
英心高等学校
学校法人 八木学園

英心専門学校

学びなおし
から始まる
新しい
ストーリー

自

Mirai に出会うJibunに



学びの
根を
張る。

選べる学習システム
教育ニーズの多様化に合わせて 。通信制課程の柔軟性を
最大限に活かし、能力やライフスタイルに合わせた全日型コー
ス、水曜コース、土曜コースが設定されています。

あなたに合った学び
一人ひとりの習熟度に対応したレベル別のクラス分け、そして
柔軟なカリキュラムが組める専門学校を同時に開校しており資
格取得など幅広い力が身につけることができます。

１クラス約２０人の少人数制
少人数制なので生徒と教師の距離が近く、一人ひとりの個性を
重視し、優しくていねいに、生き生きとした学習を進めていき
ます。

できることからはじめよう。

あなたが育てるもの。
それは“個性”という名の実です。

サイズ、カタチ、色。
これから何を吸収するかで

どんな実ができるか変わってきます。

「学びなおし」があなたの「根っこ」を育てます。

英心高校で
芽を出し

大きな木となり
あなただけの花を咲かせ

あなたらしい実をつけましょう。



英心で
学びなおす
➡かなえる

夢をかなえるための学びとは何でしょうか？

学びに向かう力
人間性など

学んだことを人生や
社会に生かそうとする

知識及び技能

実際の社会や
生活で生きて働く

思考力、判断力
表現力など

未知の状況にも
対応できる

英心高校では

挑戦・探究
自立・共創

の文化を通じて
「生きる力=根っこ」を育てます。

新しい
学習指導要領

自 分 の 歩 幅、大 切 に

英心の「学びなおし」は、教科の勉強だけでは
ありません。
自分らしさを見つけたり、人としての魅力を磨
いたり、リーダーシップを養ったり・・・。
あなたの将来が幸せになるための「学び」がた
くさんつまっています。

文部科学省では、それぞれが思い描く幸せを実現するために
必要な力を「生きる力」として下のように定義しています。

学びなおし＝学力向上×個性発見×人間力向上



若者は、誰しも無限の可能性を秘めています。「ひとつ上の自分へと進化したい」とい
う沸々としたマグマのような塊は、誰の心にも宿っています。その内圧を高め、「今の自
分」という、まだ幼さの残る自分の殻を、内側から力強く突き破る時期が高校時代です。
その引き金は、一人ひとり異なります。
そのため英心では、基礎力練成教育カリキュラムの充実、学校行事の多様化、検定挑戦

プログラムの実践など多彩な活動を日常的に組み込み、子どもたちの「ひとつ上の自分へ
と進化したい」をサポートしています。
さあ、英心進学が、君の新しいステージのはじまりです。

学校法人 八木学園
英心高等学校 校長 長田 朗

ひとつ上の自分へ



Jibunに出会う
Miraiに出会う !"#$"%&'()*+,-

Eishinマイチャレンジ
プログラム で自分の強
みを磨こう

進路学習の“自己理解診
断”“適学・適職診断”受
検で自分の性質と能力
を知り、育てていこう

進学ガイダンス、就職
ガイダンス、地元企業
とのプロジェクト型学
習で世の中の“学び”と
“仕事”を知ろう
どんな仕事にでも役に
立つビジネス力をト
レーニングしよう
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あなたらしく生きることが、あなた自身の幸せとなるように
あなたらしく生きることが、あなたの大切な人の幸せとなるように
あなたらしく生きることが、社会のためになるように
そんな宣言書を創ることが、あなたのストーリーを成功に導きます

「私の希望進路宣言書」の作成

フォーサイト手帳

Miraiデザインプログラム
をより効果的に進めるため
本校では「努力が成果につ
ながりやすくなる」手帳を
活用しています。計画→実
行→振り返りのサイクルを
回すことで、よい習慣を身
につけていきます。
※全日型コース

