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平成２９年１２月２６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 

・ ｐ２－３   １２月スクーリングダイジェスト 

・ ｐ４     担任からクラスのみなさんへメッセージ 

・ ｐ５     「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

・ ｐ６     平成２９年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ７     「全国理容美容学生技術大会（全国大会）」のご報告 

・ ｐ８     進路だより ～社会保険について～ 

・ ｐ９     １月講演＆勉強会 

・ ｐ１０    沖縄市育英会奨学金について ／ １月沖縄北部学習会（本校）時間割 

・ ｐ１１    「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ１２    １月行事予定 

１１１２２２月月月★★★八八八洲洲洲ララライイイブブブ 222000111777★★★ををを開開開催催催しししままましししたたた♪♪♪   

「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。 



事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月スクーリングダイジェスト 

文部科学省認可通信教育 

２ 

入入入校校校式式式ででではははエエエイイイサササーーーででで歓歓歓迎迎迎   学学学習習習会会会にににててて   

リリリポポポーーートトト完完完成成成！！！   

無無無事事事提提提出出出！！！   

自自自宅宅宅ででで出出出来来来なななかかかっっったたたリリリポポポーーートトトををを   
先先先生生生ととと一一一緒緒緒ににに勉勉勉強強強中中中   

バババンンンドドドメメメンンンバババーーー   
ゴゴゴスススペペペルルル部部部門門門ででで日日日々々々ののの   
飾飾飾りりりつつつけけけををを工工工作作作！！！   

八八八洲洲洲ララライイイブブブののの看看看板板板ははは   

ゴゴゴスススペペペルルルメメメンンンバババーーーががが   
ちちちぎぎぎりりり絵絵絵ででで作作作成成成   

ハハハンンンドドドベベベルルル部部部門門門のののリリリハハハーーーサササルルル風風風景景景   バババンンンドドドメメメンンンバババーーーののの集集集合合合写写写真真真   



 

☆生徒さんのコメント☆ 
 

☺ 八洲ライブで色々な人と仲良くなれるチャンスがあり、いっぱい友達を作れました(^^)/ 

☺ エイサーは沖縄感が出ててすっごい良かった！ 

☺ 八洲ライブはマジで本当に楽しかった！ 

☺ あんまり聴きなれない音楽が沢山聴けて楽しかった(^^♪ 

☺ 八洲には色んな人がいて、いちから友達作るから人間関係を改めて見直すことが出来るので

良いところだと思った。 

☺ ゲストで来た卒業生のラッパー「レオクマ」を、あんなに間近で見たのは初めてだったから

嬉しかった！ 

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。 

３ 

文部科学省認可通信教育 

ハハハンンンドドドベベベルルル部部部門門門   

バババンンンドドド部部部門門門ででで   

ヴヴヴォォォーーーカカカルルル＆＆＆ギギギタタターーーををを担担担当当当   

バババンンンドドド部部部門門門   

333 部部部門門門にににわわわたたたっっっててて   
ベベベーーーススス、、、ギギギタタターーーををを担担担当当当   

八八八洲洲洲ララライイイブブブ後後後ににに、、、はははいいいポポポーーーズズズ！！！   

ゴゴゴスススペペペルルル部部部門門門   

三三三線線線部部部門門門   



事務部 番場 晴美 
 

 

９・０番クラスの皆さん、寒い日が続いていますが体調はいかがでしょ

うか。インフルエンザも流行の時期を迎えました。インフルエンザは出

席停止になりますので、万が一スクーリング中に発症した場合は授業等

に出席できません。体調管理には十分注意しましょう！日頃の手洗いう

がいを習慣付けておくといいですよ！ 

では、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。 

平成 30 年も皆さんにとって良い年でありますように・・・ 

４ 

担任からクラスのみなさんへメッセージ 
 

文部科学省認可通信教育 

皆さん、こんにちは！もうすぐ２０１７年も終わりに近づいてきました。 

やり残したことはありませんか？私の今年の目標は、３０分間運動する、

でしたが実現が難しかったので、１２月中にはスタートさせたいと思っ

ています(^^)/それでは、今年も残りわずかですが体調を崩さないように

気をつけて過ごしてくださいねー(≧▽≦) 

