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担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ
事務部 板谷 幸恵
こんにちは（●＾o＾●）
課題を進めていて分からないことや、スクーリングに関して不明なことがあ
りましたら気軽に連絡下さい！！どうしても電話が苦手という方は、メール
での問い合わせもどしどしお待ちしています★
わからないことはそのままにせず解決していきましょう！！
担任のアドレス ahiga@yashima.jp です！！
こんにちは、みなさんどうお過ごしでしょうか？
沖縄は、梅雨も終わりに近づき暑い日々が始まっています！！皆さんこれか
ら来る暑さに負けず体調管理をしっかりして下さい。
自宅学習は、自分のペースで計画的に進めましょう。
分からないことや不明な点があったらいつでも連絡下さい！
スクーリングで会えるのを楽しみにしています。
担任携帯：090-6869-8551
担任アドレス：aitokazu@yashima.jp
副担任 中島 菜々子
みなさん、こんにちは！５・６番クラス担任の島袋友美です♪実は、最近ひ
そかにはまっているものがあります！それは「豆乳」です。ビリーズブート
キャンプをし始めてから、健康を意識するようになり、あまり乗り気ではあ
りませんでしたが、思い切ってチャレンジ( ´ ▽ ` )ﾉ
とても美味でした♪豆乳を飲み始めてから、本当に体にいい
ことだらけです((^∀^*))豆乳の味が苦手な人でも、今は色々
な味が出ているので、自分にあったものが絶対に見つかる
はず♪ぜひみなさんもお試しあれ((⊂(^ω^)⊃))
みなさん、こんにちは！今年度のスクーリング参加月は決まりましたか？
沖縄では紫外線を強く感じるようになり、晴れた日はお肌の手入れが大切だ
と感じる季節になりました！太陽のお陰で海の色がエメラルドグリーンに輝
く季節ですが、７月～９月に参加する皆さんは日焼け対策を万全に参加して
くださいね！ちなみに、LUSH のフレッシュパックは日焼けで火照ったお肌
にオススメです！他にもオススメパックがある方、ぜひ、教えてくださいね。
ゆっくりと世界が動き始めている今、みなさんが元気に日常を過ごしていま
す様にと願っています。高校卒業へ向けて一人一人が様々な想いを持ち、本
校へ入学してきました。大切な想いが高校卒業、そして未来へ繋がる様にと、
いつも応援しています。
『はじめの一歩』
『大きな一歩』…みなさんには前へ
進む力があるから、安心して進んで下さい(*^_^*)
沖縄県は間もなく梅雨があける頃♪青い空・青い海…とても素敵な季節がや
ってきます。5 月より副担任の平野圭一郎先生が着任しました。圭一郎先生
と共に皆さんにお逢い出来る事を楽しみにしています(*^_^*)
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。
こちら沖縄県は梅雨入りをして、雨の日が続いています。
土砂降りになる日もあって、この暖かい地域独特の雨の降り方を見ていると
バリ島での雨季を思い出します(^_^.)
６月スクーリングに参加されるみなさんが沖縄に来るころには梅雨が明け
ているといいな～と願っています。
お会いできる日を楽しみにしています♪沖縄でお待ちしています＼(^o^)／
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学校食堂「メニュー追加」のお知らせ
校長 中村 成希

３
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「卒業生（イラストレーター）活躍」のご紹介
校長 中村 成希

東京ボーイズコレクション専属メイクアップアーティストや、イラストレーターとして活
躍している卒業生（美容師）の「ｎａｃｏ」さんが、いすみ鉄道（千葉県）のヘッドマーク
デザイン（妖怪アマビエ）を担当しましたのでご紹介します。
●妖怪「アマビエ」とは・・・江戸時代の肥後（熊本）に出現した妖怪。外見は人魚の
ようで、鳥に似たくちばしがある。「病がはやったら私の写し絵を人々に見せよ」と言
いのこし、海へ消えたとの言い伝えがある。

新任教職員紹介
教頭 鈴木 啓之

５月着任の新任教員を紹介します。
ひらの

けいいちろう

平野 圭一郎 （9・0 番クラス副担任）
担当教科：保健体育
趣味

：映画鑑賞

出身地 ：東京都
はじめまして。保健体育科の平野と申します。
東京→キングストン（ジャマイカ）→バンクーバー（カナダ）を経て、沖縄県
本部町までやって参りました。
自分自身のペースを大切にし、目標に向かって前進していきましょう。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
４
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「沖縄タイムス（新聞）記事」のご紹介
校長 中村 成希

