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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 板谷 幸恵
みなさん、こんにちは(*^^*)
在校生のみなさんも新入生にもクラス通信を郵送していますので、
必ず一度目を通してくださいね★
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。また、自宅学習サポートページも充実していますので、どんどん活
用していきましょう♪
副担任の後藤先生と一緒に二人でみなさんのことを協力サポートしてい
きます！！！！！
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？
現在、私と副担任の宮里で皆さんの学習状況確認のため電話がけをしてい
ます。着信が入っていましたら、お時間ある時に
折り返し連絡お願いします。また、スクーリング
の参加時期も決める必要がありますので、不明な
点がある場合は気軽に連絡下さい!!
副
副
担
任
宮
里
(0120-917-840 玉城 or 宮里まで)
副担
担任
任 宮
宮里
里
皆さんこんにちは！連休はどうでしたか？
5 月からいよいよスクーリングが始まります(#^^#) スクーリングの申
し込みが学校のホームページでもできるようになりました♪
スクーリングや自宅学習の進め方等で質問があればいつでも連絡くださ
いねー(≧▽≦)
お待ちしてます！
みなさん、こんにちは(^^)/教材が届き始め、新しい学習をスタートした
ころだと思います。今年度は科目登録やスクーリング申込書がネット送
信可能になり、便利になった一方で、ネットが得意でない方の不安の声
も聞こえてきます。わからない、どうしたらよいの？というのが出てき
たらまずはご相談ください。皆さんのペースに合わせて寄り添っていき
たいと思います。みなさんからのご連絡お待ちしています！
『食べる・寝る・運動する』この３拍子がリズムよく行うことが出来る
よう探求中(*^_^*)みなさん、いかがお過ごしですか。本を読む事が好き
ですから、６月は素敵な本との出逢いを迎えたいと感じる今日この頃で
す。副担任の中川卓也先生と共にみなさんにお逢い出来る事を楽しみに
しています🎶
★担任 横田裕美(*^_^*)★
みなさん元気ですか。私は最近ダンベルを買い日々筋トレ
ばかりで筋肉痛の毎日です。筋肉痛の状態ですが、お会い
できる事を楽しみにしてます。 ★副担任 中川卓也★
新年度が始まって、早 1 ヶ月が過ぎました。もうそろそろ教材などが到
着し、本格的に自宅学習を進めていると思います。自宅学習は通信制高
校の基礎となります。課題で分からない問題等があれば、本校のＨＰに
「自宅学習サポートページ」を参考にして下さい。リポート作成のヒン
トが掲載されていて、皆さんの学習をサポートしてくれます。一度もペ
ージを見た事無い方は、下記にサイトにアクセスしてみてくださいね
((^∀^*))
https://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.php
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【重要】高等学校等就学支援金書類について
事務長 平良 亮

「高等学校等就学支援金収入状況届出書」様式を、５月下旬
に個別に郵送します。６月２２日（金）までに保護者様の「市
町村民税課税証明書」を添付して学校へ提出してください。
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。
沖縄県が平成３０年度様式を通知次第、「ゆんたく」とは別に個別に様式を郵送いたしますので、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３０年６月までの支給額決定に
必要な書類です。平成３０年７月から翌平成３１年６月までの支給額決定については、平成３０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３０年度分「高等学校等就学支援金収入状況届出書」の提出方法
期限：平成３０年６月２２日(金)必着（遅れると補助金減額の場合があります）
対象者：平成２６年度(後期)/２７年度/２８年度/２９年度/３０年度 入学者 全員
（旧制度対象の方については、個別に案内します。）

提出物： ① 『様式１ 収入状況届出書』（５月下旬に当校より個別に郵送します。
）
② 「平成３０年度市町村民税課税証明書」
（③生徒が成人している場合は、生徒本人の保険証表面コピー）
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
お問い合わせ先：
沖縄県国頭郡本部町備瀬1249
親川、平良 0120-917-840
八洲学園大学国際高等学校 就学支援金係 宛
【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」
●本人が成人で、保険証は本人が筆頭者 →本人の「市町村民税課税証明書」と「保険証のコピー」
●本人が成人で、保険証は被扶養となっている
→扶養者（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」
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新任教員紹介
教頭