３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ ２０１７年もうすぐ終わります

が、有意義な一年となりましたか？ 仕事やアルバイト、子育てなど日々

忙しくしている生徒さんもいると思いますが、 

２０１８年も皆さんの目標である『高校卒業』に 

向けて前進しましょう。スタートダッシュが大切 

ですので、前進の仕方を相談したい方は、気軽に 

担任の玉城＆比嘉泰子先生に相談して下さい♪♪ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは★担任の比嘉彩香です！ 
年末年始みなさんはどう過ごす予定ですか？？(.. ) 
イベントが目白押しな時期ですが、私は年末年始、美味しいものをたっ
ぷり食べて体を休めてゆっくり過ごす予定です♪♪♪♪元気いっぱい体
育科の宮城先生は、この年末年始のお休みを使って、冬の寒さに負けな
いように、体力つくりに励むそうですよ！たくましくなった宮城先生に
会えるのが楽しみですね！笑 これからスクーリングに参加する予定の
みなさん、しっかり自宅学習も進めてくださいね－(*^^*) 

もうすぐ 2017 年が終わろうとしています。皆さんにとってこの 1 年

はどんな 1 年だったでしょうか？私は私生活では長女が小学校へ入学

し、宿題を毎日させるという事の難しさを実感し、生徒さんが自宅で勉

強しないと悩んでいる親御さんの気持ちを身に沁みて感じた 1 年でし

た。来年は勉強を楽しくさせるコツを編み出せるよう様々な工夫を学ん

でいこうと思います！皆さんも何かしらの目標を立てて良い1年にして

くださいね(^^♪ 

みなさん、こんにちは！2017 年も終わりに近づいてきました。今年 1
年どうでしたか？私は皆さんに出会えて、出会えた皆さんから学ぶこと
もたくさんあり、充実した 1 年となりました。来年はより一層、皆さん
と一緒に成長できるような 1 年になればいいなと思います。あと個人的
には、この間の健康診断でお医者さんに怒られたので、ダイエット頑張
ります！！笑 
皆さんにとって、2018 年が輝かしいものとなります 
ように…☆ お餅食べ過ぎないでね♪♪笑 

 



教頭 中村 成希 

 

「＋α：建築業技術訓練コース」で提携をしている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。（校内締切日：平成３０年２月１０日） 

 

 

 

 

 

「建設労働者緊急育成支援事業」のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

５ 



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。新たに２名の女子生徒さんが功労賞対象になりましたのでご紹介します。 

 

●第９回 全国理容美容学生技術大会

（九州地区大会）クラシカルバックバ

リエーションセット部門 優秀賞 

日景夢来 

 

（福岡理容美容専門学校所属：画像中央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「世紀のダ・ヴィンチを探せ！」

高校生アートコンペティション２０

１７ 優秀賞（漫画部門） 井上奈津

実 

 

作品名「オンブラの森」 

 

 

平成２９年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

６ 



教頭 中村 成希 

 

八洲学園大学国際高等学校は、理容・美容専門学校と学務提携（Ｗスクールスタイル）を

しております。『第９回 全国理容美容学生技術大会（全国大会）』に九州地区代表として出

場しました福岡理容美容専門学校の日景夢来さん（理容科）の報告が来ましたのでご紹介し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「全国理容美容学生技術大会（全国大会）」のご報告 

文部科学省認可通信教育 

 

福岡理容美容専門学校（高校併学コース高校 2 年）： 

Riyouka｢hikageyumeraisan｣gaheisei29nen11gatu21nitini 

東京都渋谷区「東京体育館」にて行われた第 9 回全国 

理容美容学生技術大会（東京体育館）で九州地区代表 

として出場しました。 

この大会は、全国 11 地区で地区大会を開催し、その 

地区大会によって選出された選手が全国大会へ進むこと 

ができるのです。本年度は、全国約 220 校、約 3000 人 

の選手が出場しました。 

福岡理容美容専門学校では、理容部門ワインディング種目、ミディアムカット種目、クラ

シカルバックバリエーションセット種目 3 部門すべてで九州地区代表となりました。また美

容部門でもカット種目、そしてネイル部門、ヘアデザイン画部部門でも九州地区大会で入賞

という輝かしい成績を残せました。 

日景さんは、理容部門のクラシカルバックバ

リエーションセット種目で出場しました。朝か

ら放課後まで一生懸命レッスンしてここまで頑

張ってくれました。努力してどうなったかを今

考え、来年、高校 3 年生になり、美容部門での

全国大会出場そして入賞を目指し今日も頑張っ

ています。    

平成 29 年 12 月 3 日 

【●第９回 全国理容美容学生技術大会 出場！●】 

７ 



進路指導部 横田 裕美 
 

  

