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豊橋市立豊橋高等学校のブースについて 

豊橋高校のブースは２階の第１会議室になります。（詳しくは会場全体図をご

覧いただくか、お近くのスタッフにお尋ねください） 

豊橋高校のブースは 15 分～20 分程の説明を全体で聞きます。 

質問がある人は全体説明の後に個別で受け付けますのでその場に残ってください。 

全体説明の時間は以下のとおりです。 

説明会開始時間

① １３：４５～ 

② １４：３０～ 

③ １５：３０～ 

※注意事項 

・新型コロナウイルス感染症対策として、入室できる人数を制限しておりま

す。少しでも多くのご家庭が説明を聞けるよう、同伴は１名までとさせていた

だきますのでご協力お願いします。 

・入室できなかった方については、整理券をお渡ししますので、恐れ入ります

が整理券に書いてある説明の時間にブースまでお越しください。 

・来場者の人数により、時間を変更する可能性があります。 



◆ 進路先について確認したいこと 

興味・関心はどんなところですか。 

精神面・健康面の特徴や、配慮すべきことは何ですか。 

通学時間や距離はどうですか。（近くがよいか、ある程度離れている方がよい

か） 

取得単位数は規定以上とれるようになっていますか。 

保護者の経済状況にあったところですか。 

学費の補助や奨学金の制度を利用したい場合、利用できそうですか。 

◆ 定時制高等学校とは・・・ 

・通常は１日４校時（１校時 40 分～50 分）

・学校生活は、時間帯以外全日制と同じイメージ 

・アルバイトなど、働きながら学ぶことができる 

・夜間定時制が多いが、昼間定時制もある 

・４年で卒業することを前提とした教育課程になっているが、学校が指定する授

業を追加して受けることで、３年で卒業することも可能 

◆ 通信制高等学校とは・・・ 

・卒業条件は以下の通りである 

① ３年（36 か月）以上の在籍期間があること 

②  74 単位を取得すること 

③ ホームルーム、体育祭等の特別活動を 30 単位取得すること 

・単位を取得するためには以下の形態が一般的である。 

① 教科書やＷＥＢ動画の視聴 

②  講義を視聴した後のレポート 

③ 本校などに出向くスクーリング（一斉授業） 

④ 単位認定のための試験 

・通学頻度は、毎日登校する、週 1 回のみ登校する等、形態はさまざま 

○ サポート校とは・・・ 

・通信制高等学校と連携して単位取得や進級などの支援を行う 

・高等学校の卒業資格を得るには、サポート校と提携している通信制高等学校へ

の同時入学が必要 

    （○○高等学校○○キャンパスは、通信制高等学校の直営） 

◆ 全寮制高等学校とは・・・ 

・親元を離れて学生寮に入り、仲間とともに共同生活を行う 

・不登校経験者や高校中退者を多く受け入れているのが特徴 

・学校生活は、全日制高等学校と同じイメージ 

今後の進路に向けて



◆ 今後、心がけたいこと 

自分に合う学校を見つけるため、学校説明会や合同相談会には積極的に参加し

ましょう。「こんなはずじゃなかった」とならないように 

学校説明会や相談会のほか、個別に学校見学や相談の対応をしてくれる学校も

あります。事前連絡をし、お願いしてみましょう。 

在籍校がある場合、担任の先生や進路指導の先生には必ず話をし、相談をしな

がら進路を決めていきましょう。 

進路先の学校とだけで話をすすめないよう気をつけてください。 

【ワンポイント】 

「転入」（転校） 

ある高校に在籍している生徒が、別の学校に移ること

「編入」

ある高校を中途退学した生徒が、別の学校に入りなおすこと 



○定時制高等学校・通信制高等学校等 一覧 

◇定時制高等学校 

豊橋市立豊橋高等学校（昼間定時制・夜間定時制） 

〒440-0068 豊橋市東郷町 43-1  TEL：0532-62-0278 

E-mail：ichikou@city.toyohashi.lg.jp 

最寄駅：豊橋鉄道市内線 「東田坂上」電停下車 徒歩 3分  

駐車場：あり（来客用駐車場 2台）

愛知県立豊橋工科高等学校（定時制課程） 

〒441-8141 豊橋市草間町官有地  TEL：0532-45-5635 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://toyohashi-th.aichi-c.ed.jp/TEIZI/index.html 

