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八洲学園大学国際高等学校情報誌 

就学支援金書類在中 

提出〆切 6月 19日必着 

必ず保護者の方に読ん

でもらってください。 



事務部 番場 晴美 

 

どの様な毎日を過ごしていますか。現在の状況はやむを得ない状況です。こ
の様な今だからこそ『今自分がしている事』『今自分が必要としている事』『今
自分が目指したい事』に向き合う大切な時間なのかもしれません。そして、
『普通』に過ごしていた時間の大切さを改めて感じる時間になっているので
はないでしょうか。世界全体が元気をなくしている今ですが、いつか笑って
皆さんにお逢いできる事を楽しみにしています。それまで、『自分の事』『家
族の事』『仲間の事』を想いながら、自宅で過ごす時間を大切にする事が出
来たらいいですね(*^-^*) 
学校犬のモモコとスズも皆さんにお逢いできる事を楽しみにしています♪ 

２ 

担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

文部科学省認可通信教育 

みなさん、こんにちは！５・６番クラス担任の島袋友美です♪ジメジメして
きましたね～沖縄も、ゆんたくが到着するころには梅雨入りしているかと思
います。ますます自宅にいることが多くなってくるかと思いますが、自宅に
いる間何かできることないかなって考え、私はつい最近から 
「ビリーズブートキャンプ」に再入隊いたしました！ 
過去ビリーをして、何と１５㎏痩せた事があるんですよ(っ́ ∀`)っ 
これを機にダイエットに挑戦したいと思います！ 
皆さんもぜひ、お試しあれ( ﾟ▽ﾟ)/ 

こんにちは。３，４番クラスの担任の糸数です。沖縄は蒸し暑い梅雨の到来

です。私は、自宅にいる時間が多くなり今まであまりしなかったゲームを涼

しい部屋で楽しんでいます。皆さんも自宅にいる時間が多く 

なると思うので自宅学習もしっかり進めながら、何か新しい 

ことにチャレンジしてみてはどうでしょうか。分からないこ 

とがあればいつでも連絡してきてください。 

みなさん、こんにちは。 

今手元に届いている教材が、今みなさんがやらなければいけない教材です。 

まずは自分の得意科目から、リポート作成に取り組んでみてくださいね！ 

みなさんにお届けしている『学習ガイド』をしっかり活用して、 

計画的に自宅学習の提出を進めていきましょう!(^^)! 

みなさん、こんにちは。最近はウグイスの鳴き声で目を覚ますことができる
程、学校のある本部町では朝からウグイスが鳴いています。そういえば、大
学時代、聴こえてくる音で地図を描いて見よう、という授業があって鳥の鳴
き声と一口で言っても様々な鳴き声があったことを思い出します。皆さんの
周囲ではどんな音や声が聴こえてきますか？電子音に慣れ親しんでいるこの
頃ですが、自然から聴こえてくる声や音は意外に心地よいですよ。ぜひ、皆
さんも周囲で聴こえてくる自然の声や音を楽しんでみてください。進路を考
えたり、勉強をするにも集中できるかもしれませんよ。 

みなさんこんにちは(^^) 芸能スポーツ/海外クラスの仲田 由紀です。 

あっという間にゴールデンウィークが終わり、沖縄県は梅雨に突入しそうな

雰囲気です。さて、ここ最近はお家で過ごされる時間が増えましたね。 

私もおうち時間を充実させるべく、念願の iPad を購入しました( ´ ▽ ` ) 

イラストを描いたり、動画を見たりして楽しんでいます♪特に、絵しりとり

は友達とも盛り上がれるので、みなさんも挑戦してみてください。 

並行して自宅学習も忘れずに取り組んできましょう！ 

副担任 中島 菜々子 



教頭 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任教職員紹介 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 

糸数
いとかず

 篤人
あ つ と

（3･4 番クラス担任） 

担当教科：地理歴史・公民 

趣味：スポーツ観戦、テレビ鑑賞 

出身地：沖縄県 

初めまして。今年新しく来ました糸数篤人で

す。皆さんが楽しく学習が進められるように一

生懸命サポートしていきます。スクーリングな

どで皆さんとお会い出来ることやいろいろな

ことを体験できることを楽しみにしています。

これから、よろしくお願いします。 

 

 

 

