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理事長あいさつ
理事長 和田 公人

学校法人八洲学園は私立学校として、公立の学校にでき
ないユニークな学校を通じて、新しい教育制度を提案し続
けています。通信制高校を、経済的な理由で高校へ進学で
きない方の進路から、単位制という新しい制度を取り入れ
ることによって、新しい進路先として再構築しました。
また、八洲学園大学国際高等学校では集中スクーリング
方式というこれまでになかった新しい制度による通信制高
校として開校しています。今後も学校法人八洲学園は新しい学校を通じて、よりよい教育制
度の実現のために努力してまいります。

校長あいさつ
校長

中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、2000 年に「日本初の合宿に
よる集中スクーリング方式」を採用する通信制高校として開
校致しました。校舎からは、エメラルドグリーンの海が見え、
とても教育環境が良い「沖縄」にあります。本学の教育シス
テムで日々の時間を有効に活用すると、海外留学（語学・ス
ポーツ・芸術）や芸能活動等、様々なジャンルにチャレンジ
し、夢を追いかけながら高等学校の卒業資格を取得する事も
出来ます。
開校後、アメリカ合衆国の私立高校と教育提携した事により、「日本の高校卒業資格」と
同時に「アメリカの高校卒業資格」の取得が可能になりました。また、保護者の方も学習で
きる資格取得コースを設置するなど、今も進化し続けている高等学校です。今後も、より多
くの生徒、保護者、卒業生、地域の方々などの期待に応えられるように、努力してまいりま
す。

２
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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
中村 成希
（福岡）

教頭・横浜分室長
鈴木 啓之
（愛知）

1･2 番ｸﾗｽ担任
国語・芸術
比嘉 彩香（沖縄）

3･4 番ｸﾗｽ担任
国語・芸術
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
横田 裕美（福島）

提携校･海外ｸﾗｽ担任

情報・商業
島袋 友美（沖縄）

1･2 番ｸﾗｽ副担任
数学
後藤 美帆（東京）

3･4 番ｸﾗｽ副担任
英語・保健体育
宮里 恵利香(沖縄)

5･6 番ｸﾗｽ副担任
地理歴史・公民
玉代勢 彩子(沖縄)

7･8 番/海外ｸﾗｽ副担任
保健体育
浅香 遥平(大阪)

9･0 番ｸﾗｽ副担任
保健体育
中川 卓也（大阪）

保健体育/心理ｶｳﾝｾ
ﾗｰ&ｱｰﾄｾﾗﾋﾟｽﾄ
島袋 瑠美(埼玉)

国語・芸術
原田 みき子

国語
玉城 郁江
(沖縄)

理科・数学
島袋 正良
（沖縄）

理科
長﨑 佑
(長野)

英語・家庭
天野 葉月
(沖縄)

数学
久高 強
(沖縄）

事務
宮坂 あき（東京）

横浜分室 事務
板谷 幸恵（千葉）

英語
エンブリー 章子
（沖縄）

家庭科
与古田 初子
(沖縄)

事務長
平良 亮
(沖縄)

横浜分室 事務
校務
番場 晴美(神奈川) 具志堅 慎一(沖縄)

３

（秋田）

地理歴史・公民
玉城 優香
(沖縄)

事務/不登校訪
問専門員
松本 美代子
(東京)

事務
親川 瞳
（沖縄）

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
みなさん、こんにちは。生徒番号末尾が１・２番のクラスのみなさんの
担任をさせて頂きます。
本校からの大切なお知らせは、郵送物、あるいは学校のＨＰ等でも案内
していますので、チェックを忘れないようにお願いしますね!(^^)!
不明な点がありましたら、気軽に質問して下さい★皆さんからのご連絡
お待ちしています♪
フレッシュな副担任の後藤先生と一緒に、みなさんのことを精一杯フォ
ローしていきますので、今年度もどうぞよろしくお願い致します！！
３・４番クラスの皆さん、こんにちは！ 今年度宜しくお願いします。
みやざと え り か

副担任は宮里恵利香先生になりました。２名体制でサポートしていきます
が、取り急ぎ「クラス通信」をまだ確認していない
生徒さん・保護者は急ぎ確認して下さい。高校卒業
までの流れを紹介しています。また、自宅学習の進
め方やスクーリング参加時期の相談がありましたら、
気軽に連絡下さい！！ お待ちしています。
いれいあいり