最寄駅：豊橋鉄道渥美線 「南栄」駅下車 徒歩 5分 

駐車場：あり 

備考：問い合わせは、直接上記電話番号までお願いします。

静岡県立新居高等学校（定時制課程） 

〒431-0304 静岡県湖西市新居町内山 2036 番地 TEL：053-401-0175 

E-mail：arai-h@edu.pref.shizuoka.jp 

最寄駅：JR「新居町」駅より徒歩 5分  

駐車場：あり

◇通信制高等学校 

愛知県立刈谷東高等学校（通信制） 

〒444-8653 刈谷市半城土町三ツ又 20 番地   

TEL：0566-21-3349（通信制直通） 

E-mail：kariyahigashi-ko@pref.aichi.lg.jp 

最寄駅：ＪＲ東海道本線「刈谷」駅又は「野田新町」駅、 名鉄三河本線「刈谷」駅 

駐車場：あり        備考：問い合わせや見学の申し込みは電話でお願いします。 

ＮＨＫ学園高等学校 （桜丘協力校） 

〒440-8516 豊橋市南牛川 2-1-11     

TEL：0120-4514-24（042-573-8111） 

E-mail：koko@n-gaku.jp 

最寄駅：(1)豊橋駅より自転車で約 20 分 

(2)豊橋駅（路線途中）より豊鉄路線バス通学（豊橋駅 3番のりば） 

 [桜丘中学・高校前］バス停まで約 20分 

(3)豊橋駅（路線途中）より豊鉄市内電車通学 ［競輪場前］下車徒歩約 15分 

駐車場：あり 

高卒資格サポートセンター 豊橋キャンパス 

（提携通信制高校：鹿島学園高等学校、松本国際高等学校） 

〒440-0897 豊橋市松葉町二丁目 45 柴田ビル 2F   

TEL：0120-834-259 

E-mail：toyohashi@mains.jp 

最寄駅：豊橋駅    駐車場：なし



精華学園高等学校 豊橋校 

〒440-0806 愛知県豊橋市八町通一丁目 28 

TEL：0532-56-8603  

E-mail:ssp.tsuchida@gmail.com 

最寄駅：豊橋鉄道市内線「札木」電停下車 徒歩 2分  

駐車場：あり（２台分） 

第一学院高等学校 豊橋キャンパス 

〒440-0888 豊橋市駅前大通 3‐60 豊橋イーストビル５F   

TEL：0532-57-2831 

E-mail：toyohashi@daiichigakuin.ed.jp 

最寄駅：豊橋駅から徒歩 8分   駐車場：なし（近隣にコインパーキング有） 

ANNIE GLOBAL 高等学院 日本航空高等学校/鹿島朝日高等学校 

 豊橋学習支援センター 

〒441-8113 豊橋市西幸町字笠松 195 番地 1   

TEL：0532-38-0585（38-0525 でも可） 

E-mail：annie@n-kyoiku.com 

最寄駅：豊鉄バス 「江島」停留所 4分 「北山」停留所 6分 

      豊橋鉄道渥美線 「南栄」駅下車徒歩 20分

スターシャル学院 豊橋教室（提携校：代々木高等学校）

【事務所】〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-4-25 トラフィック吹上 5階  

TEL：052-732-4450 

【豊橋教室】 豊橋市草間町字東山 143－6 （アイプラザ豊橋内） 

E-mail：info@sutagaku@.com 

最寄駅：【事務所】 市営地下鉄 桜通線 「吹上」駅より徒歩 10 分 

市営地下鉄 鶴舞線・JR中央線 「鶴舞」駅より徒歩 15 分 

【豊橋教室】豊橋鉄道「南栄」駅より徒歩 8分 

駐車場：なし                  

さくら国際高等学校 豊川中央フリースクール 

〒441-1231 （事務局）豊川市一宮町栄 178  

TEL：0533-56-3230（R3.8.1 より） 

   0533-83-1280（R4.3.31 まで) 