上原
うえはら

 友子
と も こ

（5･6 番クラス副担任） 

担当教科：芸術・外国語 

趣味：片付け・アウトドア・カフェ巡り etc･･･ 

出身地：熊本県 

はじめまして。上原友子です。 

八洲学園大学国際高等学校の特徴を生かして

自分のスクールライフを充実したものにして

下さい。 

スクーリングでお会いできるのを楽しみにし

ております。 

 

 

 

宮城
み や ぎ

 泰之
やすゆき

（7･8 番クラス副担任） 

担当教科：数学 

趣味：スポーツ(特にサッカー)、ジョギング、 

読書 

出身地：沖縄県 

皆さん、はじめまして。今年度 7・8 番クラス

副担任と数学を担当します宮城泰之です。 

沖縄生まれ沖縄育ちで、小学生から高校生まで

サッカーをしていました。スクーリングでは、

皆さんと関わりを通して、共に学び、共に成長

していきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 
３ 

 

 

 

平安山
へ ん ざ ん

 彩夏
あ や か

 

担当：事務 

趣味：ドライブ、音楽鑑賞、映画鑑賞 

出身地：沖縄県 

こんにちは！5 月から事務部に入りました、平

安山彩夏です。 

ドライブ大好き！カラオケ大好き！です。 

皆さんの好きな事も聞けたら嬉しいです。 

よろしくお願いします♪ 



事務長 平良 亮 

 
 

 

 

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。 

同封の「高等学校等就学支援金収入状況届出書」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、令和２年６月までの支給額決定に必要な

書類です。令和２年７月から翌令和３年６月までの支給額決定については、令和２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。 

「高等学校等就学支援金収入状況届出書」の提出方法 

 

期限：令和２年６月１９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年度以降の入学者 全員 
 

提出物： ① 『様式１ 収入状況届出書』※同封書類 

 ② 「令和２年度市町村民税課税証明書」※役所で取得 

 （③生徒が成人している場合は、生徒本人の保険証コピー） 
 

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  

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 

 

【参考】 市町村民税課税証明書等が必要な者 

 

 

 

 

 

 

 

【【重重要要】】高等学校等就学支援金書類について 

文部科学省認可通信教育 

「「高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金収収入入状状況況届届出出書書」」様様式式にに、、保保護護者者

様様のの「「市市町町村村民民税税課課税税証証明明書書」」をを添添付付ししてて６６月月１１９９日日（（金金））まま

ででにに学学校校へへ提提出出ししててくくだだささいい。。  

 

●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、保険証は被扶養者となっている（国保の場合は世帯主が本人以外） 

→被保険者（または世帯主）の「市町村民税課税証明書」＋「本人の保険証のコピー」 

お問い合わせ先： 

親川、平良 0120-917-840 

４ 



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、令和２年度の「高等学校等就学支援金 収入状況届出

書」と課税証明書を６月１９日（金）の提出期限までに提出した生徒で、保護者住所のある都道府

県の奨学給付金の利用が見込める方々には、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。※届かないようであれば学校に問い合わせをお願いします。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。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、６月１９日（金）の提出期限までに令和２年度の「高等学校等就学支援金 収入状況届出書」

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。 

 

都道府県「高校生等奨学給付金制度」利用について 

文部科学省認可通信教育 

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+都道府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、令和２年７月１日現在当校に在籍している。 

・令和２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手続きの流れ【原則】 

様式入手 
保
護
者 

都
道
府
県
庁 

当
校 

申請 

証明書 
発行願 

在学証明書 
給付 

案内の送付 

就学支援金書類 

〃  【学校へ事務委託のある場合】 

保
護
者 

都
道
府
県
庁 

当
校 

事務委託 

一括代理申請 

申請 

給付 

様式送付 

就学支援金書類 

５ 



校長 中村 成希 

 

２０２０年６月にオンライン完結型スクール「インフィニティ世界塾オンライン」が開校します。 

「１ターム＝２ヶ月」の単発制。運営会社の株主である学校法人光星学院と学校法人八洲学園は、包括

協定を締結しておりますので、本学の在校生は入塾金が免除になります。ご興味のある方は、インフィ

ニティ世界塾オンラインの公式ホームページをご覧ください。（※入塾の場合…申込フォームの【ご紹介

団体】で本学を選択して下さい。） 

 

 

「インフィニティ世界塾オンライン」開校のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 

６ 



事務長 平良 亮 
 

９月下旬から、大学・短期大学・専門学校・就職等で「面接試験」が始まります。スーツ着用で

の受験も可能ですが、制服を着て受験を希望する方は、至急、本学事務部（0120-917-840）へご連

絡ください。オーダーメイドのため、注文後、お手元に届くまでに１か月以上かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭 鈴木 啓之 

