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令和４年５月３１日 

八洲学園大学国際高等学校 

事務長 平良 亮 

 

 

八洲学園大学国際高等学校情報誌 

・ ｐ２－３   担任からクラスのみなさんへメッセ―ジ 

・ ｐ４     新任教職員紹介 

・ 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 

／ 高専連携による特別活動の認定について 

・ ｐ８－１０   令和４年度「功労賞」のご紹介 

・ ｐ１１    「格闘技部門（トップアスリート育成コース）」のご案内 

・ ｐ１２－１３ 格闘技・陸上・野球部門、ゴーゴーカレーのYouTube番組の紹介 

               ／ 新しく提携開始の「資格」のご紹介 

・ ｐ１４    レポート 訂正のお知らせ 

・ ｐ１５    進路だより ～奨学金について～ 

・ ｐ１６    《健康だより》コロナ感染を防ぐマスクの取扱い 

・ ｐ１７    学校所在地「本部(もとぶ)町」のご紹介 

・ ｐ１８    前期校納金が変更となる場合 

・ ｐ１９－２０ 「全国にある学習拠点（学習提携校）」のご紹介 

・ ｐ２１    ６月行事予定 

就学支援金書類提出 

≪６月１７日必着≫ 

必ず保護者の方に読ん

でもらってください。 
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担任からクラスのみなさんへメッセージ 

文部科学省認可通信教育 

各県、間もなく梅雨の時期を迎えます(既に沖縄県は梅雨の時季!!)。

雨の音により、心穏やかに過ごす事が出来る時間もあります。 

アロマやフレグランスなど、部屋の中に好きな香りをたきながら、

お気に入りの本を片手に過ごしてみてはいかがでしょうか。 

現在、何か困っている事はありませんか。不安や心配を少しでも

解消できるよう、気軽にご連絡下さい。そして、皆さんの近況を

聴かせて頂ければとても嬉しいです。自己のペースを見つけなが

ら進んでいく事が出来たらいいですね(*^_^*) 

２ 

みなさん、こんにちは！ 

3・4 番クラス担任の竹部裕太です＼(^o^)／ 

5 月からいよいよスクーリングがスタートしていきますね！ 

みなさんに会えるのを楽しみにしています！ 

新年度が始まって 1 ヶ月、まだスクーリングの予定が決まってい

ない方は、いつスクーリングに参加しようかな〜と考えながら、自

宅学習も進めてみてください^_^ 分からないことや困っているこ

とがあれば、いつでも聞いてください(*^^*) 

皆さん、こんにちは！1・2 番クラス担任の大城達人です(^^♪ 

皆さんはゴールデンウィークどのように過ごされましたか？ 

私はいろいろな人と出会うことが出来て楽しかったです(*'▽') 

皆さんもたくさんの人と関わってみてください！ 

新たな発見があるかも！！ 

皆さんの高校卒業という目標を応援しています！！ 

スクーリングで会えることを楽しみに待っていますね(^O^)／ 

皆さん、こんにちは！５・６番クラスの島袋 友美です！ゴールデ
ンウィークはどう過ごされましたか？自宅でゆっくり過ごした人、
遊びに行った方、様々だと思います。大型連休も終わりそろそろ皆
さんの手元に教材も到着しているころだと思います。早速自宅学習
を始めましょう。本校では皆さんの自宅学習がスムーズに進むよう
に、「自宅学習サポートページ」を本校 HP に掲載しています。 
こちらをまずは確認をし、どんどん学習を進めていきましょう！ 
わからないことなどあれば、いつでも連絡してください！ 
卒業するための第一歩、「自宅学習」をまず進めてみて 
くださいね♪ 

みなさん、こんにちは！７・８番クラスの担任の宮城です。 

５月早々に沖縄は梅雨入りをしました。 

頭痛が起きやすくなる季節ですね。私は毎朝、予防として耳のマッ

サージをしています。みなさんも是非やってみてくださいね！ 

また、今年度での卒業を考えているみなさん、スクーリングは早め

の参加がおすすめです！ 

自宅学習を進めつつ、考えてみてくださいね。 



 

