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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。その引き金は、一人ひ

とり異なります。

そのため英心高校では、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

今の自分から
ひとつ上の自分へ
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人生を変える学びをしよう
わたしたちをとり巻くセカイの知識を得たり、ものの考え方・

解決の仕方・アイデアの生み出し方を身につけることで未来が変
わると思いませんか？
５教科の基礎を学びなおすことで、高校内容の勉強が理解でき

るようになります。さらに、探究的な学びを通じて新しい知見を
創造する未来型の学びを行います。
これらの学びは、きっとあなたの未来を変えるはずです。

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」を使って中学校内容復習の授業
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。
※全日型コース

教科の要点ガイド

英心高校の授業は、多くの教科が「生きる力」につながる、応用性のある学
習を目指しています。例えば、国語では論理的読解力をつけることで日常
のコミュニケーション力に還元できる学力を養います。英語は基礎的な単
語・文法学習、併せて音読活動をメインに行って「基本的な英会話」が自
然にできる取り組みを行っています。社会では、問題提起となる動画視聴

を起点にして、感じ、考え、ディスカッションしながら解決策を見出す授業
を行なっています。理科では、身近な現象や物質からその規則性を探究するこ

とで自然に興味を持つことを目指しています。「教科書を学ぶ学習」から「教科書
で学ぶ学習」・・・そして「人生を変える学び」へ。これが英心高校の勉強です。

学びなおし＝



学力向上×個性発見×人間力向上

英心高校では、これらすべてを「学びなおし」といっています

いろんなチャレンジ
をすることも大歓迎
です。自分が輝く瞬
間を見つけましょ
う。それがあなただ
けの「個性」＝「と
ても大事なもの」で
す。何が見つかるで
しょう？

さあ
人生を変える学びを
はじめよう

あたらしい出会いがあたらしい自分を育てます。
豊かな人間力とリーダーシップを育てましょう。
すると個性もさらに磨かれていきます。

1 学力向上 2 個性発見

3 人間力向上

挑戦
そこからすべてが
はじまります
あきらめからは
何も生まれない

自立
自分の生き方を
自分で決める力です
人生のクリエイターは
あなたです

探究
ワクワク・モヤモヤ
から探索と追究が
はじまります
そこからの学びは
あなたの未来を創ります

共創
みんなの才能を
集めたら…
きっと「集合天才」に
なって、予想を超える
結果がやってくる



SYSTEM

県内各地から生徒が集まる
英心高校は多様性にあふれて
います。グローバルな環境で
は、いろんなものの見方が育
ちます。一人ひとりの価値や
存在を大切に考えるようにな
ります。
安心してあなたのペースで、

あなたなりにスタートしてく
ださい。それをみんなが応援
しています。

安心できる環境で

自分らしく

１クラス２０人の少人
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
し優しくていねいな教育ができ、生き生
きとした学習を進めていくことができま

す。

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を

身につけることができます。。

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、土曜コースを

設定しています。

選べる学習
システム

あなたに
合った学び

１クラス
約20人

環
境
が
、

人
を

創
る
。

３つのコース
２つのクラス



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、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ため自分と社会とをど
うつなげるのか？ モノやコトを「創造す
る」源泉は、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。

全日型コースSYSTEM

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

進路につながる資格取得

学力の土台を創るため、個性を伸ば
すために漢定、英検、数検、生物検
定、世界遺産検定、情報処理検定、
ホスピタリティコーディネータなどの
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。

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学習者を育て
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。

05
全日型コース
進学探究クラス

全日型コース
キャリア探究クラス

水曜コース

水曜コースSYSTEM

授業形式 一斉授業形式／個別形式
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

土曜コースSYSTEM

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

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。

土曜コース

放課後学習

学びを深めたい、進学をしたいとい
う生徒に向けての勉強会です。国語
は「読解力、文章表現力向上」に向
けて、社会は「時事問題の自分ごと
化」、理科は「実験を通して科学的
な見方や考え方」を養うことに取り
組んでいます。