皆さんこんにちはー♪５・６番クラスの担任の伊禮愛里です！
たまよ せ

よろしくお願いします。副担任の玉代 勢 先生と一緒に皆さんの自宅学
習・スクーリングのサポートをしていきます！些細な事でも、何かわか
らないことがあればいつでも連絡下さい(#^^#)
皆さんと、お話しできるのを楽しみにしてますよー♪

へ ん ざ ん ともこ

皆さん、こんにちは(^^)/７・８番クラス担任の平安山智子です。
あ さ か ようへい

今年度は、副担任に浅香遥平先生を迎え、新体制でスタートいたしまし
た！浅香先生は大阪生まれの大阪育ちです(^^)/
皆さんが無事に高校卒業できるよう、2 人で全力でサポートしていきま
すので何かあれば私達にいつでも連絡、相談してくださいね(^^♪
今年度担任をさせて頂く事になりました横田裕美(よこた ゆみ)と申し
ます(*^_^*)。たくさん笑って過ごす事が出来る１年間になるといいなぁ
…たくさんの出逢いに感謝できる１年間になるといいなぁ…そう想いな
がら今を過ごしています。副担任は中川卓也（なかがわ たくや）先生で
す。１年間どうぞよろしくお願い致します。
【副担任】今年度副担任をさ
せて頂くことになりました中川卓也と申します。スクーリングの時やそ
れ以外の時にいろいろなサポートが出来たらと思います。今年の目標が
ムキムキになるための筋トレです。１年間よろしくお願い致します。
いよいよ、２０１８年度がスタートしました！新しい年度がスタートし
たということで、フレッシュな気持ちで新年度スタートしたいですね。
ところで、皆さんはどのような気持ちで、この八洲学園大学国際高等学
校へ入学したか覚えていますか？やはり高校卒業が目標だと思います。
何かに打ち込みながらの自宅学習やスクーリングは、簡単ではないと思
います。皆さんを全力でサポートしますので、初心を忘れず目標達成に
向けて一緒に前進していきましょう。分からないことや困ったことがあ
れば、いつでも相談して下さいね★★

４
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平成３０年度集中スクーリング「テーマ」案内
事務部

平良 亮

「作ってわかる伝統おもちゃ」
５月 少人数限定
スクーリング
今もこどもに人気の伝統玩具や沖縄の郷土玩具を
手作り（ＤＩＹ）することで、その仕組みや先人の知恵を体感します。
主な活動：
「かざぐるま（カジマヤー）」づくり、
「万華鏡」づくり、
「吹き戻し（ピロピロ）
」づくり、
「指ハブ（ハブグヮー）
」づくり

６月 熱帯植物マングローブの世界
沖縄には、マングローブと呼ばれる植物群があります。
６月スクーリングでは、熱帯植物やマングローブに住む
生き物について学べる体験を計画しています！
沖縄の自然を一緒に体験しましょう(≧▽≦)

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 八 洲 ン ピ ッ ク
チーム対抗でさまざまな競技を行い、みんなで一丸となり優勝を目指します！！
簡単な競技ばかりです★★

９月
様々な面から健康に関して感じる事が出来るスクーリングを
実施予定です。全ての生徒さん大歓迎(*^_^*)
健康と共に素敵な卒業式を迎えましょう♪

５
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11 月 アニマルセラピースクーリング
（ 少人数制）

様々な面から健康に関して感じる事が出来るスクーリングを
動物とのふれあいや、動物に関する学びを通して、みなさんが
実施予定です。全ての生徒さん大歓迎(*^_^*)
癒しの時間を過ごせるように計画中です★
健康と共に素敵な卒業式を迎えましょう♪
詳細は現段階で未定のため、決まり次第ご案内します！！

12 月
音楽好きの八洲人、１２月に集まれ♪
今年も４部門（バンド・三線・ハンドベル・ゴスペル）
に分かれて音楽活動

１月
学校から徒歩 15 分圏内の海洋博公園には沖縄を満喫できるスポットが沢
山あります(^^♪ 1 月はその海洋博公園を満喫できるプログラムを実施
します！沖縄郷土村で三線＆かちゃーしー体験、植物園でクラフト作
り、イルカ＆ウミガメ＆マナティ満喫、海洋文化館でプラネタリウム等、
選択制で実施予定です。その他、オプションで美ら海水族館に行く予定
です(^^)/