E-mail：y.shimizu@ttfreeschool.com 

最寄駅：各教室（豊川市勤労福祉会館他 5カ所の公共施設）により異なる  

駐車場：あり  

教室開催場所：豊川市勤労福祉会館        

一宮農業者トレーニングセンター 

小坂井文化会館 (フロイデンホール)  

音羽文化ホール  (ウィンディアホール) 

御津文化会館  (ハートフルホール)     

新城まちなみ情報センター



特定非営利活動法人 ゆずりは学園 

（提携校：中京高等学校 さくら国際高等学校） 

〒441-3421 田原市田原町池の原 15-3（事務局） 

TEL：0531-22-3515（さくら国際） 0533-65-8996（中京高校） 

E-mail：kutsuna_ike@yahoo.co.jp     

最寄駅：田 原 校 豊橋鉄道渥美線 「三河田原」駅 車で約 20 分 駐車場あり 

          ぐるりんバス（三河田原駅⇔田原校） 

    豊 橋 会 場（アイプラザ豊橋会議室） 

          豊橋鉄道 渥美線 「南栄」駅 徒歩 8分 駐車場あり 

    豊川稲荷校 JR飯田線 「豊川」駅 徒歩 2分  

豊川商店街駅前駐車場（駐車券あり） 

    新 城 会 場（新城文化会館） 

          JR 飯田線 「新城」駅 徒歩 10分

愛知産業大学三河高等学校 通信制 

〒444-3523 岡崎市藤川町西川向 1-20   

TEL：0564-48-5230 

E-mail：hm3642@asu.ac.jp 

最寄駅：名古屋本線「藤川」駅下車 徒歩 5分（名鉄新安城、豊橋から約 20 分）駐車場あり

ＫＴＣおおぞら高等学院 （岡崎キャンパス／浜松キャンパス） 

〒444-0864 岡崎市明大寺町川端 19-13 山七東岡崎ビル 1F  

〒430-0935 浜松市中区伝馬町 313-25 伝馬町中央ビル 1F   

TEL：0120-12-3796 

E-mail：chubu-info@ktc-school.com     

最寄駅：（岡崎キャンパス）名鉄「東岡崎」駅より徒歩 1分 

    （浜松キャンパス）ＪＲ「浜松」駅より徒歩 7分 

駐車場：キャンパスには駐車場がありません。近くの有料駐車場をご利用ください。

ルネサンス豊田高等学校 （連携：豊田駅前キャンパス） 

〒471-0034 豊田市小坂本町 1丁目 9番地 1   

TEL：0565-42-6298 

E-mai:sharano@broadmedia.co.jp 

最寄駅：愛知環状鉄道「豊田」駅 

駐車場：なし

クラーク記念国際高等学校 浜松キャンパス 

〒430-0929 浜松市中区中央 3-7-1 ハーモニア新町 2F   

TEL：053-459-2370 

E-mail：hamamatsu_info@clark.ed.jp 

最寄駅：ＪＲ東海道線 「浜松」駅 徒歩 7分   

駐車場：なし



○全寮制高等学校 

◇全寮制高等学校 

黄柳野高等学校  

〒441-1623 新城市黄柳野字池田 663-1  

TEL：0536-34-0330 

E-mail：bosyu@tsugeno.ac.jp       

最寄駅：ＪＲ飯田線「新城」駅からスクールバスで 30 分   

駐車場：あり 

ココエール支援担当 

ココエール支援担当では、不登校やニート・ひきこもりなど子ども・ 

若者に関する相談を受け付けます。 

いろいろな分野の支援機関が、みなさんのサポートにあたります。 

ひとりで抱え込まずに、一度ご連絡ください。 

相談受付時間：月～金曜日 １０：００～１７：００ 

         （土・日曜日、祝日及び年末年始は休みです。） 

  〒４４０－０８９７ 

豊橋市松葉町３丁目１番地  

こども若者総合相談支援センター（ココエール）内 

ＴＥＬ：０５３２－５１－２８５５



◇地域若者サポートステーション 

とよはし若者サポートステーション 

〒441-8087 豊橋市牟呂町字東里 26 番地 豊橋市青少年センター内  