 

 

 

【社会保険とは】 日本の社会保障制度の一つで、勤労者やその家族の生活を保障す

るために設けられた公的な保険制度です。社会保険に加入すると、保険料を負担する義

務と、「年金保険（老後の生活、障害、死亡に対する保障）」、「医療保険（ケガや病気、出産、

死亡に対する保障）」、「労災保険（業務中や通勤中の事故・災害によって生じた病気、ケガ、

傷害、死亡などに対して保障）」などを受ける権利を行使できます。平成 28年、29年度か

ら段階的に、パート・アルバイトでも社会保険に加入しやすくなりました。 

≪加入のメリット≫ 

自己負担額が減る 

社会保険に加入すれば、支払うべき保険料の半分を企業が負担（労働者側と雇用者側が原則として折半

して支払う）しますので、月々の保険料の自己負担額が軽減されます。 

保障制度が手厚い 

社会保険の被保険者は、条件を満たしていれば、失業や労災の保障など、手厚い保障制度を受けること

ができます。老後の年金額も有利になっています。 

ex）けがや病気を理由に 3 日間連続で休む場合、給与の支払いを受けられないなどの条件を満たせば、
4日目以降に傷病手当金の受給が可能です。 

ex）出産手当金や出産育児一時金なども、要件を満たしていれば支給されます。 

≪加入のデメリット≫ 

給与の手取り額が減る 

これまで専業主婦だった人や扶養の範囲内で働いていた人など、被扶養者だった人は、社会保険に加入

すると、保険料が天引きされて毎月の手取り額が減ります。 

※ パートやアルバイトで働く人の収入の目安の一つに、「130 万円の壁」があります。配偶者の扶養に入っ

ている 20歳以上 60歳未満の人で 1年間の収入が 130万円未満の場合は、「第 3号被保険者」として国民

年金に加入できるため、保険料を自己負担する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路だより ～社会保険について～ 

文部科学省認可通信教育 

８ 

 

将来働くにあたり、パート・アルバイトと正社員では、どのような違い

があるのか考えたことはありますでしょうか。今回は、保険加入に目を向

けてみました。みなさんの将来の知識として役にたちますように(*^_^*) 

働くということは、単に生計を維持するだけでなく、自身の成長や夢の実現・仕事を

通じて日本社会を支えるという点で大切なことです。まさかの時に備える社会保障があ

ることで、安心して働いていくことができます。 

正規雇用で働く場合は必ず勤め先の社会保険に加入しますが、パート・アルバイトで

働く場合は、社会保険加入／扶養にとどまる／国民保険など、自ら主体的に在り方を選

択していくことが必要になります。それぞれメリット・デメリットがありますので、仕

事選びや求人応募の際は、単に給与額や福利厚生だけで判断するのではなく、利用でき

る社会保険の内容や条件などを合わせて総合的に判断していくことが大切です。 



 太陽の島「瀬底島」に、お馬さんとの触れ合いをメインに活動をしている 

『Sherry Company』さんがあります。 

気持ちが落ち着いたり、命の尊さを考えたり、コミュニケーションの取り方 

を学んだりと『ホースセラピー』の現場見学をし、勉強しませんか？ 

 会場集合後、全体で現地に移動します。汚れても良い服装で参加して下さい。

また、今回は現場見学学習ですので、乗馬体験は出来ません。 

教頭 中村 成希 

 

 

 

 

～大自然で「馬」に触れ合う大切さ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月講演＆勉強会 

文部科学省認可通信教育 
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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 沖縄県支部 

◆日 時：１月２７日（土）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：佐藤 由佳子 （ Sherry Company 代表 ） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

①申請者氏名：佐藤由佳子 ②事業所名称：Sherry Company 

③事業所所在地：本部町瀬底 5127 ④第一種動物取扱業種別：展示沖動展 

⑤登録番号：第 838 号 ⑥登録年月日：平成 26 年 12 月 19 日 

⑦登録の有効期限末日：平成 31 年 12 月 18 日 

⑧動物取扱責任者の氏名：佐藤由佳子 

 