３ 

よろしく！ 

文部科学省認可通信教育 

芸能スポーツ／海外クラス担任の仲田 由紀です。 

今年度がスタートして約１か月が経ちますね！日々、みなさんの活

躍している報告を受けてとってもハッピーな気持ちになっており

ます。私も学生時代、みなさんのように何か頑張ったことがあった

かなぁと振り返りますが、のほほんと海外生活を楽しんでいただけ

だったかもしれません（笑） 

沖縄県は梅雨入りしましたが、みなさんがスクーリングに参加する

ころには明けているといいですね～(#^^#)♪ 

みなさん、こんにちは。スクーリングのテーマが公表となりました。 

せっかくスクーリングに来るなら自分の興味、関心のある特別活動

の時期に参加して欲しいと思います。 

学習提携校の先生と相談しながら時期が決定した方は早めのお申

込みをお願いします。みなさんとお会いできることを心より楽しみ

にしています！ 

みなさん、こんにちは(*’▽’)代アニ①クラス担任の守谷です！ 

今年は久しぶりに行動制限のない GW でしたが、どのように過ご

しましたか(^^)？ 

私は自宅近くの海に入り、綺麗な海の中の世界に癒され 

リフレッシュできました♪みなさんのリフレッシュ方法も 

お会いしたときにぜひ教えてくださいね！ 

学習のことや、それ以外のことでも、なにか困ったことがあれば 

いつでもご相談ください！ 

みなさん、こんにちは(^^)/ 代アニ②クラス担任の金居です。 

３年ぶりに行動制限のない GW でしたが、みなさんはいかがでし

たか？そろそろ、みなさんの自宅に教材が届いて、レポートを 

始めようとしているころだと思います。 

自宅にお送りした、「学習の手帳」や「自宅学習サポートページ」

を参考にしながらお勉強を始めてくださいね。 

分からないことなどあったら、お送りした「クラス通信」に記載し

ている担任携帯や LINE などで気軽に質問してくださいね。 

メェール！  

クラス通信も 

読んでね 

LINE で 

お知らせするよ 



教頭 鈴木 啓之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任教職員紹介 

文部科学省認可通信教育 

 

 

 

 

金居
かねすえ

 央
ひさし

（代アニ C クラス担任） 

担当教科： 理科・数学・情報 

趣味： 旅行 

出身地：福岡県 

 

 

 

 

本田
ほ ん だ

 史
ふみ

（5-8 番ｸﾗｽ副担任） 

担当教科： 地理歴史・公民 

趣味： 史跡めぐり、歌、ピアノ 

出身地：鳥取県 

４ 

生徒さんへのメッセージ 

はじめまして。今年度、代アニ C クラス担任と 

理科を担当させていただくことになりました金居

（かねすえ）と申します。よろしくお願いします。 

大阪から５年ぶりに沖縄に戻ってきました。 

毎日、沖縄のきれいな海などを見て、自然を満喫し

ています。スクーリングで皆さんとお会いできるこ

とを楽しみにしています。 

生徒さんへのメッセージ 

みなさん、はじめまして！今年度地理歴史を担当する

ことになりました本田 史(ほんだ ふみ)です。 

名前の通り歴史が大好きです。八洲の近くにある今帰

仁城が大好きでよく行っています。他にも音楽やドラ

マを見る事、カフェ巡りも好きなので、スクーリング

の際には色々お話しましょう。 

皆さんと会えるのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４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、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４年６月１７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４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４年６月までの支給額決定に必要な

書類です。令和４年７月から翌令和５年６月までの支給額決定については、令和４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】どなたの提出物②、提出物③をご提出いただくかの判断について 

●本人が未成年で、親権者（保護者）が２名いる →親権者（保護者）２名の提出物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）１名の提出物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：城間さゆり、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４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１７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１７日（金）の提出期限までに令和４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４年７月１日現在当校に在籍している。 

・令和４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。 

６ 

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 



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。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