ごとう

み

ほ

みやざと

後藤 美帆（1･2 番ｸﾗｽ副担任）

え

り

鈴木 啓之

か

宮里 恵利香（3･4 番ｸﾗｽ副担任）

担当教科：数学
趣味：youtube 視聴、バスケット
出身地：東京都

担当教科：英語
趣味：旅行
出身地：沖縄県

高校時代は毎日部活をやって、疲れて授業はほ
とんど寝ていました。その頃はバスケットが本
当に楽しくてそのためだけに学校に行ってい
ました。もう少し勉強もすればよかった･･･。
みなさんに会えるのを楽しみにしています！
どうぞ、よろしくお願いします。

小学生のころから大学生まで部活動に毎日参
加していて、スポーツをすることが好きです。
また、海外の民族に会いに行くことも好きで
す。そして、最近は三味線の練習を始めまし
た！これから、色々な生徒さんに会えることを
楽しみにしています^^
よろしくお願いします。

た ま よ せ

あやこ

あさか

玉代勢 彩子（5･6 番ｸﾗｽ副担任）

ようへい

浅香 遥平（7･8 番ｸﾗｽ副担任）

担当教科：公民
趣味：海外ドラマ、音楽を聴くこと
出身地：沖縄県

担当教科：保健体育
趣味：野球、体を鍛えること
出身地：大阪府

高校生の頃の興味は英語に向いていて、社会科
には全く興味もありませんでした。米国に交換
留学して「国際社会ってどうなってんの？！」
と思ったのが、社会科を勉強しようと思ったき
っかけです。海外ドラマを観ること、音楽を聴
くのが好きです。お会いできるのを
楽しみにしています♪

高校生の時は３年間ずっと野球をして主将も
務め甲子園を目指して頑張っていました。沖縄
に赴任してシュノーケリングにはまっていま
す。出身は大阪なので話し方など癖があると思
いますが、気軽に話しかけてみて下さい。
みなさんに早く会えるのを楽しみに
しています。よろしくお願いします。
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なかがわ

たくや

く だか

中川 卓也（9･0 番ｸﾗｽ副担任）

つよし

久高 強

担当教科：保健体育
趣味：筋トレ、ロードバイク
出身地：大阪府

担当教科：数学
趣味：英会話
出身地：沖縄県

自分が高校生だったときは、ひたすら部活動を
していたことしか覚えていません。
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。

数学Ａ、数学Ｂを担当する久高です。１５年前
から１０年前まで八洲学園大学国際高校で働
いていました。数学を学ぶ楽しさを一緒に味わ
いたいと思います。みなさんの高校卒業を全力
でサポートしていきたいと思っていますので
よろしくお願いします。

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/

しょうこ

エンブリー 章子
担当教科：コミュニケーション英語基礎
趣味：ビーチでまったりする。ウォーキング
出身地：沖縄県

「八洲人（やしまんちゅ）ブログ」
、Twitter

Hello, My name is SHOKO EMBRY. I’m
looking forward to seeing you in class.

からも、日々の活動の発信をしていますので、

私が英語に興味を持ったのは小学生の頃、祖母
の家で見た米軍放送の TV チャンネルを見たの
が最初でした。もちろん英語の意味は全くわか
りませんでしたが、何だかワクワクしたのを覚
えています。それからずっと英語は好きでいつ
の間にか英語の先生になっています。もし英語
学習に苦手意識を持っていたら、洋楽や洋画な
ど他の入り口から楽しみを見つけていくと面
白いかもしれません。
みなさんと一緒に基礎から英語を学べるのを
楽しみにしています。