 

「トビタテ！留学 JAPAN」は、海外留学を志す高校生を支援するため、年間

５００名の高校生の留学に４０～７０万円台の返還不要の留学資金を援助する官

民協働プロジェクトです。 

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を踏まえ、２０２０年度募集は中止の

決定が通知されましたのでお知らせします。 

２０２１年度募集については、有無を含めて７月に方針が公表されます。仮に募集再開となった

場合は「ゆんたく」紙上にてみなさんにご案内いたします。 

やしまでは、毎年３０名前後の生徒さんが海外留学され、卒業後の海外の大学等への進学も増え

ています。「ゆんたく」では、引き続き海外渡航や留学支援に関する情報をご案内してゆきます。 

 

文部科学省認可通信教育 

面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

「トビタテ！留学 JAPAN」２０２０年度募集中止について 

７ 



校長 中村 成希 

 

神奈川歯科大学は、１９１０年（明治４３年）東京神田猿楽町を建学の地とする東京女子

歯科医学講習所に始まり、その建学の精神を今日まで継承している１００年以上の歴史を有

した歯科医学教育機関です。 

 

 八洲学園大学国際高等学校を卒業後、神奈川歯科大学（歯

学部歯学科）に進学し、「歯科医師」を目指して日々頑張っ

ていた男子生徒さん（鹿児島県出身：右画像）から「第１

１３回歯科医師国家試験に合格した！」と嬉しい報告と画

像（右下画像）が届きました。高等学校在学中から、『将来、

医療関係に携わる仕事に就きたい』と話しており、その夢

を実現させるべく進学していました。本当におめでとうご

ざいます。 

 

 年々、八洲学園大学国際高等学校を卒業後、医療・看護系

の学校に進学を希望する生徒さん達が増えているように思

えます。 

 

●歯科医師 ●看護師 ●理学療法士 ●薬剤師 

●柔道整復師 等 

 

例年、学校新聞「ゆんたく（７・８月号）」で指定校推薦

学校一覧を紹介の予定をしていますが、上記職業に就くため

の学校（大学・短期大学・専門学校）から多くの指定校枠を

八洲学園大学国際高等学校に頂いています。期日があります

ので、興味のある方は、各担任と進路相談をして下さい。ま

た、まだ高校卒業予定ではない在校生の方も、今から進路に

ついて考えるきっかけにしてはどうでしょうか？ 

「神奈川歯科大学（医療・看護系）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

８ 



進路指導部 横田 裕美 
 

海外に魅力を感じている方も多いですね。今回は海外でホームステイを経験された先生方へインタビ

ュー(*^_^*) 現在、海外への渡航は厳しい状況ですが、何かのヒントになりますように…🎶 

①国②ホームステイ先家族構成③会話④役立った物⑤参加した方法⑥ホームステイの魅力⑦国の魅力 

 

 

 

 

 

 

①アメリカ（ロサンゼルス サンタモニカ） 

②祖父母、犬一匹（犬用のバスタブありました🎶） 

③英語 

④日本のお土産 

⑤個人で申込み参加（幼い頃から、世界中を訪問していろんな 

景色や人々と出逢う事が夢だったから） 

⑥現地の生活にふれる事が出来る（アパートなどの一人暮らしよりも現地の方と関わる時間

を多くとる事が出来る） 

⑦海がとても広くて感動した。ビーチが遠くまで続いていて、感動!! 視界に入るもの全てが

新しく、楽しかった(*^_^*) 

①イギリス 

②母、長男、長女、次女、叔父、犬一匹、猫数匹 

③英語 

④電子辞書（当時はスマホが無かったため…現在ならスマホ） 

⑤大学のプログラムでホームステイするか選択できたため参加 

（現地の生活に興味がありホームステイしてみようと思った） 

⑥現地の生活を身近で感じる事が出来た 

（ホストファミリーと一緒にテレビを見ていると笑いの感覚の違いに気づいた） 

⑦歴史があり古いものを大切にする傾向がある。（現地の担任は築 100年の家に住んでいた!!）

イギリスで生まれた有名な作品が多い。（代表作(本)『ロミオとジュリエット』『不思議の国

のアリス』『ハリーポッター』『ピーターラビット』など） 

《進路だより》先生の海外ホームステイ経験のご紹介 

文部科学省認可通信教育 

９ 

【仲田由紀先生】 

 

