：平成３０年３月中（予定）
支給開始時期：平成３０年７月上旬

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♪

１１月沖縄北部学習会（本校）１１月９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。
11月

1年次(α)

北部学習会（ 本校）

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

国語総合

コミュ英語Ⅰ

化学基礎

コミュ英語基礎

生物基礎

美術Ⅰ

（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）
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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
●代々木アニメーション学院（札幌）
北海道札幌市中央区
東北ブロック
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
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
大阪府

関西ブロック

中国ブロック
四国ブロック

京都府
兵庫県
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

●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
●たかやま個別指導塾
●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）
●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院
●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）
●リバティスクール スタディプレイス（野方校）
●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）
●マイン高等学院（中部）
●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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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
埼玉県吉川市上
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
大阪府大阪市城東区
おお
京都府京都市下京区
兵庫県姫路市本町
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
福岡県福岡市西区
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
沖縄県沖縄市中央
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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勤労感謝の日
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☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加
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１２月スクーリング申込書〆切（必着）
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●１１月スクーリング●

文化の日

１２月スクーリング申込書〆切（消印）

１２月スクーリング詳細発送

１２月スクーリング返送書類必着・成績発送
１２月スクーリングキャンセル返金可能〆切
ゆんたく発送

☆ 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。
☆ 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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●いよいよ音楽好きの仲間が集まる１２月スクーリング【八洲ライブ２０１７】の時期が
やってきました！下記の音楽活動（４部門）の選択制です。

さんしん

★ボーカル、エレキギター、ベース、

★沖縄の弦楽器「三線」をみんな

ドラム、ギター、キーボード etc.

で練習し、数曲発表する予定。初

★学校にはドラムセット、ベース、

心者の方も歓迎♪但し、楽器の数

エレキギター、電子ピアノ、アンプ

に限りがあるので、沖縄の方で、

がありますが、練習時に順番待ちに

持っている方は持参お願いしま

なります。持参できる方は極力楽器

す。

を持参してください。詳しくは担当
の中村まさき（ナカマサ）まで。

★両手にハンドベルを持ち、みん
★「ゴスペル」と聞くと難しそうで
すが、みんなで歌う「合唱」をリズ
ムにのって楽しく歌う♪といった
カンジかな？スタッフも兼ねてま

なで力をあわせて曲の完成を目
指します♪クリスマスの時期な
ので、雰囲気がでてイイよぉ～。
人数限定。

す。

【●R'kuma（レオクマ）●】来校予定。
・八洲学園大学国際高等学校の卒業生でラッパーの「レオクマ（奥間玲央）」君がゲストミュージ
シャンとして来校予定です。高校 2 年の秋に YouTube で発表した Rude-α との『CoCo ga Okinawa』
が話題になり、その名を知られる。第 9 回、第 10 回『高校生 RAP 選手権』
（日本武道館）
、MC バト
ル TV 番組『フリースタイルダンジョン』に出場。また、日本最大級ヒップホップ LIVE コンサー
ト「サマーボム２０１７in 豊洲」にも出場。