TEL：0532-48-7808 

E-mail：info@toyosapo.jp 

最寄駅：豊橋駅（西駅前）より豊鉄バス 牟呂環状線「西部団地」 

下車徒歩 2分 

駐車場：あり

① がまごおり若者サポートステーション /②とよかわサテライト 

①〒443-0043 蒲郡市元町 9-9 TEL：0533-67-3201 

②〒442-0068 豊川市諏訪三丁目 300 番地プリオ 4階団体活動室 4・5  TEL：0533-84-5430 

E-mail ①info@gyss.jp ②michigaeru_toyokawa@yahoo.co.jp 

最寄駅：①ＪＲ東海道本線・名鉄蒲郡線「蒲郡」駅下車 北口から徒歩 3分 

②名鉄豊川線 「諏訪町」駅徒歩 3分

駐車場：①なし(駅前に 30 分無料、以後 30分毎 100 円の公共駐車場あり) 

②あり（プリオ横立体駐車場） 

開館時間：午前 11時～午後 7時 

休 館 日：毎週 日、月、祝日、お盆、年末年始 

対 象：蒲郡市や豊川市在住・在学以外の方もご利用になれます。 

参 考：中学校卒業後の相談支援事業を行っており、その中で 10 代対象のプログラム

や個別相談を行う『ここ来る教室』を実施中です。 

詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 

① ②

 地域若者サポートステーション（愛称：「サポステ」）は、働くことについてさまざまな悩みを

抱えている１５歳～４９歳くらいまでの若者の皆さんが就労に向かえるよう、多様な支援サー

ビスでサポートをします。 

 サポステは、厚生労働省が実施する事業で、全国の若者支援の実績やノウハウのあるＮＰＯ法

人、株式会社、社団法人、財団法人、学校法人などが受託し、すべての都道府県に必ず設置され

ています。（全国１７７か所） 

 “とよはし若者サポートステーション”は NPO 法人いまからが豊橋市からサポステ事業を受

託しています。豊橋市、田原市、新城市、東栄町、設楽町及び豊根村を管轄地域としています。 

 また“がまごおり若者サポートステーション”は NPO 法人青少年自立援助センター北斗寮が

同様に蒲郡市から受託し、蒲郡市、豊川市及び幸田町を管轄地域として事業を実施しています。 

 働くことについての悩みをお持ちの方、現状や将来への不安がある方は一度ご相談してみて

ください。 



１ 生徒は何人くらいいますか？ どんな生徒が多いですか？ 

昼間定時制は、 

普通科   ４６３人【１年生 149、２年生 143 人、３年生 141人、４年生 30人】（6月 1日現在） 

夜間定時制は、 

普通科    ９６人【１年生 28人、２年生 32 人、３年生 28人、４年生 8人】 

総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ７０人【１年生 20人、２年生 16 人、３年生 22人、４年生 12人】です。（6月 1日現在） 

多様な立場の生徒を支援する学校で、学び直しをすることもできます。

・不登校であった生徒（約４割が経験） ・学習面で十分力が発揮できなかった生徒 ・過年度卒の生徒

・経済的に弱い立場の生徒 ・働きながら学びたい人 ・日本語を修得して、学ぶ意欲のある外国籍の生徒

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

●自分の持ち味を見つけ、自分らしい生き方を見つけることのできる学校です。 

●昼間定時制と夜間定時制があり、自分に合った学習環境が選べます。 

（ともに学年制を基本とした単位制をとっています） 

●学校に通い、クラスメイトや先生たちとの関わりの中で人間性や社会性を磨くことができます。 

●本校の 3つの重点項目 

「自分の持ち味を見つける。秘めた可能性を延ばす。（キャリア教育の充実）」 

  →キャリア支援講演会、資格取得サポート、分野別体験学習、ライフプラン講座 

各種マナー講座(ビジネスマナー、面接マナー、着こなしマナー等) 