全日型
コース

EISHIN 
HIGH SCHOOL

COURSE/CLASS

水曜/土曜
コース

EISHIN 
HIGH SCHOOL

３つのコース
２つのクラス

※全日型コース



STRATEGY
今の自分を

超えるために・・・

それが探究学習です

探究
未来は予測不能です。そこで、求められるのは「課題解決力」です。

探究学習では、思考、判断、表現を通じて「答えのない問い」を

どう解決するかの力を養います。
探究学習って？

PLAYFULな学びを

システム思考×デザイン思考
何かの問題を抱えたとき、私たちはつい
つい目の前の物事に注目してしまいま
す。でも、問題はいろんなことが関係し
合っていることがほとんどです。そこ
で、その関連をひとつの「システム」と
して捉えて解決策を探す考え方が有効に
なります。この論理的な思考法をシステ
ム思考といいます。左脳思考ともいわれ
ます。

左脳思考だけではうまく解決できない問
題もあります。そういうときはデザイン
思考が有効です。美術・広告・服飾・建
築業界で活用されるデザイナー的な発想
法です。AppleやGoogleなど日々イノ
ベーションを生み出す企業で活用されて
います。センスやひらめきが求められ、
右脳思考ともいわれます。

探究学習で育つ

英心高校の探究学習は
徹底的に面白がり続ける

学びの中で
新たな価値を生み出す
学習者を創ります
PLAYFULな学びで

今の自分を超えていこう



頭と手を使い、論理とセン
スの両方を使って、テーマ解
決に向けて楽しく学びます。
自分を表現したり、チーム

で協力したり、プレゼンテー
ションをしたりと、LEGOに
は探究学習の基礎がたくさん
詰まっています。 ※本校
のレゴブロックインストラク ターが
コンテンツデザインしています

01LEGO
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SDGs
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Content   01

Content 03 Content 04

Content 05

地域の魅力を探究し、
フィールドワークに出かけ、
ココロを動かしながら観光客
のニーズを捉えて観光ルート
マップを作ります。
魅力発見力に加えて写真や

デザイン、コピーライティン
グ、文章作成など幅広い力が
身に付きます。

スマホを使って、写真撮影
に必要な基礎的スキルや枠に
とらわれない視点の持ち方を
学び、学校行事のポスターや
カレンダーを作成します。新
しい魅力に満ちた表現力を身
につけることは、生活のいろ
んな場面での問題解決に役立
ちます。

SDGsは国連で採択された
「2030年までに持続可能でよ
りよい世界を目指す国際目
標」です。「EISHIN SDGs自
分ごと化プログラム※」で自分
の幸せと世界の幸せをつなぐ
ことにより、卒業後の進路も
自ずと見えてきます。
※本校の 認定エ

デュケーターがデザイン

探 究 学 習 で 自 分 を 発 見
未 来 を 発 見

英心高校の探究発表は「SDGs QUEST みらい甲子園
東海エリア大会」のファイナリストに選ばれました。

COPYWRITEContent 02

写真や絵を観て、「伝え
る」ための短いコトバをつけ
ます。広告宣伝のための技術
ですが、人間の心理を理解し
て読み手に行動を促す技術を
磨くことで、魅力あるコミュ
ニケーション力（判断力、思
考力、表現力、発信力）が育
ちます。

02

03

ジブンパンフレットContent 06

自分探究やSDGsプログラ
ムを通じて、自分の強みや実
績、可能性を活かして貢献で
きる未来のステージを探究し
ます。そして、企業や大学な
どに自分をアピールする「あ
なたのパンフレット」を創り
ます。これが「進路宣言書」
となり、志望理由書や面接試
験での強い味方になります。

じつは大学進学に、とても有効なんです

左の図は令和２年度の私立大学受験方法の割合を示したグラフです。
教科のテストを受ける「一般選抜（43.３％）」よりも、グループディスカッ
ションやプレゼンテーション、小論文のパフォーマンス課題で受験する学校
推薦型選抜・総合型選抜（計56.5%）の方が、近年多くなっています。
入試にあたり、研究機関である大学は探究学習を通じて学力の三要素の一