校長 中村 成希 
 

 学校法人八洲学園の系列にＥＳＡ音楽学院専門学校があり、「高専連携事業」として、 

「①進学のための指定校推薦枠」と、定期演奏会（年２回）を聴きに行き視聴報告書を作成

する事で八洲学園大学国際高等学校の「②特別活動として認定する」があります。興味のあ

る方は「学習の手帳」を確認し、各担任までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

高専連携による特別活動の認定について 

７ 

●学校法人八洲学園 ＥＳＡ音楽学院専門学校・・・大阪初の吹奏楽の演奏とリペアの

専門学校。吹奏楽学科があり、「音楽史」「指揮法」「リペア（修理）」等、吹奏楽経験

者にとって興味深い科目が多くあります。（大阪府大阪市天王寺区玉造元町２−６） 

 



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、１３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４年度４月確定） 

●日韓高校生文化ＰＲアワード２０２２ 第１位 大石光莉 

●芸能活動（「劇団ひまわり」所属）寄りみち公演lv.5「生徒総会」等 出演 與那嶺葵 

●バレエ活動 EXPRESSION international DANCE competition（イタリア共和国） 

SOLISTA OVER １位 北村竜聖 

●バレエ活動 第９回 WBAC Grand Prix 日本セミファイナル Group C（Boys） 

第１位 髙橋青 

 

●第４回 全国オンラインバトル２０２１（ワインディング部門）第４位 池田実咲 

●第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２０分）第３位 岩村南瑠 

●第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２０分）第５位 池田実咲 

●第６回 オンラインバトル（ワインディング部門２５分）第３位 元田愛唯 

●第６回 オンラインバトル（デッサン部門）第２位 水野華 

（福岡理容美容専門学校 高等課程所属） 

 

令和４年度「功労賞」のご紹介 

 

文部科学省認可通信教育 

８ 



 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

ＴＯＰ１２ 塚本響 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）パドドゥ

部門クラシック ＴＯＰ１２ 塚本響 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

ファイナリスト 齊藤ひなた 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

ファイナリスト 本凪李 

●バレエ活動 ユースアメリカグランプリ YAGP2022（Tampaファイナル）シニア部門 

セミファイナリスト 篠崎純 

 

９ 
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●サッカー活動（「Frusan Hispania FC」所属）UAE Second division league 

優勝 熊倉海渡 
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校長 中村 成希 

 

新しく始動しましたトップアスリート育成コースの「格闘技部門（ボクシング・キックボ

クシング・総合格闘技・空手）」ですが、現役のプロ選手や、プロを目指している方々も八

洲学園大学国際高等学校へ入学し、高校卒業を目指しています。初心者の方でも、挑戦して

みたい種目がありましたら、お住まいのエリアのジムで調整してみますので、各クラス担任

までご連絡下さい。また、現在、何か格闘技をされている場合もご報告いただければ嬉しい

です。 

「学校新聞ゆんたく（今月号）」の表紙の画像は、５月８日に後楽園ホール（東京）で開

催されました総合格闘技イベント「DEEP」に、本学格闘技部門担当の大城達人先生たちで

お伺いさせて頂いた時、福田心コミッショナーとの様子です。 

 

「格闘技部門（トップアスリート育成コース）」のご案内 

文部科学省認可通信教育 
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校長 中村 成希 

 

「トップアスリート育成コース」、食育行事「八洲学園ゴーゴーカレーの日」でお世話に

なっている「小比類巻貴之先生（格闘技部門）」、「石毛宏典先生（野球部門：2024年開校予

定）」「譜久里武先生（陸上部門）」、「株式会社ゴーゴーカレーグループ」の最新 YouTube番

組をご紹介していきます。 

 

 

https://www.you

tube.com/chann

el/UCt3fCg8q0

MBn4hc_UTEd

K5w/featured 

 

 

 

https://www.youtub

e.com/c/%E8%AD%

9C%E4%B9%85%E

9%87%8C%E6%AD

%A6/featured 

 

 

https://www.youtube

.com/c/%E7%9F%B3

%E6%AF%9B%E5%

AE%8F%E5%85%B8

TV/featured 

格闘技・陸上・野球部門、ゴーゴーカレーの YouTube番組の紹介 

文部科学省認可通信教育 
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https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCt3fCg8q0MBn4hc_UTEdK5w/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E8%AD%9C%E4%B9%85%E9%87%8C%E6%AD%A6/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured
https://www.youtube.com/c/%E7%9F%B3%E6%AF%9B%E5%AE%8F%E5%85%B8TV/featured


https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured 

 

 

 