「ゆとりを持ち自分のペースで学ぶ。（多様な生徒に対応）」 

  →1 日 4 時間(４５分間)授業、少人数授業、学力に応じた習熟度別授業、 

小中学校の基礎からわかりやすく学べる授業、アルバイトも可能 

  →特設講座の受講で 3 年間での卒業も可能 

「自信を得る。自己肯定感を養う。（自分の居場所がある）」 

  →生徒に寄り添う指導体制、充実した教育相談体制、豊富な学校行事 

→昼間部は部活動も盛ん(全国大会へ多数出場)） 

●通学にも便利（市電｢東田坂上｣停留所から徒歩３分、豊橋駅から 15分） 

●昼間部・夜間部の特徴 

◇昼間部の特徴 

 ・全日制課程の高校と同じ時間帯に学ぶことができる 

 ・制服がある（約 70,000 円） 

◇夜間部の特徴 

 ・夕方から夜間に学ぶ（17:40～21:00）（昼間働くことができる） 

 ・給食がある（毎日変わるメニュー、1 ｶ月 2,600 円、自校内調理でおいしい） 

 ・普通科と総合ビジネス科の 2 つの学科 

  （総合ビジネス科ではパソコン、ワープロ、簿記などの実習もあり卒業後に役立ちます）

定時制 学校名（ 豊橋市立豊橋高等学校 ）



３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

昼間定時制・夜間定時制ともに、毎日通います。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

入学検定料 950 円、授業料 2,000 円／月       （令和３年度入学生の場合）

学校諸費 入学時 毎月 内   訳

昼 間 ４０,０００円 ４,３００円 修学旅行積み立て金、生徒会費、ＰＴＡ会費など

夜 間 ６０,０００円 ５,０００円 給食費、修学旅行積み立て金、生徒会費、ＰＴＡ会費など

５ 入学試験の内容について教えてください。 

基礎学力テスト（数学・国語・英語の基礎：４５分） 作 文（４００字以内：４０分）、面 接

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

入学説明会（学校説明会）を、令和３年１１月６日（土）に豊橋高校にて、令和４年１月１５日（土）に豊橋

市公会堂にて行います。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

昼間定時制は、大学・短大 13%、専門・各種学校 19%、就職 39% 

夜間定時制は、大学・短大 5%、専門・各種学校 3%、就職 35%

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

●臨床心理士によるカウンセリングなど教育相談体制の充実

 （1 年生は二人担任制で細やかな相談対応が可能）

●中学校の基礎基本も含めたきめ細かい学び直しの学習指導

（不登校経験生徒、学習が苦手な生徒にも対応）

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

昼間定時制：● 文化祭・体育大会 ● 修学旅行・校外学習 ● 生活体験発表会 ●予餞会

● クラスマッチ（ボウリング）  など

夜間定時制：● 文化祭・スポーツフェア（体育大会） ● 修学旅行 ● 生活体験発表会 ● 映画鑑賞会

● 球技大会 ● 新成人へお祝いプレゼント など

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

●学校の特徴を理解し、本気で学び、卒業したいと思える学校を選択する。

特に、夜間定時制は、働きながら学び、卒業したいと思うことが大切。

●十分に考えた上で進路先を決める。そして、決めた以上は必ず卒業するという強い覚悟で学校生活を送る。



定時制 学校名（愛知県立豊橋工科高等学校）

１ 生徒は何人くらいいますか？ どんな生徒が多いですか？ 

・１１９名（１年生：３１名 ２年生：３４名 ３年生：３１名 ４年生：２３名）

・生徒の年齢は１６歳～１９歳がほとんどです。２０歳以上の生徒が数名在籍しています。

・「ものづくり」が好きな生徒が多く、機械加工関係への興味関心が高いです。

・中学校時代に不登校の経験をした生徒も多くいますが、高校入学後に「学び直し」に取り

組み、卒業、就職を目指して元気に頑張っています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

・機械科があることです。卒業後、就職に有利な技能を身に付けることができます。

・ガス溶接技能講習、アーク(電気)溶接技能講習を行い、国家技能検定合格に向けての取組

も行っています。（旋盤、機械検査、フライス盤、手仕上げ）

・講義形式の授業だけでなく、旋盤や溶接等の機械工作実習やコンピューター実習がありま

す。

・施設設備はすべて全日制と同じ学習環境です。

・３年間での卒業が可能です。高等学校卒業程度認定試験を受験します。本年度の３年生は

１名がチャレンジしています。

・サッカー部、バスケットボール部（R2 県大会優勝、R1 全国大会出場）、ソフトテニス部

（R3 全国大会出場、東海大会出場）、機械工作部（R2 エコパワーin 岐阜優勝（３連覇）

R1 全国エコカーレース大会第３位）、陸上部（R1 県大会砲丸投げ２位、全国大会出場）、

学習部（基礎学力向上と３年卒業の学習）があり活発に活動しています。

・就職希望者の内定は 100％です。

※昨年度  求人企業数：１９１社 有効求人数：２０３名 求人倍率：１１．３倍 

地元製造業を中心とした求人数です。求人数は豊富にあります。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