八洲学園大学国際高等学校に在学中から活躍し、清水翔太さん・加藤ミリヤさんと同じ事
務所の妹的存在としてメジャーデビューシンガーの「大城 美友（おおしろ みゆ）
」さん
の記事が沖縄タイムス（令和２年１月１日朝刊）に載っておりましたのでご紹介します。
【提供：沖縄タイムス社】【所属事務所：日本クラウン許可済】
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《進路だより》海外での仕事をご紹介
進路指導部 横田 裕美
前回の進路だよりでは、
『ホームステイ』を経験された先生方を紹介しました!! 今回は、海外での仕事
をご紹介♪実際に現地で活動した先生がいます。視野を広げるきっかけになって頂けたら幸いです
(*^_^*)
JICA 海外協力隊
開発途上国の国づくりに貢献できる人材を現地へ派遣、帰国後もグローバル人材としての活躍が期待さ
れています。JICA（独立行政法人国際協力機構）が派遣する青年海外協力隊 / シニア海外ボランティア
は、開発途上国で現地の人々と共に生活し、同じ目線で途上国の課題解決に貢献する活動を行っていま
す。帰国後は、日本をはじめ様々な国や分野で、経験を生かした貢献が期待されています。

ひ ら の

けいいちろう

【保健体育科：平野 圭一郎先生】
ジャマイカ（二年間）で体育隊員として活動してきました!!
とても素晴らしい時間を過ごす事が出来ました。

活動内容
・全国の小学校・特別支援学校への巡回指導
・現地教員向け研修会の企画・開催
・孤児院向けスポーツ教育プログラムの企画・開催
・障害児向け水泳教室の開催

国の印象
人々は陽気で、人懐っこいというのが第一印象でした。観光立国として経済発展をしている
ものの、町を歩いていると、高級車が走っている横で、学校に行かず物乞いをしている子ど
もがいたり、貧富の格差があったりなど常日頃、肌で感じていました。様々な社会的課題を
抱えつつも、笑って、踊って、楽しそうに過ごしているジャマイカ人の姿を見ていると、体
育を教えに行った私が、結果的にジャマイカ人から多くのことを学んだというような気がし
ます。

JICA 海外協力隊に応募した理由
教員を目指す上で、
『視野を広げたい』という思いが応募動機でした。

参加した感想
果たして、支援を必要としている人たちのために、意義のある事は出来たのかと、自問する
ことが多くありました。ジャマイカで過ごした二年間で出会った友達とは、今も連絡を取り
合い、再会の約束をしています。色々と考えてしまう事もありますが、現地で出会った人々
との時間が、全て私にとってかけがえのない宝物であると思っています。

現地での活動の様子(*^_^*)
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「２０２０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大学等への進学を
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。志望先
が未定であっても、高校在学中に予約採用されることで、大学等に進学した当初から奨学金給付を受け
ることができます。
「ゆんたく３月号・４月号」でご案内しましたように、給付型奨学金は昨年度からの制度拡充によ
り、学校ごとの推薦枠（推薦人数の上限）が撤廃されるとともに、従来の学力重視から転換し、所得な
ど一定の要件を満たせば採用対象となりました。お申し出いただきました予約手続き希望者には順次、
募集要項をお送りさせていただきます。
なお今年度の予約採用募集はネット応募締切６月３０日、学校提出期限は７月１０日でご案内してお
ります。６月に入ってようやく大学進学の意思が固まったなど、今回どうしても予約手続きを希望され
る場合は至急、事務部宮坂（0120-917-840）までご連絡ください。予備日として機構が設けている日時
で対応致します。
今回予約申込されなかった場合にも進学後に給付・貸与ともに在学採用の募集があります。その際は進
学先での手続きとなります。ぜひご検討ください。

「沖縄県県外進学大学生奨学金」奨学生募集について
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」を設け奨学生を募集しま
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（6 月下旬から 7 月上旬予定）しだい、郵送いたします。以下の概要は、参考までに昨年
度の募集内容を掲載しております。
●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での修学が困難な世帯の生徒
・2021 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
・県全体で２５人程度
・入学支度金３０万円以内、奨学金を毎月７万円以内
●選考方法
・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、申請した志望の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給付する
７
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奨学金・教育ローンの紹介 Web サイトのご案内
事務部 宮坂 あき