校長 中村 成希 

八洲学園大学国際高等学校の資格取得コースは、在校生・卒業生、そして保護者の方も受

講が可能で、特別受講料になっております。「通信講座」ですので、ご自宅での学習で資格

取得を目指す事が可能です。４月より、下記８種類の資格との提携が始まり、約４０種類に

なりました。「学習の手帳（３２ページ）」に他の資格の価格など記載されてますのでご参照

下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

１３ 

●食育栄養アドバイザー：受講期間３ヶ月 ６６，０００円 → ３２，７８０円（税込） 

●薬膳・アーユルヴェーダ・スパイス検定１級：受講期間３ヶ月 ７７，０００円 → ３９，６００円（税込） 

●発酵食美インストラクター：受講期間３ヶ月 ６６，０００円 → ３２，７８０円（税込） 

●メディカルハーブセラピスト：受講期間３ヶ月 ５５，０００円 → ３２，７８０円（税込） 

●ハンドセラピスト＆リフレセラピスト：受講期間３ヶ月 ５５，０００円 → ２１，７８０円（税込） 

●メディカルアロマインストラクター：受講期間５ヶ月 ８８，０００円 → ５２，８００円（税込） 

●アートセラピー：受講期間３ヶ月 ５５，０００円 → ２１，７８０円（税込） 

●アドラー心理学検定１級：受講期間３ヶ月 ５５，０００円 → ２１，７８０円（税込） 

文部科学省認可通信教育 

新しく提携開始の「資格」のご紹介 

https://www.youtube.com/channel/UC1vkTl8tfiMQBURZcwnSxdw/featured


教務部 中島 奈々子 

 

 レポートについて、下記の通り追加で訂正のご案内をさせていただきます。 

ご迷惑おかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

●科目名：現代の国語 科目コード：0163 №４ 

【一】問題に不備がありました。 

問題文が一部切れていましたので、以下を参考に解答をお願いします。 

 

①バク然とした気持ち    ②植物のサイ培    ③都市を計画する 

 

●科目名：言語文化 科目コード：0164 №１ 

【二】問題に不備がありました。 

語群が不足していましので、以下を参考に解答をお願いします。 

 

【語群】 傑作   最高   別格 

 

●科目名：科学と人間生活 科目コード：0561 №１ 

［２］（２）問題に不備がありました。 

問題文が一部切れていましたので、以下を参考に解答をお願いします。 

 

（2）微生物のなかには，大気中の窒素ガスを窒素化合物につくりかえるものがある。 

 

 

尚、レポートについて訂正などのご案内が発生した場合、学校新聞ゆんたくでお知らせするほか、 

学校ホームページ上にあります『自宅学習サポートページ』にてご案内させていただきます。 

 レポート作成、視聴報告書作成の際は、こちらを活用して学習を進めてください。 

 ご不明な点がありましたら、各クラス担任までお問合せください。 

レポート 訂正のお知らせ 

文部科学省認可通信教育 
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  ★自宅学習サポートページの紹介★ 

   レポートを進める際は「自宅学習サポートページ」を 

閲覧して下さい。１問ずつヒントが細かく掲載されています 

ので便利です‼ (ＰＣ・スマホ・タブレット閲覧可能) 

https://www.yashima.ac.jp/okinawa/home-learning.php 

   パスワードは「 yashima12 」 

 



給付型支援金 
日本学生支援機構が各学生に支給する。 

 

★要件・申請についての問合せ 
 予約⇒八洲学園大学国際高等学校 
 進学後⇒進学先の学校 

進路指導部 横田 裕美 
 

奨学金に関する内容です。今後、進学を検討されている皆さん、既に日本学生支援機構の

申込が開始されています。進学に関する奨学金を希望される方で不明な点がありましたら、

本校事務部(担当：宮坂あき)までご連絡下さい。 

 

奨学金とは               奨学金の種類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
主な奨学金制度 

日本学生支援機構 
(旧：日本育英会) 