・毎日登校して学びます。欠席日数が多いと進級や卒業ができません。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

【令和３年度】

・１年生 入学時 69,000 円 ・・・ 入学料 2,100 円、教科書、補助教材、実習服・靴

 ※変更になる場合もあります。 給食費、修学旅行積立金 など

・授業料 毎月 2,700 円（ほとんどの生徒が就学支援金の摘要により免除されています。） 

・学校徴収金 １年生   ・・・・ ５月から基本毎月 10,000 円

       ２年生   ・・・・ ４月から基本毎月 10,000 円

３･４年生 ・・・・ ４月から基本毎月 6,000 円

※一定の条件を満たす生徒は、教科書・補助教材の無償給与が受けられます。



５ 入学試験の内容について教えてください。 

【令和３年度入学者選抜】

・前期試験 ３月 ４日（金）作文、面接、調査書  合格発表 ３月 ９日（水）

・後期試験 ３月２５日（金）作文、面接、調査書  合格発表 ３月２８日（月）

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

・説明会は２学期以降随時、個別対応で見学案内と進路相談を行っています。ご希望される

場合は、中学校の先生から「豊橋工業高校定時制」まで電話連絡をしてもらって下さい。

保護者と生徒で来校し、実際の授業の場面や生徒の様子をご覧いただくことが良いと思い

ます。学校の雰囲気や自分に合う学校かどうかを確かめてみて下さい。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

・卒業生の約８０％が学校斡旋による就職（１００％内定）

・卒業生の約１０％が進学（私立四年制大学、専門学校、職業訓練系列学校）

・卒業生の約１０％が在学中からの就業を継続

※近年、私立四年制大学からの指定校推薦も増えています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

・学力面     基礎学力の向上を目的とした「学習部」で、中学校時代の「学び直し」

が可能です。高校卒業程度認定試験の受験指導も行っています。定期考査

の成績が不十分だった場合には、補習を行います。      

・メンタル面  スクールカウンセラーが月に一回来校し、面談を行っています。

本校の教育相談担当教員によるサポート体制を設けています。悩んでいる

時に、いつでも気軽に相談できる雰囲気です。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

・春季球技大会   （６月）

・文化的行事    （11 月）

・秋季球技大会   （11 月）

・修学旅行【３年生】 （１月） ２泊３日 沖縄

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

・自分自身の将来をしっかりと見据え、４年間（夜間定時制の場合）かけてじっくりと学ん

でいく姿勢を持つことが重要です。

・学び直しができる学校を選びましょう。学び直しは学習成果だけでなく、物事に対して前

向きに取り組む力を養うことでもあります。中学校での遅れを取り戻せる学校であるかを

考えましょう。

・それぞれの学校の良さを知り、自分自身が成長できる場所であるかをよく考えることが必

要です。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

１年生 16 名、２年生 17 名、３年生７名、４年生８名の 48 名です。 

男女比は男 27 名、女 21 名です。（５月１日現在） 

半数程度の生徒が始業前の時間にアルバイトを行っています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

週１回、外部から来校いただく支援員と連携して、キャリア支援を行っています。

面談等を通じて生徒個々の希望を聞き、就労に対するアドバイスや履歴書の書き方、面接の

指導を行うなど、個々の生徒の状況に応じた進路指導を心がけています。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

月～金、平日、毎日登校です。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

【令和２年度】

・授業料 32,400 円（高等学校就学支援金の対象世帯は申請により無料となります。） 

・その他、教科書・教材にかかるお金や修学旅行の積立金等

１年生 89,300 円、２年生 90,600 円、３年生 56,600 円、４年生 49,600 円 

５ 入学試験の内容について教えてください。 

作文と面接

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

入学説明会（授業見学・学校説明）を随時実施しています。

御希望の際は電話でお申し込みください。

日程調整をいたします。

定時制 学校名（新居高等学校）



７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

令和２年度：就職６人、その他（含アルバイト）３人 

令和元年度：就職８人、その他（含アルバイト）３人 

平成 30 年度：就職 10 人、専門学校１人、その他（含アルバイト）３人 

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

個々の生徒の課題を職員全体で共有し、指導を行っています。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