つである「学びに向かう力、人間性」を持った生徒を重視していることがわ
かります。
未来を動かす学習者を育てる「探究学習」は、大学進学において決定的な

強みになります。文部科学省大学入試室調べ

06



未来デザインプログラム
あなたらしく生きることが、あなた自身の幸せになるように
あなたらしく生きることが、あなたの大切な人の幸せになるように
あなたらしく生きることが、社会のため地球のためになるように

あなたは“未来のデザイナー”です

!"#$%

未来をデザインするにはまず自分を
知ることから。Eishinマイチャレン
ジやいろんな活動を通じて夢中にな
れるものを見つけよう。自己診断
ツールなどで自分では見えていな
かった自分の良さと出会おう。

自分らしさを活かすフィールドを知
ることは、未来デザインには欠かせ
ません。職業ガイダンスやSDGsの
学習、そしてビジネス研修などを通
じてワクワクする場所を見つけよう。

ジブンカタログは、進路宣言であ
り、あなたの進む方向を指し示す
「コンパス」です。コンパスさえあ
れば、どんな旅でも迷うことはあり
ません。

未来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。
３年後、進学や就職で「志望理由書」「履歴書」に書き切れないほどのあなた
の良さがPRできます。

プログラム
の
成果
EISHIN 

HIGH SCHOOL

PROGRAM

【自己探究】 【世の中探究】

学びなおしのその先へ…
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01
自分の個性を見つ
けるため「マイ

チャレンジ」という取り組みを前期・後期とも
に行います。何もしなければ、失敗もしないか
わりに成功することはありえません。 「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。学期ごとにプレゼンテーションを
行い、学年末には表彰もあります。

01

マイチャレンジ

プロジェクト活動

マネジメント力進路プログラム放課後ゼミ

自己理解

ビジネススキル

個性を強みに変
えるには経験が

必要です【個性×経験＝強み】。英心高校では
学校行事やさまざまな取り組みをプロジェクト
化し、チームで目的を共有してゴールに向かっ
て活動します。それぞれの個性を活かし合う活
動の中で、自分の強みを見える化していきま
す。

本当の自分の良さに、あなたはま
だ気づいていないかもしれませ
ん。各種のアセスメントやマイン
ドマップなどの自己分析を行うこ
とで自分では見えていなかった能
力に気づくことができます。自分
の良さをたくさん見つけましょ
う。

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」「効
果を出せる」人財になるための学
習ができます。個人のPCやスマホ
でも視聴できます。

目標を見つけたなら、それをかなえていきましょ
う。そのために必要なのがセルフマネジメント力で
す。目標に対する計画を立てて、自分で行動し、振
り返る力のことです。学生向けビジネス手帳
「フォーサイト」を使っていくうちに、自然と習慣
化されていきます。

学力の三要素「知識・技能」「思考力・判断
力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」
をさらに身につけ、未来の可能性を広げます。
教科の学習だけでなく、各種コンテストチャレ
ンジに向けての探究学習に取り組みます。

「進路達成プログラムじぶんごとナビ」で世の中の学
問や職業を調べ、パンフレットを取り寄せ、進路先の
探究を行います。また、自己理解診断で自分がどんな
進路に向いているのか、自分が希望している進路先と
のマッチングはどうなのかを知ることができます。

01

02

04 05

06 07
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CLUB

部活度は自由入部制です。
人間力を育てたり、知性
や感性を磨くことができ
ます。
積極的にチャレンジして
みよう。

自
分
ら
し
い
時
間
を

令和４年度 部活動
野球部 バレーボール部 卓球部 軽音楽部 文芸部

上記の部活動の他に、２～３ヶ月単位で活動するサークル活動（運動系、文化系）もあります



人生を変える経験

私は野球部でキャプテンを務めました。そのと
き、監督から「みんなが輝ける場所をつくる」
「全員がエースで主役」ということを学びまし
た。私は一人ひとりの意見に耳を傾け寄り添い、
そしてその声に応えるために実行しました。野球
部で学んだことを活かし、生徒会長として「みん
なにとって楽しい学校」を創るための活動もしま
した。リーダーシップを学ぶことができた部活動
は、私にとってまさに人生を変える貴重な経験で
した。