社会人のための
リーダーシップ、
コミュニケー
ション、マナー、マネジメントス
キルなどを学ぶｅラーニングシス
テムを導入しており、卒業後すぐ
「できる」「成果を出せる」人財
になるための学習ができます。個
人のスマートフォンやパソコンで
も視聴ができます。学校でこのシ
ステムを現在導入しているのは英
心高校だけです。
※全日型、水曜、土曜コース

Eishin
マイチャレンジ
英心高校では、一人ひとりが
「自分ごと」としてマイチャレ
ンジを行い、あなたにしかない
価値を発見していきます。年度
末には表彰式もあります。また
外部の大会にノミネートするこ
ともできます。
※全日型コース

✖

✖

進路決定力
Miraiデザインプログラムで身につくのは
「人間力」と「個性輝く能力」です。
進学時や就職時の「志望理由書」「履歴書」
で書き切れないほどのPRをしよう。

34
012

Eishinマイチャレンジ

探究型フィールドスタディ

『locus』は、企業へのフィールドスタ
ディを中心に、事前学習と事後学習を含
む学習プログラムによって、企業のつな
がりや課題解決（イノベーション）を学
ぶことができる高校生を対象にしたオン
ライン学習システムです。
※全日型コース

locus

locus

Smart 
Boarding



２classes
Miraiの

Jibunを創る ２つのクラス

進学探究クラス キャリア探究クラス学びなおしから大学進学 学びなおしから未来創造
まず、５教科の基礎基本を学びなおす
ことで学問の土台を作ります。
そして、探究学習を通じて自分がどん
な学問にマッチしているかを知り、志望
校の資料を取り寄せて合格のための目標
設定を行い、学習計画を立て、セルフマ
ネジメントを行います。同時に、将来社会
でどのように活躍するかを考えることで
「学ぶことの意味」を見出し、学習＝自
分ごととして自走できる３年間を過ご
し、模試で自分の現在地を確認しながら
大学進学を目指します。

豊かな人生をおくるには？
自分と社会とをどうつなげるのか？
モノやコトを「創造する」源泉は、やは
り５教科の基礎基本になります。そして、
「探究学習」を通じて、課題発見力、情報
収集力、分析力、発想力・創造力、表現力、
振り返り力をあなたの力にしていきます。
これらの力は、自分自身の人生と社会を最
適につなげ、知らないうちにあなたを成功
に導いてくれます。
また、実行委員会活動などを行うことで
社会人基礎力を養います。

進学探究クラス キャリア探究クラス

学びの土台を作る
入学からしばらくは「５教科の要点ガ
イド」を使って授業を行います。安心
してじっくりと学問の基礎基本を習得
することができます。この時期に家庭
学習の習慣も身につけます。
※全日型コース

生きる力を育てる
これからの社会で求められるのは
「課題解決力」「創造力」です。豊か
な知識と柔軟なアイデア、深く考えな
がら他者と共創する力を育てます。
1,2年生の「探究学習」で学びます。
※全日型コース

アウトプット力を磨く
希望進路をかなえるためにはPR力が必
要です。そのために「自分と進学先・就
職先がどのようにつながるのか」を理解
し、表現する力が必要です。3年生の
「進路学習」で学びます。
※全日型コース

全日型
コース

●授業形式 一斉授業形式（習熟度別）
●開講曜日 月～金曜日 ６限授業
●開講時間 9:00～15:20
●修業期間 ３年
●服 装 制服

資格取得
学力の土台を創るため、個性を伸ばすために漢
定、英語、情報処理検定などの各種資格取得に力
を入れています。また、福祉教育を通じて介護職
員初任者研修資格取得と併せて豊かな人間性の育
成を行っています。