奨学金制度の中では最大の利用者数。 

第一種奨学金（無利息）・第二種奨学金（利息付）があり、どちらも返
還の必要がある。 

他に、経済的理由により進学が極めて困難な人を対象として、給付型奨
学金を創設している。 

大学独自の奨学金制度 主に私立大が独自に設けているもの。貸与型・給付型の両方がある。 

地方自治体の奨学金制度 

自治体が設置している奨学金。 

保護者がその自治体の住民であることが条件であることが多い。 

多くは貸与型。日本学生支援機構奨学金との併用が不可の場合もあるた
め、事前の確認が必要。 

民間団体・その他の 
奨学金制度 

保護者が病気や事故で亡くなったり障害を負ったりした場合に、その子
どもを支援する団体（例「あしなが育英会」や「交通遺児育英会」など）
の奨学金制度や、新聞配達員として働くことで奨学金が受けられる『新
聞奨学生制度』などがある。 

 
修学支援制度 学費減免＋給付型支援金の 2 本立てで利用することができる制度。 
 
 
 
 
 
 
 
 
奨学金の返還について 
※毎月の返還額は自分で決める事が可能(基本的に固定) 
※返還が難しくなった時は、『救済制度』の手続きを行う事で、月々返還金額を減額、または返還を先

送りする事が出来る(返済金額の変更はない) 

奨学金のことが詳しく分かるサイトのご紹介 

奨学金ガイド https://www.syougakukin.net/type/receive/school/daigaku/ 

日本学生支援機構 奨学金相談センター https://www.shogakukinsupport.jp/contact  

進路だより ～奨学金について～ 

文部科学省認可通信教育 

給付型奨学金 

返還の必要なし（原則） 

貸与型奨学金 

返還する必要がある 

有利息タイプ 

貸付け利息が付く 

無利息タイプ 

貸付け利息が付かない 

経済的な理由や家庭の事情で「進学が
難しい方」に向け、学費の付与や貸与
を行う制度です。基準や審査をクリア
すれば、誰でも「進学に必要な金銭的
サポート」が受けられます。国や地方
自治体、民間団体のほか、学校単位で
も独自の奨学金窓口を設けています。 

 

授業料、入学金の免除／減免 

各大学等が授業料等の減免を実施している。 

 

★要件・申請についての問合せ 

⇒進学希望先の学校 

１５ 

https://www.syougakukin.net/type/receive/school/daigaku/


保健衛生部 平安山 智子 

 

公共交通機関や商業施設利用や人ごみに出かける際のマスク着用が求められ、みなさんも日ごろから

マスクを利用されていることでしょう。ディスポーザブル（使い捨て）マスクの利用については、誤解

や誤用、感染予防効果を減じる使い方をしている方も見られることから、改めて注意喚起をします。 

感染予防の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康だより》コロナ感染を防ぐマスクの取扱い 

 

文部科学省認可通信教育 

プリーツ（ひだ）が下向きが表！ 

ひも（ゴム）がどちらの面についているかや着色面

に関係ありません。ひだの窪みにチリや飛沫をた

めないためです。 

ノーズフィッター（ワイヤ）がある側が上！ 

オメガ式プリーツ（マスク中央を挟んでひだの向き

が逆転）の場合は、中央が膨らんでいる面が表 

麺 

鼻マスク 

鼻粘膜や咽頭粘

膜へウイルスが感

染するリスクがあ

ります。 

くしゃみで、飛沫を

まき散らすリスク

があります。 

頬とマスクの間にすき間ができて、飛

沫を吸い込んだり、自身のせき・くしゃ

みの飛沫をまき散らします。 

あごや喉に付着したウイルスを、再 

装着時に口に運んでくることになる

し、あごマスクの瞬間は無防備です。 

あごだし 

マスクを一時的に外す 

あごマスク 

マスクを外すときはひも（ゴム）を持って

ください。マスク外側はチリや飛沫が付

着していて汚いです。 

１６ 

正しいマスクの着用 

マスクの内側を重ねるよ

うに２つ折りにしてビニー

ル袋などに保管します。 

市販のマスクケースは新

品を入れる用途です。使

用中のマスクを入れる

と、マスクケースもマスク

内面も汚染されます。 

熱中症予防！ 

 熱中症になると、脱力や

意識混濁で命の危険を回避

できなくなります。 

炎天下や運動時に体調の異

変に気づいたら、周囲２ｍ

に人のいない日陰へ移動

し、マスクを外して休み、

水分補給や 

体熱の放散に 

努めてください。 



本部町は、国内唯一の円錐カルスト地
形の地域として有名なんです！ 
 円錐カルストとは、カルスト地形の一
種で、亜熱帯から熱帯の高温多湿な気候
条件の地域で見られる円錐状の丘陵や岩
山を呼びます。 
 地学の授業では学校敷地内や学校周辺
のカルスト地形の見学をすることもあり
ますので、お楽しみに！ 