いね。

ぜひ「お気に入り」登録／シェアしてくださ

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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「沖縄産業開発青年隊（第１５３期）募集」のご案内
校長 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１５３期青年隊の募集が始まりました。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科目「校外技能取得」に読み替える事が
可能です。興味がある方は資料を発送しますので各担任に問合せて下さい。
（※「学習の手帳」３２ページ参照。【訓練期間：平成３０年１０月１３日～３月９日】）
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「アメリカ合衆国私立高等学校」のご案内
校長 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は米国私立高校『Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ
Ａｃａｄｅｍｙ 日本支部（フレンズアブロード）』と教育提携を結んでおりますので、「日
本の高校卒業資格」と同時に、『アメリカの高校卒業資格』の取得が可能です。

今年度、八洲学園大学国際高等学校
を卒業予定の生徒さんで、希望したい
場合、まだ間に合う可能性があります
ので、各担任に至急相談して下さい。
また、「外国語ステップアップコー
ス」には、米国私立高校卒業の他に、
「セブ島への短期語学留学」もありま
す。興味のある方は、詳しい資料を送
らせて頂きますので、各担任へ連絡を
下さい。

【◆５つの学習ポイント◆】
①英語による主要５教科の課題提出（必履修：Ｅｎｇｌｉｓｈ・Ｓｃｉｅｎｃｅ・Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ Ｈｉｓｔｏｒｙ・Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ・Ｊａｐａｎｅｓｅ）マークシート形式
②八洲学園大学国際高等学校での修得単位を認定してもらえる。
③Ｅラーニングによる英語訓練
④学習期間（最短６ヶ月～１２ヶ月）
⑤スクーリングでアメリカ合衆国に行く必要はない。
⑥人生経験・活動を評価し、単位認定をする。
●フロリダ州私立高校 フロリダ州教育省 区番号：１３ 学校登録番号：４２８３
●別途、アメリカンハイスクールアカデミーでの学費がかかります。
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「セブ島語学留学」から帰国した生徒の紹介
校長 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校は、アジアのリゾート地「セブ島」にあるＨｏｗｄｙ Ｅｎｇ
ｌｉｓｈ Ａｃａｄｅｍｙと提携しています。１週間単位から参加でき、マンツーマンシス
テムで基礎から英語を学ぶ事が可能です。４月から４週間のプログラムで参加していた生徒
さん２名（沖縄県・広島県在住）が無事に帰国しました。初海外とあって最初は緊張してい
たようですが、今では目標をクリアしたようで達成感に浸っているようです。
本学は「学研オンライン英会話（国
内留学）」とも提携してます。興味のあ
る方は、資料を送らせて頂きますので、
各担任までご連絡下さい。
※単位読み替え対象。
「学習の手帳」３２ページ参照。
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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
校長 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、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」に読み替える事ができます。
※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３０年度「功労賞」のご紹介
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。新たに２名の生徒さんが功労賞対象になりましたのでご紹介します。

●Japan Ballet Competition 東京２０１８（モダンダンス中１～高３男女）
第２位 武岡昂之介 （左下画像）
●第９回 ＮＡＧＡＮＯ全国バレエコンクール 第１位・長野県知事賞・信濃毎日
新聞社賞 堀内璃子 （右下画像）
●第１８回 オールジャパンバレエユニオン全国バレエコンクール（シニア部門）
優秀賞・第９位 堀内璃子
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進路だより ～社会保険について～
進路指導部 横田 裕美

将来、働くにあたり、アルバイト・正社員では、今後どのような違いが
あるのか考えたことはあるでしょうか。保険や税金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(*^_^*)

【社会保険について】
日本の社会保障制度の一つで、国民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。一定の条件を満たす国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があるります。

≪メリット≫
自己負担額が減る
厚生年金保険料と健康保険（協会けんぽ等）の健康保険料については、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）するので、保険料
自己負担が軽減されます。

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手厚い保障制度を受けることができます。正社員だけで
なく、パート就労者でも加入できます。
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。
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パート就労者にも支給されます。

≪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
すると毎月の手取り額が減ったり、新たに保険料負担を負うことになります。
パー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がありません。