学びなおす ➡ ➡ ➡ かなえる



Wednesday Course
Miraiの

Jibunを創る 水曜コース／土曜コース

水曜コース 土曜コース
授業は16時から。
中学校の頃に不登校を経験した生徒と、
他校からの転入生が多く通うコースです。
一斉授業と個別ブース学習の２通りがあ
り、安心・安全の恵まれた環境の中で生徒
の自立心を育てます。希望者は全日型への
コース変更も可能で、進路学習を通じて自
分の適正と世の中の学問や職業を知ること
で、大学、専門学校への進学や就職に向け
た取り組みを行います。また、社会人とし
てのマナーやマネジメント力を養うオンラ
イン学習も実施します。

●授業形式 一斉授業形式／ブース形式
●開講曜日 水曜日 午後３限授業
●開講時間 16:00～18:45
●修業期間 ３年「普通科高校卒」資格取得
●服 装 私服

働きながら学ぶ生徒も多く、社会で学ん
だ力を授業に活かしながら楽しく学んでい
ます。生徒同士がともに学び合うコミュニ
ティを支援し、可能性を広げることを応援
しています。一斉授業形式によるスクーリ
ングと、スマートフォンやパソコンで勉強
するメディア授業を併用し、スキルアップを
図りながら放送授業と連動したレポートの
提出と試験で単位認定を行います。水曜
コース同様、進路学習やオンラインでの社
会人基礎力養成授業も行います。

●授業形式 一斉授業形式（メディア授業併用）
●開講曜日 土曜日（月１回）午前３限授業
●開講時間 ９:15～12:00
●修業期間 ３年「普通科高校卒」資格取得
●服 装 私服

水曜コース 土曜コース
授業は午前中。月１回。

「進路達成プログラムじぶん
ごとナビ 」を通じて自己理解
診断を行うことで、あなたが
持っている強みや可能性を
「見える化」します。また、学
問や仕事についてのワークを
通じて自分と社会のエンゲー
ジメントを進めます。
※全日型、水曜、土曜コース

Saturday Course

水曜コースでは、集団生活が苦手な人は個人ブースで自
分のペースに沿って学ぶことができます。

組 番
氏名

じぶんごとナビ
キ
ミ
が
歩
き
た
く
な
る

道
が
見
つ
か
る
！

じぶんごとナビ
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MiraiのJibunは
ここにあります

自分
らしさ

社会の
ニーズ

進 路 学 習



Miraiの
Jibunを創る !"#$%&'()*+

挑戦しないと見えて
こないものは？

discovery
challenge➡
➡

６ヶ月後の目標を決める

３step 計画➡実行➡振り返り

年１回 発表と表彰

チャレンジ例

検定合格

コンテスト応募
文芸、俳句
音楽、デザイン
写真、動画
建築、アイデア

校内活動
学習、部活動
生徒会活動
学校行事
資格取得

ボランティア
各種ボランティ
アへの参加

チャレンジは１年に
２回、
３年間で個性を育てよう。

Challenge

漢字検定
文章力検定
英語検定
数学検定
ワープロ検定

Ｑ：成功の反対は？
成功とは、何か行動をしたからこそできるものなのです。何もしなければ、失敗もしません

が、成功することも絶対あり得ないのです。
ですから、「成功の反対は？」・・・A：「何もしないこと」なのです。
失敗はおそれなくて大丈夫です。 “Fail fast!  Fail often!” (早く失敗せよ、たくさん失敗せよ)

という言葉があります。失敗することから、大切なことが見えてくるのです。
英心高校で「マイチャレンジ 」を通して、チャレンジングマインドを育て、あなたの個性を発

見しましょう。それはあなたにとっての大きな財産になります。

あなたらしさ
あなたの根っこ

挑戦のあとの成長は？ 自信、主体性、共創力

失敗？？ ちがいます

個性



MiraiのJibunと
社会をつなぐ !"#$%&'()

地域×
は「事前学習」「フィールドスタディ」「事後学習」の３つのチャプターで構成されています。事

前学習で学ぶ準備をして、チームで企業訪問をして企業が取り組む社会課題を理解し課題解決をすること
で、MiraiのJibunを考える「チェンジ・メーカー」を育成します。

