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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

let’s play !
Playfulな学び
Playfulな毎日
学んだことが役に立つ瞬間・・・喜びを感じませんか？
英心高校桔梗が丘校では、楽しく学び、学んだことを楽しく活かし
楽しい毎日が送れるような３年間を用意しています。



共感、安心、信頼

じっくりと
学ぶ

個性から
強みへ
それが自信へ

未来を
デザインする

同じような思いを持った共感しあえる仲間
がいるから‥‥安心できる空間がそこにあ
ります。

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。

「自分が輝く瞬間」それはいつ訪れる
でしょう？ チャレンジし続けると、
自分らしさに出会えます。そして自分
らしさを磨き続けると、誰にも真似で
きないあなただけの「大切なもの」を
得られます。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。Let’s Play!

あなたのための
サポート
「あなたの人生の主役があなたであるように」
あなたに合ったチャレンジをしてもらったり、
アドバイスをしたり…あなたが輝くステージを
共に見つけます。

英心高校桔梗が丘校で…

新しい自分に逢いにいく



教育活動 地域から学ぶ探究SDGs

K I K Y O
2023 
School Guide

自ら課題を設定して、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。探究コースの探究学習ではパ
ラダイムシフト※することで「思考
力」「判断力」「表現力」など見え
る景色や考え方に角度をもたらし
「将来を生きる力」が身につきます。
※ものの見方、考え方を変えること

持続可能な開発目標(SDGs)とは、
2015年9月の国連サミットで採択さ
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。
17のゴールから構成され、地球上の
「誰一人取り残さない」ことを誓っ
ています。SDGsは発展途上国のみ
ならず先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであり、
日本としても積極的に取り組んでい
ます。【外務省HPより抜粋】

名張市やNPO法人赤目四十八滝渓谷
保勝会とのSDGsプロジェクト活動
では、名張市の観光名所赤目四十八
滝で開催される「幽玄の竹あかり」
への出展に向けて、竹材の再利用や
環境保全に向けて実践活動を通して
SDGsを体感しています。
そのほか、英心×名張自動車学校コ
ラボレーションによるドローン操縦
体験会などを行っています。地域の
企業や各種団体と連携し、SDGs17
個の目標達成に向けて自分たちにで
きることから始めようを合言葉に動
き出しています。

英心高校桔梗が丘校の特色は
です

探究学習って？ SDGsって？ 地域から学ぶって？

英心高校桔梗が丘校の生徒全員が「SDGs大学認定カタリスト※」資格取得を目指
し、SDGsの考え方、あり方から具体的な目標達成に向けて、今自分達にできる
ことを探究し、実践していく実学教育を行っています。

※一般社団法人SDGs大学認定トレーナーによる講義、実践

生徒全員がSDGsの認定実践者に

学びなおし ＝学力向上×個性発見×人間力向上
自分のペースで取り組める
ように、ノートパソコン※１

や自分のスマホでオンライ
ン学習を行うことができま
す※2。学習のつまづきを可
視化をするために、学力
チェックを行い、個々にあ
合った学習動画プログラム
を配信しています。また、
対面授業では「５教科の要
点ガイド」を使って、中学
校内容の復習から授業を行
いますので、安心してじっ
くりと自分のペースで学び
なおすことができます。
※１学校より貸与
※２校内Wi-Fi完備

探究SDGsの考えのもとに
「自分ごと化」ができるさ
まざまな実践活動の場を準
備しています。「あなたが
新しい自分に出逢い、どの
ような豊かな人生をおくれ
るのか？」そんなあなただ
けの個性を探究してみませ
んか？

学校内や地域での出逢いなど
新しい出逢いが新しい自分を
創ります。多様な価値観や文
化に触れて、これからの時代
を生きる力を身につけます。
自立すること、共存すること
…人との関わり方からモノの
活用に至るまで、人としての
あり方を大切にしています。

英心の学びなおしの定義は、

「学力向上」
▷教科の学習

「個性発見」
▷自分らしさを見つける

「人間力向上」
▷人間力は、学力・個性
というアプリを動かす
OSをアップデートする

の３つです。

これらをバランスよく学ぶこ
とで、あなたの思い描く未来
が訪れます。
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桔 梗 が 丘 校 に 入 学 し て

登校・HR13:30

Daily Schedule

授業(45分3限)13:45~16:20 清掃・終礼HR
16:20~16:45

中学校の頃は、⼼に雲がかかったような気
持ちでしたが、英⼼⾼校に⼊学して、すご
く晴れやかな気持ちになりました。何をす
るにも「楽しい」という気持ちがあって、
授業も探究学習や遠⾜などの活動も楽しめ
ています。先⽣⽅も温かくサポートしてく
れるので、安⼼して学校⽣活を送れていま
す。

英⼼⾼校には転⼊学をしてきました。
ここでは、友達もできて学校に⾏くの
が楽しいと思えるようになりました。
授業もわかりやすく、先⽣⽅も親⾝に
なって話を聞いてくれたり声かけをし
てくれます。アルバイトとの両⽴もで
きるようになり⽣活リズムが安定して
きました。