２月 球技＆卒業式スクーリング
全国から集まる仲間とおもいっきり球技を楽しみましょう‼
※体育館シューズ持参必要※
平成３０年度後期卒業証書授与式を
スクーリング最終日に行います。

３月 海外文化体験スクーリング
海外の様々な文化を体験できる活動を予定しています(#^^#)
海外の文化に触れるチャンス！一緒に、楽しみましょう！
※平成 30 年度後期卒業となる生徒さんは参加できません

６
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自宅学習サポートページを活用しよう！
教務部 比嘉 彩香

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、自宅学習サポートページを確認しま
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 当校公式 HP の「在校生はこちら」を開きましょう♪
URL⇒https://www.yashima.ac.jp/okinawa/student.html
◎ＰＣ・スマホから閲覧可能♪

③「自宅学習サポートページ」を開きましょう♪
◎パスワードは「yashima12」
④ 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♪

７
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平成３０年度 試験出題ポイント
教務部 伊禮 愛里

科目
国語表現

出題ポイント

※表中の№はﾘﾎﾟｰﾄ№を示します

1.教科書 p78 をよく読んでおく。赤字の部分。2.スクーリングの感想文（200 字）
3.よく使われることば 簡単な擬態語や外来語や慣用表現

国語総合（2018 年度以降） リポート No2,No3,No5 の漢字 No4,No7,No9,No10,No11,No12 授業内容
国語総合（2018 年度以前） リポート No2,No3,No5 の漢字 No4,No7,No9,No10,No11,No12 授業内容
１．小説『こころ』の教科書 p165 をよく読んでおく。上段「新しい関係」の意味。
現代文 B（2017 年度以降） 下段「おれは策略で勝っても～負けたのだ」の意味。２．教科書 p170 の「漢字の読み」と「類義語」３．教
科書 p266～p268 から５句出ます。
（俳句の種類、季節）４．上の５句から１句選んで感想を書く。
（200 字）
１．小説『こころ』の教科書 p163 をよく読んでおく。上段「新しい関係」の意味。
現代文Ｂ（2017 年以前） 下段「おれは策略で勝っても～負けたのだ」の意味。２．教科書 p168 の「漢字の読み」と「類義語」３．教
科書 p266～p268 から５句出ます。
（俳句の種類、季節）４．上の５句から１句選んで感想を書く。
（200 字）

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
数学Ⅰ（2017 年度以降）
数学Ⅰ（2017 年度以前）

リポート№4、№9、№11、№12、授業内容、配布資料
リポート№1【問１】
、No2【問３】
、No3【問１】
【問３】
、No5【問４】
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、No3、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【3】
【4】、№6【5】【6】
、
№7【1】
【2】【3】
【4】
【5】
、№8【2】
【3】
、№9 ポイントチェック【1】【2】
リポート№1【4】
、№2【3】
【4】
、№3【3】
【4】【5】
、№4【3】
【4】、№6【3】【5】
【6】
No7【１】【2】
【4】
【6】、№8【1】【2】
、№9 ポイントチェック【1】
【2】

数学 A（2017 年度以降）

リポート№1【2】
【3】
【5】
【6】
、№2【3】
【4】
、№3【1】
【2】
【6】
、№4【2】
【5】
、No5【1】

数学 A（2017 年度以前）

リポート№1【2】
【3】
【5】
【6】、№2【3】
【4】
、№3【1】
【2】
【6】
、No4【2】、No5【1】
【3】

数学 B（2018 年度以降）

リポート№1【1】
【2】
【3】
【5】
【6】
、№2【1】
【3】
、№3【1】
【2】
【3】
【5】
【7】
、№5【1】

数学 B（2018 年度以前）

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

科学と人間生活（2017 年度以降）リポート

No1【1】
【3】
【4】
【5】教科書 P17、23～25,P30,31、リポート No6【1】～【5】
教科書 P169,170,175,P171,173,177,179,190、授業内容
科学と人間生活（2017 年度以前）リポート№4【1】
【3】教科書 P90,93～97,P100、№5【2】【3】教科書 P126,128,129
生物基礎（2017 年度以降） リポート№1【1】
【3】教科書 P16～17、P26、№6【3】
【4】教科書 P174～177、授業内容
生物基礎（2017 年度以前） リポート：№1【1】
【3】教科書 P10、P20、№6【4】教科書 P150～151、授業内容
化学基礎（2017 年度以降） リポート：No2【1】～【5】
、No3【1】
【2】
【3】、No4【1】【3】
【4】
【6】
化学基礎（2017 年度以前） リポート No2【1】～【4】
、No3【1】
【3】【4】
、No4【1】
【3】
【4】【5】