「手取り額を減らしたくない」という場合は、パートで社会保険に加入することに
デメリットを感じるかもしれません。しかし、老後にもらえる年金の額が増えたり、
休職・退職時に手厚い保障を受けられたりするなど、社会保険に加入して得られるメ
リットも少なくありません。
人によっては収入を調整するのではなく、社会保険に加入して働く時間を増やした
ほうが、結果として得をするケースもあるでしょう。
パートとして働く際は、社会保険に加入するメリット・デメリットを知った上で、
自分自身の働き方を検討してみることをおすすめします。
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《連載 健康だより》はしか（麻しん）の予防
環境保健部 平安山 智子

沖縄県で４月に流行していたはしか（麻しん）は終息しつつある（５月１０日 沖縄県保健医療部）とのことで
すが、台湾や中国・東南アジアで流行が続いており、全国的に感染が散発していることから、はしか予防に
ついてご案内します。
高熱（39.5℃以上） 【症状】
・感染後、１０～１２日間の潜伏期ののち発熱

【感染経路と感染力】
ウイルスによる空気感染で広がり、閉所だけで

や咳などのかぜ様症状で発症します。３８℃前

なく人混みの中でも感染リスクがあります。

後の発熱が２～４日間続き、いったん熱が小

（飛沫感染や接触感染には有効な）マスクや手

康したのち、発疹が耳後部から出始め２日間

洗いでも感染を十分に防ぐことができません。

で全身に広がり高熱が３～４日続きます。解熱

感染力が非常に強く、免疫を持ってない人が

するとかぜ様症状もおさまってきます。

感染すると、ほぼ１００％発症します。

【危険性】

【なぜ流行しているか？】

はしかは、合併症（肺炎が半数で、他に脳炎・

平成２年より前に生まれた方は、はしか予防接

中耳炎・心筋炎など）を起こしやすく、合併症が

種を１回しか接種していないので、２０代後半

もとで死亡（千人に 1 人）する場合もあります。

から３０代の大人で流行しています。平成３年

はしかに罹ってから１か月間は免疫力が弱ま

以降に生まれた方は、予防接種を２回受けて

り、さまざまな感染症に罹りやすくなるので、治

ますので、発症者は少なく、発症しても症状は

っても注意が必要です。

軽いです。

【予防】
・麻しんワクチン（または MR ワクチン）の予防接種が唯一の事前予防法です。
・はしか発症後は効果的な治療法やワクチンはなく、もっぱら対処療法になります。
（はしか患者と接触した場合でも、３日以内なら予防接種が効く場合があります。）

・予防接種を１回しか受けてない方や、免疫力が低下してないか心配な方は、お近くの医
療機関で予防接種を受けてください。（自由診療となりますので数千円の費用がかかります。）
接種後数日で予防効果が出始め、２週間で効果が最大に達します。

【参考情報】
沖縄県保健医療部
「沖縄県へのご旅行・
ご出張を予定されて
いる皆様へ」

【保護者の方へ】
はしか（麻しん）は、学校保健安全法に定める第二種
学校感染症です。発症すると、法律により「解熱後３
日を経過するまで出席停止」となります。
スクーリング参加前にお子さんに夏風邪症状があっ
た場合、念のために医療機関で診てもらうことをおす
すめします。
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《連載 健康だより》熱中症は初夏こそ注意！
環境保健部 平安山 智子

沖縄県の過去十年の統計によると、６月～９月が熱中症による救急搬送の多い時期で、年齢別では１０代
の青少年が毎年最も熱中症になっています。特に５・６月は、全国の学校での体育や部活中の熱中症事故
が多発しています。そこで、沖縄短期集中スクーリングにおける熱中症予防についてご案内します。