【上原友子先生】 

 

①アメリカ(シアトル) 

②父母、兄弟４人 

③英語 

④電子辞書（最初のうちは伝えたい事の単語を調べて話していた） 

日本の物（日本の食べ物や物など…ホストファミリーがとても喜んでいた） 

⑤新聞会社のホームステイプログラムに参加 

（英語を話せるようになりたい! 海外に行ってみたい! という思いで参加） 

⑥日本とは全く違う雰囲気で、見るもの触れるもの全てが新鮮で刺激的だった。旅行とは違い、

現地で生活出来た事は、そこでの暮らしや文化に触れられる貴重な体験だった。また沢山の人

と出会えた事で、考えや価値観が変わった気がする 

⑦街並はとてもきれいで、食文化・宗教・流行など日本とは違う沢山のものに触れられる場所だ

った。（シアトルに行った当時は、州の野球チームであるシアトルマリナーズにイチローや城島

健司が所属していた事もあり、日本人に好感を持っている人が多く、イチローの話題をきっか

けに沢山の人と話す事が出来た） 

【中島菜々子先生】 

 

写真は 

ホームステイ

当時の 

菜々子先生!! 



環境保健部 平安山 智子 

 

日本政府より、学校を通じた高校生へのマスク配布が始まりました。「ゆんたく」５月号

に同梱して、やしまへ到着分のマスクをみなさんに配布いたします。新型コロナウイルス感

染予防にお役立てください。 

みなさんのご家庭でも再利用可能な布製マスクをご利用されていることから、厚生労働省

の公表文書より布製マスクのメンテナンス情報を抜粋してみなさんにご案内いたします。 

 

《健康だより》「布(ガーゼ)マスク」のメンテナンス 

文部科学省認可通信教育 

【布製（ガーゼ）マスクの洗い方】 

１．布製（ガーゼ）マスクは、手洗いで押し洗いすることを推奨します。 

耳掛けゴムはとても痛みやすいので、手洗いなどができない場合は、ネットなどを利用して洗濯機で洗っ

てください。ネットを利用する場合は、なるべくマスクの大きさに近い小さなネットを使用するなど、洗濯の

際にネットの中でマスクが暴れないような大きさのネットを使用してください。 

２．十分なすすぎをしてください。 

３．乾燥機は使わず、陰干しで自然乾燥してください。 

【洗濯回数】 

１．洗濯により縮みますが、複数回の再利用については品質上問題ありません。 

２．一日一回の洗濯の頻度を推奨しており、汚れがつきましたら、その都度洗濯してください。 

【漂白剤、柔軟剤の使用について】 

１．汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、においがなくなるまで十分なすすぎをしてください。 

２．柔軟剤の使用は避けてください。 

【使用限度】 

形が崩れてきましたら、使用を中止してください。 

耳掛けゴムがダメージを受け切れてしまった場合は、テープ紐などで代用し、結んでお使いください。 

【耳掛けゴムの長さの調整】 

配布の布製マスクは左右のゴムがマスク本体の見えない部分で結んであります。長すぎる場合はその

結び目の部分を引っ張り出して再度結び直すことで短く調整することができます。長くしたい場合は、十

分な長さのある別の紐をご用意してゴムの代わりとすることで耳掛けの調整をすることができます。 

布製マスクの洗い方動画 

「布マスクをご利用のみなさまへ」（経済産業省） 

https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o 
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環境保健部 平安山 智子 

 

政府は、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルス

を想定した感染対策「新しい生活様式」実践例を公表しましたので紹介いたします。ご活用

ください。 

 

《健康だより》「新しい生活様式」実践例のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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QRコードはこちら 

地域活動・貢献委員会 平安山 智子 

 

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

まれた自然豊かな町として有名です。 

また、学校の近くには様々な観光地があ

ります。海洋体験施設の「もとぶ元気村」、

放し飼いのチョウとふれあえる「竜宮城

蝶々園」、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(^^♪ 

 

 

高大連携推進委員会 鈴木 啓之 
 

「コロナ疲れを吹き飛ばせ！ストレスマネジメントセミナー」 一般公開のお知らせ 

 

