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Joy!

英心だからできる
学びなおし

安心して
仲間とともに
歩んでみよう

わかる楽しさ
つながるよろこび

「楽しもう 私の毎日」

できることからはじめよう

自分の歩幅大切に



学びながら
好きな時間を
過ごしたい。

誰かと
出会い、
つながりたい。

自分に合った
学びをしたい。

自信を持って
毎日を
送りたい。

そしていつかは
見つけたい。

Enjoy My School Life
新しい英心はあなたを待っています。

週２日だからやりたいことを両立させ
有意義な学校生活が送れます

同じような思いを持った仲間がいるから
きっと共感しあえます

少人数学級だから落ち着いた、行き届
いた環境で学べます
動画学習によって自分のペースで学び
なおしができます
探究学習では興味のあることをテーマ
にして学ぶことができます

それぞれの個性を認め合うスクール
ライフだから、自分らしさが輝きます

学びなおしからはじまる楽しい毎日は、
きっとあなたの中に眠る「未来」をカタチ
にするはずです



Learning
Contents 教育活動
探究学習って？
自らで課題を設定して、課題解決に向けて情報を収集・
整理・分析したり、グループで協働する学習活動のこと
です。 探究学習では、「思考力」「判断力」「表現
力」など、「将来を生きる力」が身につきます。

何を探究する？
みなさんは、ひとりひとりが「大切な存在」です。あなたの良さを自分の目で見えるよう
にすることで、あなたが世の中でどんな役割を果たすのかが見えてきます。
英心高校桔梗が丘校では、３年間かけて【３つの探究】を行い「あなたが自分らしく輝く
ことでどのように豊かな人生をおくれるのか？」「どのように地域や地球の役に立てるの
か？」の答えを見つけていきます。

1.進路探究
「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。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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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
「 」
を使って、卒業後社会に
求められる「人間力」と
「社会人基礎力」を育て
ます。

2.SDGs 3.地域

SGDsとはSustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）のことで、2015年の
国連サミットで採択された、よりよい世界を
目指すために2030年までに達成するべき17
の目標です。JTB のコンテンツ「SDGs 
School」でSDGsを学ぶことで、あなたと世
界とのつながり、そして地球とともにどう生
きていくのかを考えます。

地域が発展するために、わたしたちにできる
ことはなんでしょうか？進路探究やSDGsの
探究、そして地域の方との交流を通じてイン
プットした知識や経験を活かして取り組みま
す。地域の魅力・課題を探り、アイデアを生
み出し、そして実際にそれを試してみること
でしなやかな生きる力が育ちます。



School
Life 学校生活
いつ通うの？
火曜日と木曜日の週２回、授業があります。また、土曜日
（月１回）には特別活動があります。

火・木曜日 13:30～17:00
土曜日（月１回）13:30～15:00

服装は？

時間割と授業スタイルは？
火曜日、木曜日は「対面授業」 や「モニタ授業」 、そし
て「芸術」「体育」の日があります。
対面授業の日は、講義と並行してペアワークやグループ
ワークも行いながら授業を進めていきます。徐々に慣れな
がら進めていきますので無理なく協働できます。
モニタ授業の日は、授業動画や伊勢本校からの中継授業を
見て学びます。
芸術の日や体育の日は、３限連続で集中して取り組みます。
３限連続の授業を行うことで有意義な成長を目指します。
１～３限の授業後は、４限目に探究学習を行います。
土曜日は、特別活動です。遠足やぶどう狩り、そして調理
実習、また地域の方と一緒に俳句づくりを行う予定です。
授業スタイルは一斉授業が基本です。集団活動にまだ慣れ
ていない人はまず個別学習からスタートし、少しずつ一斉
授業に慣らしていただけます。スクーリング（登校）と、
スマートフォンやパソコンで勉強するメディア授業（自宅
学習）を併用することで負担なく効率的、効果的に卒業に
向けて学習できます。卒業すると普通科高校卒資格を取得
できます。

登校・HR13:30

制服はなく、自由服で登校できます。

Daily Schedule

授業(45分3限)13:45
~16:20

探究・終礼HR16:20
~17:00



Education
Policy 教育理念
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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。
そのため英心では、ゆったりとした柔軟なカリキュラム設計を背景に、基礎力錬成教

育（学びなおし）の充実、特別活動の多様化、進路探究の実践による生きる力の定着な
ど、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

校 長 挨 拶



英心奨学金制度
保護者の負担軽減を目指します。英心奨学
金は給付型で返済の必要はありません。
特別専願制度で合格された方が対象です。

入学の流れ（専願/併願）
特別専願 一般専願

願書提出／1月18日(火)～20日(木)

学力考査・集団面接
／1月22日(土)
国・数・英・面接

入学一時金（入学金・施設整備費）
納入締切 ／ 2月4日(金)

面談（三者）・作文試験／1月22日(土)
作文のテーマ
「感謝したい人」または「将来の夢」
400~600字

合格者登校日 3月24日(木)

併願

結果発表／1月26日(水)

入学金納入締切／
2月4日(金)

施設設備費納入
締切／３月1８日(金)

国の高等学校の授業料等に対する支援制度の対象校です。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

就学支援金制度

その他の費用

入学金・保護者負担分

Application
information 生徒募集要項

特別専願制度

定 員・・・２０名

奨学金の額・・・ １１０,０００円
施設整備費が減額されます。

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。

コース 探究コース

諸費（月額） 6,000円

教育充実費（月額） 5,000円

ICT環境利用費（月額） 5,000円

テキスト教材費（４月） 約23,000円

入学検定料（願書提出時） 12,000円



桔梗が丘駅

0120-36-6789

英心高等学校 桔梗が丘校開校事務局
〒516-0009 三重県伊勢市河崎1-3-25
Tel 0596-28-2077 Fax 0596-23-9811
https://www.eishin-hs.ed.jp
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桔梗が丘
市⺠センター

Access
英心高校 桔梗が丘校

英心高校 伊勢本校

自動車で

津市内から 約60分
伊賀市街から 約25分

桜井市内から 約50分

電車で

津駅から桔梗が丘駅まで 約60分
伊賀上野駅から桔梗が丘駅まで 約45分

近鉄桔梗が丘駅から
徒歩で10分

伊賀神戸駅から桔梗が丘駅まで 6分

伊勢市駅から
徒歩で3分

英心高校
桔梗が丘校

桜井駅から桔梗が丘駅まで 約30分
大和八木駅から桔梗が丘駅まで 約40分

青山町内から 約15分

橿原市内から 約60分