地学基礎
理科課題研究
保健

リポート No2【5】
、No3 全部
リポート No1 全部、No3【2】
リポート：№1【3】、№2【1】【2】
【3】
【5】、No3【4】
、№4【1】
【4】
、授業内容

Lesson 3 Sanshin days “be 動詞”本文の内容から出題、ワーク P18～21
コミュニケーション英語基礎 Lesson 4 Our life“助動詞,進行形”本文の内容から出題,ワーク P22～25
Lesson 6 The power of Bonds “不定詞”本文の内容から出題、ワーク P30～33
リポート No1,2,4 ①be 動詞と一般動詞（疑問文、否定文、肯定文）②動詞の過去形
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン英語Ⅰ
③助動詞（can,cannot,will…）、Lesson9 の内容、授業で配布するプリント
①Lesson1 My Friend in Hawaii から比較級、最上級を用いた表現と、本文の内容から出題。
（ワーク
ブック p8～p11）②Lesson3 Crossing Language Barriers から現在完了進行形を用いた表現と、本文
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 英語Ⅱ
の内容から出題。
（ワークブック p18～p21）③Lsson7 A Microcosm in the Sea から動詞の目的語に
なる if 節、動詞の目的語になる that 節の表現と、本文の内容から出題。
（ワークブック p50～p55）
社会と情報（2017 年度以降）
社会と情報（2017 年度以前）

リポート No1【1】
、No2【4】
【5】
、No3【2】
【6】、授業内容
リポート No1【1】
、No2【4】
【5】
、No3【2】
、No4【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、キャリアガイダンス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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「福岡理容美容専門学校」の入学式のご紹介
校長 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『学校法人福岡理美容学園 福岡理容
美容専門学校』での入学式が、４月９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
アップスタイル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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平成２９年度「功労賞」のまとめ
校長 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２
９年度中の対象者一覧をご紹介します。
（平成３０年４月以降、受賞等ありましたら、各担任に御連絡下さい。
）

●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
●第１００回 ＮＡＭＵＥバレエコンクール埼玉 一般部門 第１位 堀内璃子
●第５回 湘南バレエコンペティション 第３位
堀内璃子
●第７回 ＮＡＭＵＥバレエコンクールグランドファイナル 第４位 堀内璃子
●第２回 全国バレエコンクールプリ・ド・カナザワ２０１７ 第２位、プリ・ド・
カナザワ賞 堀内璃子
●第８回 ＮＡＧＡＮＯ全国バレエコンクール シニア部 第３位、長野県芸術文
化協会会長賞 堀内璃子
●Japan Ballet Competition 石川２０１７ クラシックバレエ 第２位 堀内璃子
●第１回 国際バレエアワード２０１７ 第９位 村上佳恵
●第７回 かわさき全国バレエコンクール 第５位 村上佳恵
●第１５回 全国ジュニア・バレエコンクール ジャパングランプリ２０１７ ４－４位
村上佳恵
●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（全国大会出場） 日景夢来
●「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２０１７ 優秀賞
井上奈津実
●バンド活動 ３ piece Rock『バンド名：BeeRoom』 TV 番組「コザの裏側」出演等
島袋勇輝
●第６回 バイオテクイラストコンテスト 最優秀賞 水野朱花
●「スターリーガールズ」星娘イラストコンテスト コホーテク賞 村田このみ
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●第１４回 ザ･バレコン福岡 第４位、福岡市長賞 佐藤慧乃花
●The Australian Ballet School Level Six Encouragement Award 受賞 五十嵐脩
●大牟田市政 100 周年記念 おおむたチャレンジカップ（ダンス） 優勝・大牟田
市長賞 甲斐田朱那
●W.O.R.K.S. KIDS.JUNIOR SECTION（ダンス） 金賞受賞・優勝 甲斐田朱那
●第１４回 バレエ・コンクール in 横浜 クラシック部門ジュニア１ 第１位・
横浜商工会議所会頭賞 鳥居彩夏
●第２回 Classical Ballet Competition ジュニアＡ部門 第５位 鳥居彩夏
●バレエコンペティション２１ ２division 第６位 鳥居彩夏