 

本部町は１月中旬～２月初旬
にかけて桜が満開になり、 
日本一早いお花見ができること
で有名な町なんです！ 
各地で雪が見られる中での桜の
開花は毎年ニュースでも取り上
げられています。 
１月、２月のスクーリングに参
加する方はぜひご覧あれ！ 

 

地域活動・貢献委員会 平安山 智子 

 

          海水浴が４月～１０月までの半年間楽しめる！ 
 

 

 

 

 

 

 

          円錐
えんすい

カルストで有名！ 

 

 

 

 

 

 

          日本一早いお花見ができる！ 

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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 学校から徒歩１５分で行くことが

できるエメラルドビーチでは 

４月初旬～１０月末まで監視員さん

の安全管理の元、遊泳を楽しむこと

が出来ます。 
真っ白な砂浜で透明度の高いビーチ

に感動すること間違いなし！ 

前期中のスクーリングに参加する予

定の方は、空き時間に沖縄の海を 

ぜひ、満喫して下さいね♪ 



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４年度の高等学校等就学支援金の支給区

分が、令和３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４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４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４年度の高等学校等就学支援金の支給区分が、令和３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 

●宮島学園北海道ファッション専門学校 北海道札幌市北区 

●宮島学園北海道調理師専門学校 北海道札幌市東区 

●宮島学園北海道製菓専門学校 北海道札幌市南区 

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 青森県八戸市 

岩手県 ●クオレア高等学院 岩手県北上市 

秋田県 ●立志塾ＲＩＳＥ 秋田県秋田市 

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 

●インフィニティ国際学院※ 東京都千代田区 

神奈川県 ●カルミア学舎 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 

●慶応ゼミナール高等学院 津田沼校 千葉県習船橋市 

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 ●佐久高等学院 長野県佐久市 

静岡県 
●Leoya Global Academy 高等学院 静岡県富士市 

●ＵＧＯ学院 静岡県湖西市 

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 

●インターナショナル デモクラティックスクール まめの木 兵庫県丹波篠山市 

●社会福祉士事務所 生活サポート 兵庫県尼崎市 

滋賀県 ●湖東七色学園 滋賀県近江八幡市 

奈良県 ●スタディあごら 奈良県香芝市 

「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、オンライン通学等） 

  【学習提携校名】 【住 所】 

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 高知県高知市 

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 

●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 福岡県遠賀郡 

●CANアカデミーin寺子屋福津校 福岡県福津市 

●ＣＡＮアカデミーin寺子屋北九州校 福岡県北九州市 

●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 

全国ブロック 全国 ●サイルビジネス学院高等部※ オンライン通学 

文部科学省認可通信教育 
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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 水 
６月①Ｓ：返送書類必着日 
６月①Ｓ：キャンセル可能〆切（17：30） 

16 木 
６月②Ｓ：ＲＨ必着〆切 

７月①Ｓ：詳細文書発送（14：00） 

2 木 ６月①Ｓ：ＲＨ必着〆切 17 金  

3 金  18 土  

4 土  19 日  

5 日  20 月 ●６月②スクーリング● 

6 月 ●６月①スクーリング● 21 火  

7 火  22 水   

8 水  23 木 慰霊の日（沖縄） 

9 木  24 金  

10 金 
７月①Ｓ：参加申込〆切 
７月②Ｓ：参加申込〆切 

25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 ７月②Ｓ：詳細文書発送（14：00） 

13 月  28 火  

14 火  29 水 

ゆんたく配信 
７月①Ｓ：返送書類必着日 

７月①Ｓ：キャンセル可能〆切（17：30） 

15 水 
６月②Ｓ：返送書類必着日 

６月②Ｓ：キャンセル可能〆切（17：30） 
30 木  

      

※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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