令和３年度卒業
松葉 和希さん

相手の大切なことを
自分も大切にする

平成３0年度卒業
田中 美有さん

野球部のマネージャーだった私が大切にしていた
ことは「選手との信頼関係」です。「信頼」とい
う目に見えないものが、選手の不調や悩みに気づ
かせてくれました。そして、私がアクションを起
こすことで、良いプレーが戻り、チームワークが
向上するのを実感しました。「チームで動く」と
いう経験は、大学のオープンキャンパス実行委員
として活動するときに大いに役立ちました。
信頼関係を築くために、「相手が何を大切にして
いるのか？」その声に耳を傾けるのが一番です。

本当の自分に出会えた場所 令和３年度卒業
早田 珠衣さん

!"#
$%&'()

部活動
で

得るもの
EISHIN 

HIGH SCHOOL

私はダンスが好きで、友人と一緒にダンス部を立ち上
げ、文化祭で踊ったり、ダンスの西日本大会に出場した
り、テレビのダンス企画に応募したりしました。これら
の経験で自信がつき、クラス委員もすることができまし
た。実は、高校に入学するまでは自分から進んで物事を
行うタイプではありませんでした。英心高校は、先生と
の距離も近く、先輩や後輩とも仲がよいため部活動でも
「本当の自分」が出しやすく、自然に積極的・主体的な
考えと行動が身について行きました。この成長のおかげ
で、希望している進路に進むための力がついたと思いま
す。
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4
APRIL

5
MAY

6
JUNE

7
JULY

9
SEPTEMBER

入学式
新入生オリエンテーション（鳥羽市）
進路探究ガイダンス
生徒会前期選挙

遠足（おかげ横丁・内宮）
探究学習フィールドワーク（伊勢市周辺・外宮）

前期マイチャレンジ開始
スマートボーディング リーダーシップ講座

体育祭（スポーツの杜伊勢）
進路ガイダンス（大学・専門学校・企業）
探究発表会（各クラス）
前期中間テスト

三者懇談会
検定試験

クラス対抗行事
夏期学びなおし講習

部活動夏季大会
登校日（全日型コース）
夏期進学講習

前期マイチャレンジプレゼン（クラス）
前期期末テスト

9:15 授業（午前４限）9:00 登校・SHR 12:45 昼食・昼休み

8
AUGUST

前期
4月～9月

EISHIN 
HIGH SCHOOL

※全日制コース

Daily Schedule
ACCESS
伊勢市駅から
徒歩３分

未来をイメージしてみよう



後期
10月～3月

EISHIN 
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10
OCTOBER

12
DECEMBER

2
FEBRUARY

11
NOVEMBER

1
JANUARY

3
MARCH

後期マイチャレンジ開始
オープンキャンパス
生徒会後期選挙
探究学習フィールドワーク（地域社会）

文化祭
修学旅行（２年生）

遠足（志摩スペイン村/ナガシマスパーランド）

後期中間テスト
オープンキャンパス
冬期講習

検定試験
各種研修講座

卒業テスト（３年生）

進路説明会
後期期末テスト
探究学習進級制作

卒業式
後期マイチャレンジ表彰

マイチャレンジプレゼンテーション
三者懇談会

英心高校は前期/後期の２学期制を導入しています。
３学期制に比べて授業日数が多く取れるため、じっ
くりと学べるカリキュラムを組むことができます。
時間に余裕を持ち、ロングスパンでいろんなことに
取り組めるところがメリットです。

13:20 授業（午後２限） 15:00 清掃・終礼 15:30 放課後

【放課後はそれぞれのスクールライフに合わせて】
部活動に加入して興味のあることに打ち込んだり…
学びを深めるために放課後ゼミに参加をしたり…
学校に貢献するために、生徒会活動や実行委員会活動
に参加したり…