探究学習

イノベーション思考を育み地域の未来を創るチェンジ・メーカーを創出

「自分にしかできないことは何か？それは社会でどんな価値があるのか？」
高校生のうちにそれを知ることは、将来大きな違いをもたらします。
英心高校では、探究学習の内容を「地域の未来」に置くことにしました。
きっと、あなたにとっても地域社会にとってもWin-Winになることと思います。

STEP1 探究の基礎× 課題設定、情報収集、整理・分析、プレゼンテーションと
いう探究の進め方を、LEGOを使って楽しく学びます。

STEP２ 探究の実践×ҏޫ؍ ブレーンストーミングやフィールドワークなどを用い
て観光客のニーズを考え、観光ルートを作成します。

STEP３ 探究型フィールドスタディ （ローカス）

は地域の未来をテーマに企業から学ぶ探究学習プログラムです。地域の企業でのフィールドスタ
ディ（会社見学）を通して、高校生が自身のキャリアを考えながら、地域や企業のつながりと企業が取り
組む社会課題を知り、地域との関わり方を『自分ごと化』して考えます。就職や進学など将来について幅
広い視野で進路選択ができる力や新たな発想や視点に気づくイノベーション思考を養います。

仮



CAMPUS
CALENDER

Daily Schedule

MiraiのJibunをイメージしよう
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入学式
新入生オリエンテーション
探究学習ガイダンス
生徒会選挙

遠足
部活動登録
探究学習フィールドワーク

三者懇談会
検定試験

体育祭
進路ガイダンス

部活動夏季大会
夏季進学講習

前期中間テスト

前期期末テスト
前期マイチャレンジ終了

前期マイチャレンジ開始

登校・朝SHR

9:159:00
授業

12:45
昼食・昼休み

13:20
授業

15:00
掃除・終礼

15:30
クラブ活動

クラブ終了は17:30

クラス対抗行事
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文化祭

後期マイチャレンジ開始

遠足

locus 校外学習

各種研修
検定試験

後期中間テスト

冬季進学講習

進路公演会
後期期末テスト

卒業式
後期マイチャレンジ表彰

オープンキャンパス

卒業テスト

三者懇談会

オープンキャンパス

修学旅行

黒板アートグランプリ

学問探究

CLUB クラブ活動
運動部 文化部

硬式野球部
卓球部
バレー部
バスケットボール部
ダンスサークル

軽音楽部

文化サークル
ボランティアサークル

※令和３年度
部活動は自由入部制です。

個性発見や人間力向上、そして進路決定の大きな力になります。
積極的にChallengeしてみよう！

生徒会選挙

介護職員初任者研修
資格はキャリア選択
の幅が広がります

情報では論理力と創
造性を育てるプログ
ラミングを学びます

アクティブラーニン
グ型の授業で英会話
もはずみます

国語では学力や生き
る力の土台となる論
理を修得します

生徒による解説など
アクティブラーニン
グを活用しています

運動部 文化部



進路
MiraiのJibunをデザインする !"

同志社大学
國學院大學
京都女子大学
名古屋女子大学
皇學館大学
愛知大学
名城大学
龍谷大学
大谷大学
愛知淑徳大学
人間環境大学
椙山女子学園大学
大阪経済大学
名古屋学院大学

大同大学
名古屋学芸大学
鈴鹿医療科学大学
東洋大学
鈴鹿大学
二松學舍大学
名古屋文理大学
日本福祉大学
天理大学
大阪芸術大学
大阪商業大学
帝塚山大学
愛知東邦大学
みずほ大学