 日本初のインターネット大学である八洲学園大学は、政府

の緊急事態宣言による外出自粛要請（ステイホーム）を受け

て、自身や家族のストレス解消に役立つ特別講座を無償で一

般公開しましたので、生徒や保護者のみなさんにお知らせし

ます。ぜひご活用ください！ 

★セミナー内容 

タイトル：『コロナ疲れを吹き飛ばせ！』ストレスマネジメントセミナー 

第 1部: ストレスとは？ ／ 第 2部: ストレスに気づく！／ 第 3部: ストレスマネジメント 

（合計約 85 分の動画です） 

★視聴方法 

右側「QR コード」または YouTube「【公式】八洲学園大学」からご視聴 

ください。 

★講師 

 竹田葉留美 八洲学園大学准教授 

<専門領域> 臨床心理学、社会心理学、観光心理学、ストレス、対人関係、コミュニケーション 

学校所在地「本部(もとぶ)町」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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八洲学園大学一般公開セミナーについて 

本部町役場 Webサイトより 



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、令和２年度（令和２年７月～令和３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、令和元年度（令

和２年４月～令和２年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） 令和２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） 令和２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、令

和２年度（令和２年７月～令和３年６月に適用）の高等学校等就学支援金の支給区分が、

令和元年度（令和２年４月～令和２年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返金の際に、合算してご指定口座へ振込み手配いたします。 

 

前期校納金が変更となる場合 

文部科学省認可通信教育 
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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】 【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） 宮城県仙台市若林区 

青森県 ●ALグローバル高等学院（青森） 青森県八戸市 

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 

●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 

●マナラボ高等部 調布キャンパス（東京） 東京都調布市 

神奈川県 
●カルミア学舎 神奈川県横浜市青葉区 

●マナラボ高等部 青葉台キャンパス（神奈川） 神奈川県横浜市青葉区 

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 

●マナラボ高等部 下総中山キャンパス（千葉） 千葉県船橋市 

茨城県 
●マナラボ高等部 みらい平キャンパス（茨城） 茨城県つくばみらい市 

●マナラボ高等部 研究学園キャンパス（茨城） 茨城県つくば市 

中部ブロック 

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 

●一般社団法人あいち子ども包括支援協会 愛知県尾張旭市 

石川県 ●代々木アニメーション学院（金沢） 石川県金沢市 

長野県 ●個太郎塾 佐久平教室 長野県佐久市 

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 

●旭自由学院 大阪府大阪市旭区 

●デモクラティックスクール ASOVIVA!高等部 大阪府南河内郡 

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 
●特定非営利活動法人 The Universe 兵庫県姫路市 

●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 

●松下村塾（高等部） 山口県岩国市 

四国ブロック 高知県 ●陽気塾（高知） 高知県高知市 

「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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※印：無施設型（家庭教師派遣等） 

 

 

    【学習提携校名】 【住 所】 

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（糸島キャンパス・前原キャン
パス） 

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） 福岡県遠賀郡 

●CANアカデミーin寺子屋福津校 福岡県福津市 

●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 

●フリースクール スタディプレイス（野方校・箱崎
校） 

福岡県福岡市 

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 

長崎県 ●アカデミア高等学院 長崎県大村市 

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 

●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 

●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 

海外ブロック フィリピン ●インフィニティ国際学院 

１５ 
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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   https://www.yashima.ac.jp/okinawa/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

☆ 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） 
 
 

 

 

1 月  16 火  

2 火 ７月Ｓ最終申込〆切（必着・17:00 受信分迄） 17 水  

3 水  18 木  

4 木  19 金  

5 金 ６月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 20 土  

6 土  21 日  

7 日  22 月 ７月Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印） 

8 月 ７月Ｓ詳細発送 23 火 沖縄慰霊の日 

9 火 
６月Ｓキャンセル返金可能〆切 

６月Ｓ返送書類必着 
24 水  

10 水  25 木  

11 木  26 金 ゆんたく発送 

12 金  27 土  

13 土  28 日  

14 日 
 

29 月 
７月Ｓキャンセル返金可能〆切 

７月Ｓ返送書類必着 

15 月 ●６月スクーリング● 30 火  

      

※学校からのお願い※ 

『ＬＩＮＥ(ライン)』にて学校情報を一斉

配信していますので、閲覧することが出

来る保護者・生徒さんは必ず右記ＱＲコ

ードより登録を進めて下さい。 

また、閲覧が出来ない方は、 

担任とこまめに連絡を取る 

ようにお願いします。 
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