５月講演＆勉強会
校長

中村 成希

～生活の工夫で体の弱さを改善！～
◆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：６月２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：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。

『目覚ましでも目が覚めない、起きても体が動かない、朝の食欲
不振、朝礼で眩暈を覚える、午前中の腹痛や下痢、ぼーっとして考
えがまとまらない・・・』といった不調は多くの青少年が経験して
きたことですが、これら不調があると、友人関係や学業などの思春
期心理的イベントに対応する力を削ぐとともに、遅刻・早退癖や休
み癖を持つことで不登校の背景リスクを上昇させます。
そこで医学・生理学的な見地から『朝の不調』の様々な要因を紹介し、朝の弱さを改
善するための生活スタイルや家族のかかわり方について提案します。
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修学支援制度の利用について
事務長 平良 亮

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特例とし
て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３０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。
●支給額・支給要件
【主な支給要件】※都道府県により支給要件は異なります。
【支給額】

・平成２６年４月以降に入学し、７月１日付で在籍している。

年額38,100円の一括支給

・高等学校等就学支援金の支給対象である。

（保護者銀行口座へ振込み）

・保護者全員の住所地が同じ都道府県にある。

●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。
※６月中に提出いただく「高等学校等就学支援金収入状況届出書」と課税証明に基づいて、対
象の有無を判断します。提出が遅れた場合は、案内できない場合があります。

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1.76％（平成29年11月10
日現在）程度の固定金利で350万円までの貸し付けを受けられます。在学中いつでもネットから
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。
※返済は、15年以内の元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定）

●詳しい資料は、ハローコール（０５７０－００８６５６）にご請求ください。
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平成３１年度進学者 大学等奨学金予約について
事務部 宮坂 あき
日本学生支援機構は、国費を財源として意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念するこ
とのないよう、
「貸与」または「給付」する奨学金により進学を後押ししています。
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。

平成３１年度大学進学予定者で、給付型／貸与型奨学金予約を希望する方は、事務部 宮坂
（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。
■給付型奨学金
○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

自宅通学

自宅外通学

国公立

2 万円

3 万円

私立

3 万円

4 万円

○給付月額（予定）
○採用枠（予定）
２名
■貸与型奨学金
○家計基準（予定）

第一種（無利子）

第二種（有利子 3％）

世帯人数

給与所得者

給与所得以外

給与所得者

給与所得以外

３人

675 万円
747 万円
922 万円

286 万円
349 万円
514 万円

1009 万円
1100 万円
1300 万円

601 万円
692 万円
892 万円

４人
５人
○学力基準（予定）

第一種（無利子）
：高等学校 1 年から申込時までの成績の平均値が 3.5 以上
第二種（有利子）
：学業成績が平均水準以上
共通基準：特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者
○家計基準（予定）
月次貸与額

第一種（無利子）

第二種（有利子 3％）

2 万～6 万 4 千円／月

2 万～12 万円／月

（自宅通学/自宅外通学、
私学/国公立大学で異なる）

入学時特別増額

10 万～50 万円
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沖縄県県外進学大学生奨学金制度について
事務部 宮坂 あき
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」を募集します。関心・
ご希望のある方は、事務部

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

に到着しだい次第、郵送いたします。
●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３１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）
・県全体で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３０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 宮坂 あき
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継承実施しており、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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《連載 健康だより》 朝の弱さの克服
環境保健部

平安山 智子

生徒のみなさんの普段の生活や短期集中スクーリング参加時の健康増進に役立てるため、「ゆんたく」紙
上で毎回テーマを定めて「健康だより」を連載いたします。４月号では、生活習慣にスポットを当てます。
短期集中スクーリング参加時、“起床時間になっても全然目が覚めない”、“目覚めても体が動かず、
ベッドでボーっとしている”、“朝の食欲がない”、“朝食を食べると胃がもたれる”、“午前中は頭がぼ
ーっとして調子が出ない” といった不調を訴える生徒さんが増えています！