夢中になれる活動があなたをアップデートしていきます
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PATH～進路～

そして、あなたがデザインした未来へ…
マイチャレンジ、学びなおしからはじまり
自分の手で未来デザインをしたあなたは
無限の可能性を手に入れました。

英心高校では未来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。

たとえ「個性（自分らしさ）」を発見しても、磨かない

ことには自分の力になりません。自分の力になった個性の

ことを「強み」といいます。

教科学習や資格取得、検定合格、部活動、そしてマイ

チャレンジで見つけた個性を強みに変えるいろいろな

フィールドを用意しています。これらの活動で、個性を強

みに進化させ、進路決定につなげていきます。

行事実行委員やプロジェクト活動、ボランティア活動で

は社会人基礎力を養います。同時に、eラーニング学習に

より、リーダーシップやチームワークの知識・スキルを学

ぶことで、各活動で成果を上げられるようになります。ま

た、内面を見つめ、自分の価値を見出したり、人生のビ

ジョンを考えたり人格教育を行います。

一方で、進路講演会や大学説明会・就職説明会の開催、

適性検査や自己診断、進路探究学習など進路実現に向けて

の準備を進めます。

個性を強みに変え、自分と社会のエンゲージメントを進

めるのが英心高等学校の進路指導の強みです。

100
100％希望進学校合格率

※全日型コース

個性を強みに進路指導

EISHIN 
HIGH SCHOOL



同志社大学
近畿大学
龍谷大学
國學院大學
明治学院大学
二松學舍大学
日本大学
東洋大学

中京大学
名古屋女子大学
愛知大学
名城大学

大谷大学
名古屋学院大学
愛知東邦大学
大同大学
名古屋学芸大学

名古屋文理大学

三重短期大学
鈴鹿大学短期大学部
高田短期大学
金城大学短期大学部

髙山自動車短期大学

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
ユマニテク医療福祉大学校

中部ﾗｲﾃｸﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
名古屋ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
名古屋ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾘｿﾞｰﾄ専門学校
ﾊﾞﾝﾀﾝｸﾘｴｲﾀｰｱｶﾃﾞﾐｰ

HAL名古屋専門学校

STUDY

CLUB

FRIEND CHALLENGE

PASSION

LEADERSHIP

ART
そして,また新しい世界へ

日本福祉大学
愛知淑徳大学
椙山女子学園大学
みずほ大学

大阪経済大学
大阪芸術大学
大阪商業大学
京都女子大学

天理大学
帝塚山大学
岡山理科大学
皇學館大学

四日市大学
鈴鹿大学
鈴鹿医療科大学
新潟産業大学
サイバー大学

合格実績

EISHIN 
HIGH SCHOOL

自分は勉強も人間関係も上手くいくのか不安でした。し
かし、学び直しを通して苦手の数学も少しずつ解けるよ
うになり、色んな人と仲良くすることもでき、自信がつ
いていきました。その後、実行委員を経験したりボラン
ティアサークルを作り部長になるなど、入学時の自分か
らは想像できないような成長を果たしました。自分で行
動することからすべてが始まるということを学んだ３年
間でした。

私は自分の思いを行動に移すことが出来ないまま過ごし
てきました。ですが、英心高校に入学して好きなことを
して楽しんでいる先輩達を見て、自分もいろんなことに
挑戦してみようという気持ちが強くなってきました。踊
ることが好きな友達と一緒にダンスサークルを立ち上げ、
コンテストに出場したり、テレビ番組の企画に応募した
り忘れられない一生の思い出が出来ました。私にとって
英心高校とは「夢を実現させることが出来る学校」です。