事務長 鈴木 啓之 
 

沖縄市育英会より平成３０年度貸与型奨学金募集の予報がありましたのでお知らせします。 

沖縄県内に住所を有し、経済的理由により学業が続けられない者が日本内外の大学・短大に進学した際に、

月３～７万円の貸与を卒業まで受けることができます。 

募集要項については、沖縄市発行の「広報おきなわ」２月号か３月号に掲載されるとのことです。平成３０

年度に進学予定の貸与希望者は、掲載を待って募集要項を沖縄市育英会よりお取り寄せください。 

 

http://www.okinawasi-ikueikai.com/syougakukin.html 

 

 

 

 

 

事務部 番場 晴美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄市育英会奨学金について 
事務部 鈴木 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

す。 

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

い。 

 

証明書発行の種類 発行開始日 

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 

卒業証明書 
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 

 

文部科学省認可通信教育 

１０ 

 

沖縄北部学習会（本校） 

 
・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♪ 
 

１月沖縄北部学習会（本校）１月５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ください。（℡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。 

１月

北部学習会（本校）

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）

学校バスでコンビ二まで送迎致します

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

科学と人間生活 日本史Ｂ コミュ英語Ⅱ

体育α 国語表現 地学基礎

http://www.okinawasi-ikueikai.com/syougakukin.html


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。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 
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    【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 

関東ブロック 

東京都 

●代々木アニメーション学院（東京） 東京都千代田区 

●アップスクール高等部（東京） 東京都板橋区 

●世田谷みどり塾 東京都世田谷区 

●瑞祥学園 東京都狛江市 

埼玉県 ●たかやま個別指導塾 埼玉県吉川市 

千葉県 ●ＯＳＥアカデミー（千葉） 千葉県佐倉市 

中部ブロック 

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 

愛知県 
●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 

●中京ドリーム高等学院（名古屋） 愛知県名古屋市千種区 

石川県 ●代々木アニメーション学院（金沢） 石川県金沢市 

関西ブロック 

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） 大阪府大阪市城東区 

京都府 ●ライセンススクールコーポレーション（京都） 京都府京都市下京区  

兵庫県 ●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院 兵庫県姫路市本町 

中国ブロック 
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） 広島県広島市中区 

山口県 ●家庭教師の成績１１０番高等学院 山口県 

四国ブロック 高知県 ●陽気塾（高知） 高知県高知市 

九州ブロック 

福岡県 

●代々木アニメーション学院（福岡） 福岡県福岡市博多区 

●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 

●寺子屋みらい高等学院（福岡校・北九州校） 福岡県福津市・北九州市 

●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・久留米校・北九州校） 

福岡県福岡市・久留米市・
北九州市 

●リバティスクール スタディプレイス（野方校） 福岡県福岡市西区 

大分県 

●家庭教師の成績１１０番高等学院 大分県 

●プロ家庭教師のディック学園（大分校・中津校） 大分県大分市・中津市 

●明星国際ビューティカレッジ 大分県大分市 

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 

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 

●プロ家庭教師のディック学園（鹿児島校） 鹿児島県鹿児島市 

沖縄ブロック 沖縄県 

●マイン高等学院（沖縄） 沖縄県那覇市久米 

●マイン高等学院（中部） 沖縄県沖縄市中央 

●スタディ（沖縄県内各地） 沖縄県本島内各地 

●早稲田育英ゼミナール（浦添校） 
  

沖縄県浦添市 

●未来学習塾（石垣島） 沖縄県石垣市 

●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 

●プロ家庭教師のディック学園（沖縄校） 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/ 

 

 

 
 

  

 

 

☆ 年明けの学校業務は平成 30年 1月 4日からとなります。 

☆ 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、受付期間を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。 

（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 月 元日、学校休業日 16 火 ２月スクーリング申込書〆切（必着） 

2 火 学校休業日 17 水  

3 水 学校休業日 18 木  

4 木 １月スクーリングキャンセル返金可能〆切 19 金 ２月スクーリング詳細発送 

5 金 
☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加  

１月スクーリング返送書類必着 
20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月  

8 月 成人の日 23 火  

9 火  24 水  

10 水 ２月スクーリング申込書〆切（消印） 25 木  

11 木 ●１月スクーリング● 26 金 ゆんたく発送 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日  29 月 ２月スクーリング：ＲＨ提出〆切 

15 月  30 火  

   31 水 ２月スクーリング返送書類必着 

 

 

やしま国際公式 Facebook 

 

 

 

やしま国際公式 Twitter 
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