学校生活02
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いつ通うの？火曜日と木曜日の週２日の授業があります。土曜日（月１回）に
は特別活動があります。それぞれのペースで学びなおしができる

ように、月、水、金曜日も「学びなおしゼミ」として個別学習室の開放、教科学習の個別指導、
探究プログラムなどにも自由に登校することができます。
火・木曜日 13:30-16:45
土曜日（月1回） 13:30-16:45 ※活動内容により変動
月・水・金曜日 11:00-16:45 ※活動内容により変動 服装は？

自由服で登校できます。
伊勢本校の制服をご希望の方は
購入することもできます。

時間割/授業スタイルは？
■火曜日と木曜日は、学年ごとに教室で対面型の一斉授業を受けます。1限～3限までの授業と清掃活動、終礼などのHR活動を行います。
■授業では、講義と並行してペアワークやグループワークを行います。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。
■授業でわからなかったところもオンライン学習で復習動画を見たり学びなおしゼミで個別指導を受けることができるので安心して学ぶ
ことができます。
■土曜日は特別活動です。ドローン操縦体験やぶどう狩りなど名張市内の企業の方々や地域の方々とコラボレーションしてソーシャル
スキルの向上を目指します。
■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オンライン学習（学校でも自宅でも学習可）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、普通科高校卒業資格を取得できます。

※英心高等学校は、学校教育法第一条に定められた高等学校です。英心高等学校の卒業資格は、就職活動や大学受験、国家公務員試験・地方公務員試験、その他各種国家資
格取得の際も全日制高等学校の卒業資格と全く同様に扱われます。

Interview LifeK I K Y O

岡本由聖さん 久米美彩貴さん

時間帯 月 火 水 木 金 土

11:00～
12:30

【個別学習】
ノートパソコ
ンでの動画学
習（スタディ
サプリ）

【プロジェク
ト活動】
実行委員会の
企画会議など
の実習

【個別学習】
資格検定学習

【プロジェク
ト活動】
探究活動など
の実習

【個別学習】
チェックテス
トで判定が出
た苦手分野の
復習（スタ
ディサプリ）

12:30～
13:30 昼食：校舎内 昼食：校舎内 昼食：校舎内 昼食：校舎内 昼食：校舎内

13:30～ SHR SHR
13:45～ 現代の国語 論理表現Ⅰ
14:40～ 数学Ⅰ 科学と人間生活
15:35～ 地理総合 音楽
16:20～
16:45 清掃/終礼 清掃/終礼

学びなおしゼ
ミ教科担当者
による５教科
復習個別学習

時　間　割　例

プロジェクト
活動
園芸、料理、
奉仕活動など
の個性発掘活
動

特別活動
（月１回）
SDGs探究
ドローン操縦
など

プロジェクト
活動
園芸、料理、
奉仕活動など
の個性発掘活
動

の部分が必修時間割青 の部分が自分で選べる時間割黄色



未来デザイン
プログラム

学びなおしのその先へ…

自分を
知る

進路決定

社会を
知る

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

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

伊勢本校の進路実績

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。

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
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未来をデザインするにはまず自分を
知ることから。探究学習を通じて自
分の良さを見つけましょう。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うことがで
きます。自分の成長記録をポート
フォリオとして残すことで、成長を
可視化でき、自信につながります。

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。地域とつながったり、職業
について学んだり、SDGsの資格取得
をしたり、社会人基礎力研修を受け
たりなどを通じてワクワクする場所
を見つけましょう。

進路決定は
自分と社会の

エンゲージメント

小４～大学入試までの幅広い範囲の
学習動画を観ることができ、学びな
おし、理解度チェックテスト、個別
の復習用動画配信など学習サポート
として活用しています。他にも、
ポートフォリオ、進路学習、学校連
絡配信など総合的に活用しています。

目指す自分になるために必要なこと。
それは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。

社会人のためのリーダーシップ、
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。

チャレンジによる自己変革

進路

そして…あなたがデザインしたPlayfulな未来へ



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17日(火)～19日(木)

学力考査・集団面接
／1月23日(月)
国・数・英・面接

入学一時金（入学金・施設整備費）
納入締切 ／ 2月３日(金)

面談（三者）・作文試験／1月23日(月)
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2３日(木)

結果発表／1月26日(木)

入学金納入締切／
2月３日(金)

施設整備費納入
締切／３月２０日(月)

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

併願

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
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桔梗が丘駅

英心高等学校 桔梗が丘校
〒518-0621 名張市桔梗が丘1番町5街区13番地
TEL0595-41-1267 Fax 0595-41-1266
https://www.eishin-hs.ed.jp

R165

←奈良

津→

ホテル
ルートイン名張

百五銀⾏
桔梗が丘⽀店 郵便局

桔梗が丘
市⺠センター

Access

英心高校 桔梗が丘校

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

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

K I K Y O

英心高校
桔梗が丘校