自分らしく生きる～夢の実現
早田 珠衣さん

すべては自分から始まる
髙橋 陽治郎さん

チャレンジによる自己変革
松本 珠季さん

私は英心高校に入学してからさまざまなことにチャレン
ジすることができました。英語検定や漢字検定などを取
得するなど学業で成果を上げることができました。生徒
会選挙管理委員長としては、市の選挙管理委員会やテレ
ビ局、新聞社の方、地域の方と共創することができたの
で人とのコミュニケーションの取り方やいろんな考え方
を学ぶことができました。このような経験は自分を大き
く成長させ進路決定に向けて大きな力になりました。

学ぶ目的が見つかる学校
石井 佐季さん

私は高校1年生のとき、当時通っていた学校へ通えなく
なり英心高校に転校しました。当初は通い続けられるか
心配があったのですが、友達もすぐにでき、英心高校の
あたたかい雰囲気の中で学ぶうちに勉強したいことが見
つかりました。高校3年生になり、受験が始まったとき
も先生が一緒に考え、手助けしてくれたおかげで進路も
決定し、卒業することも出来ました。英心高校で高校生
活を送れてとても良かったです。

新たな自分の構築
岡部 大佑さん

私は中学時代に学校に馴染めず不登校を経験しました。
しかし、英心高校に入学し毎日を送る中で、自身を変え
たいと思うようになりました。そこで部活動や検定試験
に切磋琢磨していくことを目標に定め、日々奮闘しまし
た。私は心身共に成長し、進路決定の際の大きな決め手
となりました。皆さんも英心高校で様々なことに挑んで
ください。卒業時には、積み重ねてきたすべての経験と
時間がかけがえのない存在になるに違いありません。

私は中学生の頃、周りの環境に合わず不登校になってし
まいましたが、英心高校はそのような生徒を優しく迎え
入れてくれます。工夫の施された授業によって勉強の道
筋を見つけることができ、様々な資格を取得し受験を有
利に進めることができました。もしあなたが英心高校へ
の入学を考えているのであれば、焦らずゆっくり、しか
し確実に一歩ずつ自分の道を踏みしめて頑張ってくださ
い。

確実な一歩を踏みしめて
松元 直也さん

私は高校1年生の12月に英心高校に転校しました。英心
高校の先生方は親身に相談にのってくださり、様々なこ
とにチャレンジする機会を与えてくださいました。先生
方の協力のもと、私はダンスサークルやバスケットボー
ル部の立ち上げという大きなプロジェクトにも携わるこ
とができ、自らのリーダーシップを大きく成長させるこ
とができました。安心してチャレンジできる環境で自分
らしさを見つけて磨いてください。

リーダーシップを磨く
加藤 太玖己さん

中学生のとき、私は自分のペースで歩むことができず、
うまく通うことができませんでした。そして将来の不安
を抱えたまま英心に入学しました。英心は私の学校に対
するイメージを覆しました。先生方はフランクで信頼で
き、同級生たちとも色々なチャレンジができました。私
はいろんな人の支えで大学進学が叶いました。皆さんも
英心でなら自分なりの歩き方で歩いていけると思いま
す。始めてみましょう！あなただけの物語を。この英心
で。

あなただけのストーリーを
濱口 大知さん

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

卒
業
生
メ
ッ
セ
ー
ジ



英心奨学金制度

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・・・３０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。

推薦 特別専願 ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 一般専願

願書提出／12月12日(月)～15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22日(木)

入学一時金（入学金・施設整備費）
納入締切 ／ 1月6日(金)

面談（三者）・作文試験／12月19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22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12日(月)～15日(木)
1月10日(火)～12日(木)

結果発表／1月19日(木)

入学一時金
（入学金・施設整備費）

納入締切/1月27日(金)

面談（三者）・作文試験／
1月16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22日(水)
水・土コース 3月24日(金)

学力考査・面接(集団)／
1月16日(月)

国・数・英・面接

入学金納入締切／
1月27日(金)

施設設備費納入締切／
3月20日(月)

Information～生徒募集要項～09#
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入学の流れ 全日型コース（専願）
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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

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。

View
体育館

View
本校舎

View
情報棟

3駅から徒歩 分
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〒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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