【熱中症とは】
高熱（39.5℃以上）
気温が高い中で活動したり、直射日光を浴び

【症状】
喉の渇きや発汗の自覚症状がない場合も多

続けて体温の調節機能が働かなくなり、体内

く、軽症の場合は めまい・立ちくらみ・筋肉の

の水分や塩分のバランスが崩れ、発症する障

こむらがえりがみられ、重くなると頭痛・吐き

害の総称です。

気・倦怠感症状がでてきて、さらに重症化する

気温が高くなくとも、寝不足や体調不良、高湿

とけいれんや意識混濁に至ります。症状の軽

度や冷房の効いた部屋と室外を頻繁に行き来

いうちに対処しないと、自力で避難・

すると発症する場合があります。

助けを呼ぶことができなくなります。

【熱中症かなと感じたら！】

【初夏は危険】

・近くの教員に状況を告げる。

・体が、まだ夏の暑さに慣れてなく、汗もかきに
くい。
・夏至前後が一年で一番日差しが強い。
・梅雨時（沖縄は５月～６月下旬）は、湿度が
高くて汗が蒸散せず、体温を下げにくい。
・日によって暑かったり涼しかったり、朝と昼の
気温差が大きく、体がついてゆけない。
・初夏のころは熱中症の危険を甘く見ている。

・水分や塩分（スポーツ飲料など）を補給する。
・日陰や涼しい場所へ避難する。
・衣服をゆるめ、氷や水で首や脇の下、足の付
け根などを冷やす。
・倦怠感やめまい・意識もうろうを感じたら、大
声で助けを呼ぶ。

【予防法】
・こまめに水分補給を取る。大量に汗をかいた場合は塩分補給にも気をつける。
（一気に大量に飲水すると、水中毒（脳浮腫）になって めまいや頭痛が出る恐れがあります）

・屋外に出るときは、帽子やパーカーなどで直射日光を遮る。
・宿舎の部屋の空調設定温度を下げ過ぎない。
・汗はこまめに拭き取り、汗で濡れた服は着替える。
・（寝不足や朝食を抜いた場合はリスクが高まるので）十分な睡眠としっかり朝食を取る。

当校では、生徒さんの熱中症予防のた
め、体育実技や教室での授業中の飲水を
認めています。体育実技では、冷水のウ
ォーターサーバーや塩分タブレットを用意
し、郊外学習にも携行しております。
また、職員室前に飲料自販機※を設置して
おります。
※授業中や深夜消灯後は自販機の利用はで
きません。休み時間中にご利用ください。

【保護者の方へ】
・校外学習もありますので、お子さんが短期集中スク
ーリング参加の際は、帽子やパーカータイプラッシ
ュガードなど日差しを遮るものを持たせてください。
・通学で参加されるお子さんには、水筒や飲料を持
たせてください。
・学校は海に近く紫外線も強いので、長袖や日焼け
止めなど紫外線対策もしっかりさせてください。
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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 親川 瞳

「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+都道県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３０年７月１日現在当校に在籍している。
・平成３０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３０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２２日（金）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２２日（金）の提出期限までに平成３０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、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３０年度前期校納金が変更となる場合
事務長 平良 亮

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３０年度（平成３０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
９年度（平成３０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３０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） 平成３０年度前期履修登録した方のうち、保護者の所得（合算額）が前年度より減少し、
平成３０年度（平成３０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２９年度（平成３０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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「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

鹿児島県

沖縄ブロック

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。
）
（※授業に参加する場合は、必ずバーコードシールを持参して下さい！）
・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！

６月沖縄北部学習会（本校）

６月４日[月]

・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
（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

社会と情報

コミュ英語Ⅱ

書道Ⅰ

日本史Ｂ

古典Ｂ

（12：40～14：00）

3時間目
（14：10～15：30）
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1

金

16

土

2

土

17

日

3

日

18

月

4

月

☆沖縄北部学習会（本校） 自由参加

19

火

5

火

６月スクーリング返送書類必着
６月スクーリング：ＲＨ提出〆切

20

水

6

水

21

木

7

木

7 月スクーリング申込〆切（必着・17:00 迄受信受付）

22

金

8

金

６月スクーリングキャンセル返金可能〆切

23

土 沖縄慰霊の日

9

土

24

日

10

日

25

月 ７月スクーリング：ＲＨ提出〆切

11

月

26

火 ゆんたく発送

12

火

27

水

13

水

28

木

14

木

29

金

15

金

30

土

７月スクーリング詳細発送

●６月スクーリング●

７月スクーリング返送書類必着
７月スクーリングキャンセル返金可能〆切

☆ 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。

（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
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