高校生やその保護者を支援するための奨学金（給付型、貸付型）
・教育ローンは、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。また、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。

http:// 奨学金.Net/

高大連携講座視聴による特別活動の認定について
高大連携委員会 鈴木 啓之
八洲学園大学と八洲学園大学国際高等学校は、令和元年度より、大学公開講座の一部を高大連携講座
として開講し、高校生が受講して視聴報告書を作成することで高校の特別活動として認定する高大連携
事業を協同して立ちあげました（
「学習の手帳」28p 参照）
。
令和２年度においては、次の番組を公開しています。高大連携講座視聴による特別活動の認定をご希
望の方は、担任の先生にご相談ください。
【高大連携講座】
（2 千円/番組）
① 寝起きの不調と対処法（約 90 分動画）

受講希望の方は、
クラス担任に
相談してニャ！

② 寝入りや睡眠の不調と対処法（約 90 分動画）
③ 生活リズムの不調と対処法（約 90 分動画）
④ 体温調節と発熱、冷え性・低体温症の予防（約 90 分動画）
⑤ 発汗と脱水、暑さへの対処法（約 90 分動画）

や
し
ま
ん
＆
や
し
ま
る

⑥ 頭痛・筋肉痛、慢性痛の予防と対処法（約 90 分動画）
また、新型コロナウイルス感染症予防における「ステイホーム」や「三密」回避にかかるストレスの
解消や予防のために、八洲学園大学が期間限定で無償公開しました次の番組も、新たに「視聴による特
別活動認定」の対象となりましたので紹介します。番組内容の詳細は「ゆんたく５月号」に案内してお
ります。
【オンラインセミナー（再収録のオンデマンド一般公開）
】（無料、期間限定）

「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」（約 85 分動画）
８
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《健康だより》感染症予防と熱中症予防
環境保健部 平安山 智子
新型コロナウイルス感染予防のための「新しい生活様式」を取りつつ、高温・高湿度による熱中症へ
の予防行動に関する有用な情報が国から学校へ通知されましたので転載いたします。自身や家族の健康
維持の参考としてください。

９
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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

●代々木アニメーション学院（札幌）

北海道札幌市中央区

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

●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

●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

●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

●マナラボ高等部 下総中山キャンパス（千葉）

千葉県船橋市

●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

●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

●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

●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

●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

●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

●松下村塾（高等部）

山口県岩国市

●陽気塾（高知）

高知県高知市

東京都

関東ブロック

神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県

愛知県
中部ブロック

大阪府
関西ブロック

京都府
兵庫県
広島県

中国ブロック
山口県
四国ブロック

【住 所】

高知県

１０

文部科学省認可通信教育

【学習提携校名】
●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

●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

●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

●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

●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

福岡県

九州ブロック
大分県

熊本県
宮崎県
鹿児島県

沖縄ブロック

海外ブロック

【住 所】

沖縄県

フィリピン

●インフィニティ国際学院

※印：無施設型（家庭教師派遣等）

１１
５

文部科学省認可通信教育

1

水

16

木 ８月①Ｓ詳細発送

2

木

17

金

3

金

18

土

4

土

19

日

5

日

20

月

6

月

21

火

7

火

22

水 ８月②Ｓ最終申込〆切（必着・17:00 受信分迄）

8

水

23

木 海の日

9

木

24

金 スポーツの日

10

金

25

土

11

土

26

日

12

日

27

月 ８月①Ｓ：ＲＨ提出〆切（消印）

13

月

28

火

14

火

29

水

15

水

30

木

31

金

●７月スクーリング●

●５泊コース●

８月①Ｓ最終申込〆切（必着・17:00 受信分迄）

８月②Ｓ詳細発送

ゆんたく発送・成績発送
８月①Ｓキャンセル返金可能〆切
８月①Ｓ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

『ＬＩＮＥ(ライン)』にて学校情報を一斉

〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬 1249
☎

※学校からのお願い※
配信していますので、閲覧することが出

0120-917-840（携帯電話からもかかります）

来る保護者・生徒さんは必ず右記ＱＲコ

0980-51-7711

ードより登録を進めて下さい。

Fax

0980-48-4115

HP

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

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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