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・ ｐ５     【重要】高等学校等就学支援金書類について 

・ ｐ６     都道府県「高校生等奨学給付金制度」利用について 

・ ｐ７     面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

／ 八洲学園大学一般公開セミナーについて 

・ ｐ８－９   令和３年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１０－１１ 新設「ドローン操縦コース」のご紹介 

・ ｐ１２    《進路だより》～進路決定までの流れ～ 
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令和３年５月３１日 

八洲学園大学国際高等学校 
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八洲学園大学国際高等学校情報誌 

就学支援金書類提出 

≪６月１８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 

 

令和 3 年度がスタートして早 2 カ月が経過(*^_^*)新たな幕開けに不安や緊
張を感じる事が出てくると思います。どんな時も、『皆さんには出来る力が
ある』そう信じて応援しています。高校卒業へ向けて共に歩ませて下さい
(*^_^*)皆さんの笑顔にお逢い出来る事を、副担任の大城達人先生そしてモモ
コ・スズ(学校犬)と共に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 

皆さん、こんにちは！ ５・６番クラス担任の島袋です！新年度が始まり、約

2 カ月が経過しました。自宅学習は進んでいますでしょうか？自宅学習をス

ムーズに進めるために、ぜひ、本校ホームページにある「自宅学習サポート

ページ」を活用しましょう。確認したい科目ごとに分かれていて、リポート

№ごとにヒントを確認することが出来ます。また、視聴報告書 

の必要枚数も掲載していますので、とても便利なものとなって 

います。これから学習を進める方、苦手な科目にチャレンジ中 

という方、ぜひ活用して学習を充実させましょう( ﾟ▽ﾟ)/ 

こんにちは！3・4 番クラス担任の糸数です♪ 

沖縄は、梅雨入りして 2 週間経ちますが、全く雨が降らず青い空、青い海の

最高の天気になっています。 

今年度も始まったばかり、何月にスクーリングに参加するかを考えながら、 

自宅学習も進めていきましょう。何か分からないことや困っていることがあ

ればいつでも連絡してください！ＬＩＮＥや電話での連絡をお待ちしていま

す♪♪最高の天気の沖縄でみなさんに会えるのを楽しみにしています！ 

１・２番クラスのみなさん、こんにちは！GW はどうでしたか？？今年も昨

年に引き続き、外で思いっきり遊ぶというような GW ではありませんでした

が、作れる料理のレパートリーを増やすために練習したり、読書をしたり、

語学の勉強をしたり、筋トレをしたり、愛犬と遊んだりと色々なことをして、

充実した日々を過ごすことが出来ました（＾＾） 

沖縄は例年よりも早い梅雨入りです。雨にも負けず、皆さんを全力でサポー

トするので、わからないことがあれば電話・メール・LINE 等でいつでも聞

いてください♪♪♪ 

みなさん、こんにちは！７・８番クラス担任の宮城です。 

今年は全国的に梅雨入りが早いですね。沖縄も梅雨入りしていますが、雨の

日が少なく、気温 30℃超えの日が続き、もうすでに真夏のような暑さです！ 

スクーリングに参加予定の生徒さんは新型コロナウイルス感染症対策を取り

ながら、スクーリングの 3 日前から散歩するなど軽い運動で暑さに慣れてお

くことをお勧めします。 

では、元気な姿で皆さんとお会いできるのを楽しみにしていますね！ 

こんにちは＼(^o^)／ 

芸能スポーツ海外クラス担任の仲田由紀です♪ 

いよいよ５月からスクーリングがスタートしていきますね。 

早くみなさんにお会いしたい気持ちでいっぱいです～！！ 

副担任の平野先生とＨＲ時間を充実させようと相談中です(*^^)v 

みなさんに楽しい時間を過ごしてもらえるように色々考えておきますね。 

I'm looking forward to the day that I can meet you!＼(^o^)／ 

 
【副担任：大城達人先生より】今年度からお世話になります。
元気よく生徒さんと八洲生活を送りたいなと考えています。
宜しくお願いします！！※写真(左)担任『横田裕美』学校犬モ
モコ、(右)副担任『大城達人』学校犬スズ 



教頭 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任教職員紹介 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 

竹部
た け べ

 裕
ゆう

太
た

（５・６番クラス副担任） 

担当教科：公民 

趣味： 野球 

出身地：東京都 

 

 

 

 

大城
おおしろ

 達人
た っ と

（９・０番クラス副担任） 

担当教科：保健体育 

趣味：スケートボード、沖縄そば巡り 

出身地： 沖縄県宜野湾市 

 

 

 

 