他

三重短期大学
鈴鹿短期大学
高田短期大学
金城大学短期大学部
髙山自動車短期大学

他

日産自動車大学校
名古屋こども専門学校
名古屋ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ専門学校
ﾐｽ・ﾊﾟﾘｴｽﾃﾃｨｯｸ専門学校
ﾋｺ・みずのｼﾞｭｴﾘｰｶﾚｯｼﾞ
名古屋動物専門学校
名古屋医療専門学校

他

日本郵便株式会社
三重交通株式会社
万協製薬(株)
三甲株式会社
(株)赤福
日本通運(株)
(株)タカキタ
(株)日新
(株)エージェック
松阪自動車工業(株)
ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ三重(株)
(株)まるよし
(株)POLA
特別養護老人ﾎｰﾑ
船江保育園

他

四年制大学 短期大学

専門学校

就 職

7474％
100100％進路決定率

進学率

※全日型コース

※全日型コース

英心高等学校ではMiraiデザインプログラムにより、１年次
から卒業後の進路を見据えた学習指導を行っています。
進路講演会や大学説明会、就職説明会の開催、年２回の適性
検査、テキストやフィールドワークを用いた学問・キャリア探
究学習、企業訪問学習などです。
また、社会人基礎力を養ったり、人生のビジョンを考え人間
力を高めるためのeラーニング学習を行うとともに、行事実行
委員やプロジェクト活動を通じて実践力を養います。
さらに、教科学習や資格取得、検定合格、部活動、サークル
活動などすべての日常活動を「進路決定」につなげていきま
す。これが英心高等学校の進路指導の強みです。そしてフォー
サイト手帳を用いて計画を立てて実行し、実績を積み上げてい
くことで進路実現に向けての準備を進めます。



MiraiのJibun
に出会った声 !"#$%&'(

私は中学のときあまり学校に行けませんでし
た。英心高校では、中学のときには感じな
かった「アットホーム」な雰囲気があり、先
生方は親身になってお話を聞いてくれたり、
授業でわからないところがあったら優しく教
えてくれました。また、何でも相談できる友
達が多くいて、そこで得た信頼関係や絆は一
生の財産になりました。私は英心高校で自分
の居場所を見つけ、３年間充実した学校生活
を送り、次のステップに進むことができまし
た。

STORY

森野 結葉 さん

友達は財産4STORY 1
私は中学校の頃は勉強についていけず、それ
が楽しくなくて学校を休みがちになりまし
た。でも英心高校に入学し、英心高校の特徴
である「学びなおし」がすぐできたことに
よって勉強が分かるようになりました。その
おかげで勉強が楽しくなり、毎日学校に行く
ことが楽しくなっていきました。勉強という
不安を乗り越えた私は部活動や生徒会活動に
もチャレンジし、人として成長をすることも
でき、自分の力を活かせる会社に就職するこ
とができました。

山口 周雅 さん

はじまりは学びなおし

STORY2
私は元々勉強が苦手で、入学したときはすご
く不安がありました。でも、英心高校は少人
数制で気軽に先生に相談できる雰囲気があ
り、自分のペースで安心して学べました。ま
た、大変なときや辛いときでも、先生たちが
真剣に私のことを考えてくれてサポートしてく
れました。こうしたおかげで３年間しっかり
学ぶことができ、自分に自信を持てるように
なりました。自分自身を成長させてくれた英
心高校に感謝の気持ちでいっぱいです。

森口 穂香 さん

安心できる環境

STORY3
私は中学のとき勉強が得意ではありませんで
した。しかし、英心高校に入学して勉強が得
意になりました。私が最も成長を感じている
のは論理的思考です。国語の授業を通して論
理力を身につけたことで判断力や問題解決力
が育ち、その結果、入学のときにはほとんど
考えてもいなかった「大学進学」を果たすこ
とができました。学びは自分の未来を拓き
（ひらき）ます。山本 尚摩 さん