睡眠不足や睡眠起床の生活リズムが乱れると、朝の寝起きが悪いばか
りでなく、朝の食欲が無くなったり、食べると胃がもたれやすくなります。

40

毎
日
と
る

30

夜間眠っている間は、胃の緊張がなくなり、だらりと胃下垂になっていま
す。起床後、体の「眠っているときのモード」から「日中のモード」への切り
替えが不十分だと、胃下垂・胃アトニー（胃が運動をしない）をおこします。
食欲がでないばかりか、朝食を食べるとますます胃がだらりと下がって消
化活動をせず、胃の粘液の分泌も悪く胃壁が食べ物とこすれて傷つき、痛

20
10
0
(%)

みや「もたれ」がでたりします。

食べ
ない

朝食の有無と午前中の不調
文部科学省調査（2017）による

◆ 朝食の効用 ◆
・午前中の不調を起こしにくくしたり、緩和します

朝起きてすぐは、どんな健康な

・血糖値・体温・血圧を上げて、頭と体を「日中のモード」にします

人でも胃の準備ができていませ

・体内時計をセットし、睡眠起床の「生活リズム」を整えます

ん。ジョギングやペットの散歩など

・学力と体力を上げます（
「全国学力・新体力調査」結果より）

の日課があるなら、朝食前に行う

・「意欲」や「持久力」など精神状態が向上します

ことで、胃の準備と空腹感でより

・お通じを改善し、午前中の腹痛を緩和します

おいしく朝食をとることができま
す。

コラム：肥満を避けるための朝食習慣！

保護者の方へ

朝食主体でカロリーを摂ると、日中の体熱維持や運動に糖や

青少年の午前中の不調の原因の多くは、
「生活リズム失調」に拠ります。なかには心身
の医学的不調に起因する場合もありますの
で、次の症状がお子さんに観られる場合は、
医療機関にご相談ください。

脂質が消費され、体に貯まりません。

・起きてから、めまいやふらつきがある。

１日に摂るカロリーを、夜食など夜主体にすると太ります。
というのも、寝ている間は基礎代謝が低いので、腸で吸収し
た糖や脂肪が余って脂肪組織に蓄えられるからです。逆に、

お相撲さんは、太るために昼を抜いて朝夕の２食しか食べ

・午前中は顔面蒼白や激しい動悸がある。

ません。食事の間隔が長くなると体が飢餓に耐えようと脂肪

・目覚めてから３０分以上、体を動かせない。

をため込みます。とりわけ、朝食を食べないと、夕食から翌日

・睡眠時間が１２時間以上あり、昼夜逆転。

の昼食までの断食に耐えるために、脂肪をため込みやすい

・午前中に慢性の頭痛がある。

体質になってゆきます。

・午前中に慢性の下痢がある。
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学校所在地「本部(もとぶ)町」のご紹介
地域活動・貢献委員会委員長 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 24 日（土）
、本校のある、沖縄県国頭郡本部町の運動公園グラウンド、町立体育館で沖縄県
内の小学生を対象とした第 8 回本部町×八洲学園 Ｕ－１１スポーツ大会（後援：本部町教育委員
会/本部町商工会/本部町観光協会）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、サッカー及びミニバスケットボール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。総勢約 700 名が参加
し、大変有意義な一日となりました！

↑優勝した名護小学校

↑開会式の選手宣誓

ミニバスケットボールクラブ

本部町について
本校のある本部町は沖縄県の北部（やんばる）に位置し、
温暖な気候と山、海に囲まれた自然豊かな風光明媚な町として
有名です。
また、学校の近くには様々な観光地や観光施設があります。
特に、海洋博公園（世界最大級の美ら海水族館や、4 月～10 月
まで海水浴が楽しめるエメラルドビーチはオススメです！）
までは徒歩 15 分圏内で行くことが出来ます。そのほか、1 月には、
日本一早いお花見ができる本部八重岳や、水牛車やレンタサイクル
で楽しめる備瀬のフクギ並木などもあります。
スクーリングの前後に家族旅行を楽しむ方や、スクーリングの
空き時間を活用して観光を楽しむ方もいます(^^♪
ぜひ参考になさってください。
今回は、本部町散策マップをゆんたくに同封させていただきます。
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「全国にある学習拠点（学習提携校）
」のご紹介
校長 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】
北海道ブロック
東北ブロック