守谷
も り や

 薫
かおる

（7･8 番クラス副担任） 

担当教科：保健体育 

趣味：離島めぐり・スポーツ観戦 

出身地：神奈川県 

３ 

生徒さんへのメッセージ 

初めまして。今年度より公民を担当させていただき

ます、竹部裕太です。 

小学生からずっと野球をしていたので、今でも野球

が大好きです！ 

東京から沖縄にきて、海のキレイさと自然の豊かさ

に驚きました！この自然豊かな沖縄で、皆さんとお

会いできること、皆さんといろいろな体験ができる

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。 

生徒さんへのメッセージ 

初めまして。今年度から保健体育を担当させていただ

きます。よろしくお願いします！！私は人の話を聞く

ことが好きなので皆さんの面白いお話を聞けることを

楽しみにしています！私の大好きなこの島で私も皆さ

んも身も心も豊かに成長していけたらなと思いま

す！！ 

幼い頃からレスリングをしています。格闘技一筋のた

め球技はちょっと…（笑）皆さんと出会い 

楽しい八洲ライフを過ごしていけるように 

頑張りますのでよろしくお願いします(`･ω･´)b 

生徒さんへのメッセージ 

今年度より体育を担当します、守谷薫（もりや かお

る）と申します。 

神奈川よりはるばる沖縄の八洲へとんできました！ 

毎日、綺麗な海と緑に囲まれ癒されています。 

こんな自然に恵まれた環境の中にある学校はなかな

かないと思います！スクーリングでぜひ一緒に自然

を感じながら、たくさんお話しましょう♪ 

みなさんとお会いできる日を楽しみにして 

います！ 



 

４ 

 

 

 

 

大村
おおむら

 初美
は つ み

（沖縄事務） 

趣味：読書・うさぎの世話 

出身地：沖縄県那覇 

 

 

 

 

城間
し ろ ま

 さゆり（沖縄事務） 

趣味：ウェイクボード 

出身地：沖縄県那覇市 

文部科学省認可通信教育 

生徒さんへのメッセージ 

始めまして。４月から事務を担当しています。 

好きな事を続けながら、勉強も毎日少しづつ続け

ていきましょう。 

本部の素晴らしい自然の中で、皆さんとスクーリ

ングでお会いできるのを楽しみにしています！！ 

生徒さんへのメッセージ 

初めまして。５月から事務として勤務することに

なりました。皆さんや先生方のサポートを精一杯

頑張りますので宜しくお願いします。 

 

皆さんともたくさんお話したいので、気軽に声か

けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室棟の入口にいるよ♪ お散歩に連れて行ってね♪ 

モモ♀ スズ♀ 



事務長 平良 亮 
 

 
 

提出物①：「様式１ 高等学校等就学支援金収入状況届出書」（郵送します） 

提出物②：「令和３年度市町村民税課税証明書」（役所で取得） 

提出物③：「個人番号カードの写し等」※すでにご提出いただいた方は提出不要です 

（例）個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票などの写し 

 

提出方法：ご自宅へ提出物①：「様式１ 高等学校等就学支援金収入状況届出書」とその記

入例を同封した書類を郵送します。必要事項を記入し、提出物②、提出物③をご

準備のうえ同封し、当校宛に郵送もしくは持参してください。 

（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 

 

期限：令和３年６月１８日(金)必着（遅れると補助金減額の場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

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 高等学校等就学支援金収入状況届出書」書類に基づく県の支給継続認定が要件となりま

す。 

ご自宅へ郵送する「様式１ 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「令和３年度市町村民税課税証明書」と「個人番号カードの写し等」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３年６月までの支給額決定に必要な

書類です。令和３年７月から翌令和４年６月までの支給額決定については、令和３年度市町村民税課税

証明書の提出が必要です。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。 

【【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 

【参考】提出物②、提出物③が必要な者の判断 

●本人が未成年で、親権者（保護者）が２名いる →親権者（保護者）全員の提出物②、提出物③ 

●本人が未成年で、親権者（保護者）が１名のみ →親権者（保護者）の提出物②、提出物③ 

●本人が成人で、保険証は本人が筆頭者 →本人の提出物②、提出物③と本人の「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）の提出物②、提出物③＋本人の「保険証のコピー」 

お問い合わせ先：0120-917-840 

担当：平安山彩夏、平良亮  

！！提提出出依依頼頼！！ 

５ 



事務長 平良 亮 

 

「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１８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１８日（金）の提出期限までに令和３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３年７月１日現在当校に在籍している。 

・令和３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 

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。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