進路を拓いた学びの力

STORY5
僕は、入学後いろいろなことを学び、経験
し、そして成長することができました。３年
生…いよいよ受験になりました。不安で不安
で仕方がなかったのですが、先生方の丁寧な
進学サポートにより無事合格することができ
ました。このときの喜びと感謝は一生忘れま
せん。僕は英心高校で最高の３年間を送るこ
とができました。英心高校を考えている中学
生の方、ぜひ英心高校にきてください。そし
て、最高の高校生活を送ってください。

牛場 拓也 さん

最高の時間

STORY6
入学してからすぐに、違う地域から来た人と
友達になりました。その友達とたくさん話し
たり、笑ったりしたことが３年間の高校生活
での一番の思い出です。そんな友達がいたか
ら学校へ行くことも、勉強することも頑張れ
ました。授業では、各教科の学習に加えて、
社会に出てから役に立つ知識や常識、人とし
てのあり方を教わりました。想像を超えて大
きく成長できた３年間でした。

竹内 萌花 さん

想像を超える成長

次はあなたです。

)*+,*-
./0,12*/,314



英心奨学金制度
生徒募集要項

推薦制度

各種制度により、保護者の軽減を目指しま
す。英心奨学金は給付型で返済の必要はあ
りません。

学習意欲があり、自らの可能性の開花
に全力で取り組む成績優秀者を特別待
遇で募集します。
推薦の種類
①校長推薦（内申点３年間3.０以上の生徒）
②自己推薦（国数英の学力考査があります）

定 員・・・若干名

奨学金の額・・・施設設備費・授業料相当額

特別専願制度

定 員・・・若干名

奨学金の額・・・月額 １２,０００円

学習意欲に富み、『学びなおし』学習
により、自分作りに再挑戦しようとい
う強い意志を有する生徒を募集します。

特別プラスワン制度

定 員・・・１０名

奨学金の額・・・月額 ６,０００円

「特別専願」と「県立前期受験」を両
立させる制度。県立前期に合格すれば
県立進学が可能です。

入学の流れ 全日型コース（専願）

推薦 特別専願 ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 一般専願

願書提出／12月13日(月)～16日(木)
①校長推薦
内申３０点以上
②自己推薦
国数英の考査

結果発表／12月23日(木)

入学一時金（入学金・施設整備費）
納入締切 ／ 1月7日(金)

面談（三者）・作文試験／12月20日(月)
作文のテーマ
「感謝したい人」または「将来の夢」
400~600字

県立前期試験 2月2,3日

県立結果発表 2月14日
合→県立 否→英心

合格者登校日／全日型コース 3月23日(水)

全日型ｺｰｽ(併願)水・土ｺｰｽ(専願 /併願）

全日型・水・土併願水・土一般専願

願書提出／12月13日(月)～16日(木)
1月11日(火)～13日(木)

結果発表／1月20日(木)

入学一時金
（入学金・施設整備費）

納入締切/1月28日(金)

面談（三者）・作文試験／
1月17日(月)

作文は全日専願に準じる

合格者登校日／全日型コース 3月23日(水)
水・土コース 3月25日(金)

学力考査・面接(集団)／
1月17日(月)

国・数・英・面接

入学金納入締切／
1月28日(金)

施設設備費納入締切／
3月18日(金)
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国の高等学校の授業料等に対する支援制度。世帯年収
（親権者）で助成額が異なります。親権者一人世帯は
お一人の年収で決定されます。

月額授業料・保護者負担分

入学一時金・保護者負担分

※加算世帯は、助成金（22,500円）が県より本校に支給され次第、返金させていただきます。
※在校生に兄弟がいる場合は、兄弟割が適用されます。

その他の費用 電車通学
バス通学にも
便利

就学支援金制度

駅から徒歩 分

区分 対象 加算・基本助成・助成対象外

入学金 全学共通 45,000円＊

全日型 225,000円（推薦生は免除）

水・土曜 115,000円

施　設

設備費

※上記の「月額授業料・保護者負担分」に加えて「その他の費用」が必要となります。
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