北海道
宮城県

東京都

関東ブロック

神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県

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
長崎県
熊本県

【住 所】

●代々木アニメーション学院（札幌）

北海道札幌市中央区

●代々木アニメーション学院（仙台）

宮城県仙台市若林区

●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

●ユースコミュニティー高等学院

東京都大田区内４ヶ所

●カルミア学舎

神奈川県横浜市青葉区

●たかやま個別指導塾

埼玉県吉川市

●ＯＳＥアカデミー（千葉）

千葉県佐倉市

●学びの森Ｊ－ＳＹＵＤＩＯ 船橋キャンパス

千葉県船橋市

●学びの森Ｊ－ＳＹＵＤＩＯ みらい平キャンパス

茨城県つくばみらい市

●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

●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）
●ライセンススクールコーポレーション（京都）

石川県金沢市
大阪府大阪市北区
ちゅ
大阪府大阪市旭区
おお
京都府京都市下京区

●Ｆ．Ｓ．播磨西高等学院

兵庫県姫路市本町

●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

●家庭教師の成績１１０番高等学院

山口県

●陽気塾（高知）

高知県高知市

●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（福津校・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
●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）

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

●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

●家庭教師の成績１１０番高等学院

佐賀県

●ＡＣＡＤＥＭＩＡ高等学院

長崎県大村市

●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

●旭自由学院
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【学習提携校名】
宮崎県
九州ブロック

沖縄ブロック

鹿児島県

沖縄県

【住 所】

●プロ家庭教師のディック学園（延岡校）

宮崎県延岡市

●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

●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

●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

沖縄北部学習会（本校）
事務部 番場 晴美
・北部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することができます♪
・授業に参加した場合は、スクーリング時間数に換算されます。
（体育の授業に参加する方は、運動のできる服装・運動靴をご用意ください。
）
・授業だけではなく、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１６日[水]

・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⇒

５月

『名護市民会館』は AM9:00

北部学習会（ 本校）

（「名護市役所前」バス停から徒歩 5 分程）
、

各クラスの集合場所（教室）は
校内放送でお知らせします。

1時間目
昼休み

・時間割は変更（追加）される場合があります。

3年次(γ)

ホームルーム

合同体育α・β・γ

（10：10～11：30）

≪時間厳守≫

2年次(β)

（9：50～10：00）

『伊江島フェリー乗り場近くバス停』は
AM9:30

1年次(α)

（11：30～12：30）

2時間目

学校バスでコンビ二まで送迎致します

体育α

コミュ英語I

地理B

数学Ⅰ

国語表現

コミュ英語Ⅱ

（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）

教職員異動のお知らせ
事務長 平良 亮
４月付で着任した教職員をお知らせします。次号ゆんたく５月号に紹介記事を掲載します。
後藤 美帆（1･2番ｸﾗｽ副担任／数学）
玉代勢 彩子（5･6番ｸﾗｽ副担任／地理歴史・公民）
中川 卓也（9･0番ｸﾗｽ副担任／保健体育）
エンブリー 章子（英語）
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宮里 恵利香（3･4番ｸﾗｽ副担任／英語・保健体育）
浅香 遥平（7･8番/海外ｸﾗｽ副担任／保健体育）
久高 強（数学）
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1

火

16

水 ☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加

2

水

17

木 ６月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付）

3

木

憲法記念日

18

金 ５月スクーリング：ＲＨ提出〆切

4

金

みどりの日

19

土

5

土

こどもの日

20

日

6

日

21

月

7

月

22

火 ５月スクーリングキャンセル返金可能〆切

8

火

23

水

9

水

24

木

10

木

25

金 ゆんたく発送

11

金

26

土

12

土

27

日

13

日

28

月 ●５月スクーリング●

14

月

29

火

15

火

30

水

31

木 成績発送・７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・17:00 迄受信受付）

５月スクーリング詳細発送

６月スクーリング申込〆切（消印）

６月スクーリング詳細発送
５月スクーリング返送書類必着

☆ 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。

（無料）

ご相談・お問合せ

フリーコール ０１２０-917-840

平日９時～１７時

（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

２０