高大連携推進委員会 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

事業をして立ちあげました（「学習の手帳」p28参照）。 

 令和３年度は、次の番組が５月下旬より順次公開されます。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） 

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） 

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公開していました次の番組も、「視聴による特別活動

認定」の対象として、当校生徒限定で再公開になりましたので紹介します。 

【オンラインセミナー】（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） 

面接で「八洲学園大学国際高等学校の制服」が必要な方へ 

文部科学省認可通信教育 

八洲学園大学一般公開セミナーについて 

八
洲
学
園
大
学
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

や
し
ま
ん 
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や
し
ま
る 

受講希望の方は、 

クラス担任に 

 相談してニャ！ 
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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、５名の生徒さんが今回功労賞授与確定になりましたのでご紹介します。 

【功労賞授与確定者（令和３年度４月確定） 

●ＴＳＡ ＣＡＰ ２０２１（Ｗｏｍｅｎ ｃｌａｓｓ：サーフィン）優勝 上門涼風 

 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：小夜時雨」 芦川和香菜 

（琉美インターナショナルビューティカレッジ所属）左下画像 

●デザイナーズアワード２０２０ サロン賞「作品名：ヤシの木」 比屋根利緒菜 

（琉美インターナショナルビューティカレッジ所属）右下画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度「功労賞」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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●格闘技活動（総合格闘技団体「Ｔｈｅパラエストラ沖縄」所属）プロ格闘家  

プロフェッショナル修斗沖縄大会ｖｏｌ．４ ２ラウンドＫＯ勝ち ＭＶＰ選出

南風原吉良斗 

 

●第３回 全国オンラインバトル２０２０（ワインディング部門）第９位 溝口鈴南

（福岡理容美容専門学校所属） 

 

【試合延期のお知らせ】 

※学校新聞「ゆんたく（４月号）」で告知しておりました、プロボクシング日本ミニマム級

１位のプロボクサー仲島辰郎君の日本タイトルマッチですが、コロナの影響により延期とな

りました。また、プロボクサー仲里健太君の６月２７日の試合も同じく延期となりました。

引き続き温かい応援宜しくお願いします。（平仲ＢＳ所属） 

文部科学省認可通信教育 

９ 



校長 中村 成希 
 

九州ドローン空撮株式会社、一般社団法人日本無人航空機操縦士協会（ＪＤＰＡ）の御協

力により、「ドローン操縦コース」が始まります。ご興味のある方は、２枚目右下にあるＱ

Ｒコードからアクセスしてみて下さい。 

 

 

 

 

新設「ドローン操縦コース」のご紹介 

文部科学省認可通信教育 
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１１ 

文部科学省認可通信教育 



進路指導部 横田 裕美 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 

●進学 
まずは情報収集をしよう！！ 
興味のある学校や気になる学校に資料請求をして、情報を集めよう。 
●就職 
進学も就職も同じ！まずは情報を集めることから。 
ハローワークや求人誌などでいろいろな企業の情報を見て、興味のある企業や自分に合っていそうな企
業を見つけよう。 

ＳＴＥＰ２ 

●進学 
情報を集めたらオープンキャンパスに行って実際に肌で学校の雰囲気を感じてみよう。資料だけでは見
えない魅力があるので積極的に参加しよう！ 
●就職 
合同企業説明会やインターンシップに参加してみよう。 
実際にその会社で働く人の声や仕事内容や雰囲気を感じられると思うよ！ 

ＳＴＥＰ３ 

●進学 
進みたい学校がしぼれて来たら学費や一人暮らしの場合は、生活費などお金の面でどうなのか。それに
対しての勉強できる価値や意味を考えてみよう。 
●就職 
自己分析をして面接やエントリーシート、業界の状況などを確認して筆記試験や面接に向かう準備をし
よう！！ 

ＳＴＥＰ４ 

●進学 
準備ができたら出願しよう！ 
いろいろな試験の方法があるので、自分に合った試験方法で出願しよう。 
●就職 
試験に合格、または内定をもらったら採用通知を待とう！！ 

ＳＴＥＰ５ 

●進学 
入学試験に参加して合否判定を待つ。 
合格したらそれぞれの学校に出す書類や準備をしよう。いざ新しい学校へ… 
●就職 
採用！！！社会人への準備だ！ 

 

 

 

 

 

 

今回紹介しているのはあくまでも簡単な流れとなっているので、学校や企業によってやり方も多少異な

ってきます。自分の夢に向かう進路活動はとても大切なものです。しっかり考えて充実した人生を送れ

るよう、早い段階で準備をしておくことが大事です！！ 

進路だより ～進路決定までの流れ～ 

文部科学省認可通信教育 
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これから卒業をして自分のやりたいことや挑戦してみたいことが
ある人は、進路について考えることが増えると思います。 
そこで、進路を決める時にどのようなことに注目して進路活動をす
るかをまとめました。 

 

 

 

高校を卒業してからの進路選択は進学や就職のほかにも 

海外留学、起業、アーティスト、スポーツ選手など 

様々な選択肢があります！ 



環境保健部 平安山 智子 

 

 厚生労働省より５月１４日付で、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれ

までに得られた科学的知見についての取りまとめが公表されました。そのうち、変異株と

ワクチンの情報をご案内します。詳しくは、首相官邸Webサイトまたは厚生労働省特設

サイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》新型コロナウイルス感染症の知識 

文部科学省認可通信教育 
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「新型コロナウイルスの変異について」 

一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイル

スも約２週間で一か所程度の速度でその塩基が変異していると考えられています。現在、新たな変異

株が世界各地で確認されており、こうした新たな変異株に対して警戒を強めていく必要があります。 

日本では、専門家によると、従来よりも感染しやすい、重症化しやすい可能性のある変異株が西日

本では概ね７割を超えており、従来株からほぼ置き換わったと推定されています。 

個人の基本的な感染予防策は、変異株であっても、３密（密集・密接・密閉）や特にリスクの高い５

つの場面の回避、マスクの着用、手洗いなどが、これまでと同様に有効です。国民の皆様には、感染

予防策へのご協力をお願いいたします。 

※ 専門家によると、この英国で最初に検出された変異株は、実効再生産数の期待値が従来株の 1.32倍と推定、 

診断時に肺炎以上の症状を有しているリスクが従来株の 1.4倍（40-64歳では 1.66倍）と推定されています。 

「新型コロナワクチンについて」 

○ワクチンの特徴について 

５月１４日現在、国内では、ファイザー社の開発したワクチンが接種されています。 

メッセンジャーＲＮＡワクチンという種類のワクチンで、 通常、３週間あけて２回接種します。 

（追記：アストラゼネカ社／モデルナ社製も 5/20付で承認、今後供給予定） 

○ワクチンの有効性について 

ワクチンを接種して免疫がつくまでに１～２週間程度かかり、新型コロナウイルス感染症を予防す

る効果があります。 接種を受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した

人が少ないということがわかっています。（発症予防効果は 95％と報告されています。） 

○ワクチンの安全性について 

接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などが見られ

ることがあります。こうした症状の大部分は数日以内に回復しています。また、接種後にアナフィラキ

シーが発生したことが報告されています。もしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよ

う、予防接種の接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。 

○今後の接種の進め方について 

接種を行う期間は、令和３年２月１７日から令和４年２月末までの予定です。現在は、医療従事者

等と高齢者への接種が進んでいます。 



環境保健部 平安山 智子 

 

「薬物乱用」とは、大麻・危険ドラッグ・覚醒剤などの違法薬物を使用することをいいます。睡眠薬

の不正利用など医薬品を本来の目的から逸脱した目的や方法で使用することも薬物乱用です。１回使っ

ただけでも乱用といいます。6/26は「国際麻薬乱用撲滅デー」に制定されており、6/20～7/19は「ダ

メ。ゼッタイ。」普及活動が行われます。この機会に今一度、薬物の危険性について考えてみましょう。 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 
 

保護者の方へ 

各都道府県庁相談窓口、都道府県精神保健福

祉センターまたは保健福祉センターでは、無料・

秘密厳守の相談窓口を開設しています。お子様

やその友人・家族が、危険ドラック・覚せい剤・大

麻などの問題を抱えていたなら、少しでも早く相

談してください。 

【 薬物乱用 Ｑ＆Ａ 】 

【Ｑ】 薬物を使うと、やせることができたり、勉強がはかどったりするって本当ですか？ 

【Ａ】 答えはＮｏ！です。覚醒剤などの薬物は、中枢神経系に作用して、一時的に心身をだまして食欲や眠気

をなくすだけです。作用がなくなると異常に食欲が強まったり、強い疲労感、倦怠感や脱力感が襲ってき

て勉強どころではなくなります。 

【Ｑ】 大麻には依存性がなく、安全と聞きますが本当ですか？ 

【Ａ】 答えはＮｏ！です。大麻は「身体への悪影響がない」「依存性がない」などの誤った情報が流れています。

しかし、大麻には精神依存があり、記憶の障害や精神病を引き起こすこともあります。特に、成長期にあ

る若者の脳に対して影響が強いことも判明しています。大麻の所持や使用が犯罪にならない国や地域で

あっても、大麻の有害性を大きく受ける未成年の所持や使用は禁じられています。誤った情報に惑わされ

ないようにしましょう。 

【Ｑ】 薬物をすすめられたらどう対処すればいいですか？ 

【Ａ】 きっぱり「いやだ！」と言いましょう。「嫌われる」と思っても、はっきり「いやだ！」と言うべきです。その後

に起こる重大な結果を思い浮かべ、最初に「No」と言うことが大切です。「仲間外れにされることが怖い」な

どの理由でどうしても断りづらいと感じる時は、とにかくその場から立ち去りましょう。「きっぱり断る」「逃げ

る」勇気を持ちましょう！ 

【 薬物による影響 】 

薬物乱用の最大の怖さは、「依存」です！ 

身体依存・精神依存により、自分のコントロールでや

めることは困難になります。一度ダメージを与えられた

脳は、薬物を使う前の状況に戻らないと考えられてい

ます。”一度くらいなら” や “自分は大丈夫” といった

甘い考えは禁物です。 

薬物乱用は、あなただけの問題ではありません！ 

依存状態になると何よりも薬物を優先するようになっ

て、大切な家族や友達を暴言や暴力で傷つけてしまう

こともあります。また、正常な判断や運動機能が失わ

れ、交通事故や傷害事件を起こしてしまう可能性もあ

ります。 

１４ 

近年、薬物が密売買される手段

として危険が拡大しているのが

SNSです。SNSを通して薬物の売

人と関わることは大きな危険を

伴います。誘いに乗らないよう

にしましょう！ 



 

「フクギ並木」は昔から本
部町の人たちを台風など
の雨風から守ってきた防
風林の並木道です。マイナ
スイオンも感じられる素
敵なスポットです。体育の
授業でウォーキングに行
くこともありますよ。 

地域活動・貢献委員会 平安山 智子 

 

「沖縄そばの町」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「夕日がキレイ」 

 

 

 

 

 

「自然豊か」 

 

 

 

 

  

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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本部町は「沖縄そばの町」と呼ばれ、
専門店以外に沖縄そばを扱っている飲
食店が 70 店舗以上あります。 
平成 22 年 10 月 17 日「そばの日」
に「そばの町もとぶ」と宣言し、本部
町全域を「もとぶそば街道」と位置づ
けました。学校食堂でも、かつおだし
のきいた美味しい沖縄そばを食べるこ
とができますのでお楽しみに・・・。 

本部町は東シナ海が目の前に広がり、西
にあることから夕日がキレイに見えるス
ポットが沢山あります。本部町観光協会
のＨＰでは「もとぶ町夕日マップ」も紹
介されていますよ。また、学校から見え
る夕日も最高です！ 

学校から徒歩15分ほどで
行かれるエメラルドビー
チは白い砂浜で、沖縄の青
い空と透明のビーチを安
全に満喫できます。３月下
旬から１０月いっぱいま
でが遊泳期間となってい
ます。 

日本一早いお花見がで
きる八重岳が有名です。
毎年１月中旬から２月
中旬に桜の開花が見ら
れます。学校の敷地内で
も日本一早いお花見が
できますよ♪ 



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３年度の高等学校等就学支援金の支給区

分が、令和２年度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３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３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３年度の高等学校等就学支援金の支給区分が、令和２年度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 

岩手県 ●クオレア高等学院 岩手県北上市 

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 

●ＫＡＩＳＥＩ高等学院 大阪府茨木市 

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 

●オアシス塾 兵庫県神戸市東灘区 

滋賀県 ●湖東七色学園 滋賀県近江八幡市 

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 

●ポルタ高等学院 広島県広島市西区 

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 
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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・春日原校） 

福岡県福岡市・大野城市 

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 

●はまゆう高等学院 宮崎県都城市 

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 

●桜心高等学院 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 

●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 
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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 火  16 水  

2 水  17 木  

3 木  18 金  

4 金 ７月Ｓ：参加申込締切（17：00まで） 19 土  

5 土  20 日 ●６月スクーリング● 

6 日  21 月  

7 月  22 火  

8 火  23 水  

9 水  24 木  

10 木 ６月Ｓ：ＲＨ提出締切（消印有効） 25 金 7 月Ｓ：ＲＨ提出締切（消印有効） 

11 金 ７月Ｓ：スクーリング詳細文書発送 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月  

14 月  29 火 ゆんたく配信 

15 火 
６月Ｓ：返送書類必着日 

６月Ｓ：キャンセル可能締切日（17：30まで） 
30 水 ８月①Ｓ：参加申込締切（17：00まで） 

      

※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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