体育行事：体育大会、グランドゴルフ大会、スポーツ大会、スポーツ観戦

修学旅行：３年生で実施

文化行事：百人一首大会、定時制合同文化祭、ハートフルコンサート

その他：交通安全講習会、二輪車講習会

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

学校の特徴・仕組み、施設・設備の状況、在校生の様子等を確認いただくため、学校見学を

行ってください。



１ 生徒は何人くらいいますか？ どんな生徒が多いですか？ 

 在籍している生徒は 900 以上いますが、令和３年度に受講登録をしている生徒は、５１１

名です（1～4年生 5１１名、併修生９名、特科生３６名）。 

 最近は、中学校を卒業して本校に入学している生徒も増えていますが、有職の人、専修学

校の学生、主婦、定年退職した人など、15 歳から 50 歳以上の方まで、幅広い年齢層のいろ

いろな人たちが、それぞれの目標をもって学んでいます。今年度の場合、1～4 年生の中で

10 代の占める割合は 7９.５％、20 代が１３．９％です。ホームルームは、年齢に関係なく

編成します。様々な年齢層の方と学習していくことで、相互の成長が期待できます。 

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

【着実な力をつける】 

 自学自習、レポートの提出、スクーリングへの出席。自分自身がしっかりと取り組まな

ければ、卒業はできません。だからこそ、やり遂げたときには、社会人としての基本の力

が身についています。 

【学費の安さ】 

 公立の高等学校なので経済的な負担感は非常に少なく、「学びたい人が、いつでも、ど

こでも、誰でも、学ぶことができる学校」となっています。 

【人間性を育む教育】 

 ホームルーム制をとっており、体育大会や文化祭など、様々な年代の人とふれ合いなが

ら絆を深める行事を大切にしています。 

【一人一人を支える教育】 

 ホームルーム担任が、きめ細かくアドバイスすることで一人一人の学校生活を支えてい

ます。また、校内の託児室で保育士さんに子供の面倒をみてもらうシステム（有料）や、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家による教育相談体制も

整っています。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

 毎日通う必要はありません。必要なのは、月に２回～３回、定められた日曜日に出校して

スクーリングや試験を受けることと、学校行事に一定の時間数以上出席することです。 

 平日については、特定の火曜日や金曜日に補充面接指導があり、日曜日に出席できなかっ

た人や、３年卒業をめざす人などが利用しています。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

 授業料、学校徴収金などで年間約 18,000 円かかります。その他、教科書・学習書の購入

代金が約 13,500 円、補助教材費が約 2,500 円、諸費用として約 1,200 円が必要です（いず

れも受講科目数によって異なります）。合わせて年度当初に約 35,200 円程度が必要です。 

教科書・学習書の購入代金は、年間 180 日以上勤務する場合（アルバイトも可）など、手続

きをすると戻ってきます。 

通信制  学校名（愛知県立刈谷東高等学校）



５ 入学試験の内容について教えてください。 

・新入学の場合は、書類審査、作文及び面接です。 

※新入学に応募できるのは、①中学校を卒業した者、②令和 3 年 3月に中学校を卒業する見込みの者、等で

す。詳細は中学校にお尋ねください。 

・転・編入学の場合は、書類審査、学力検査（国語・数学・英語）及び面接です。 

※転入学に応募できるのは、現在高等学校に在学中で、すでに一部の単位を修得または令和 3年 3月に修得

見込みの者で、本校の日曜日スクーリングに出校できる者です。在籍中の高校とよくご相談ください。 

※編入学に応募できるのは、以前高等学校に在学して一部の単位を修得した者で、本校の日曜日スクーリン

グに出校できる者です。詳細は願書配布の際に説明します。書類を整える必要があるので、出願を考えて

いる皆さんは、今後本校通信制のＨＰ等をご確認ください。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

 募集説明会を 11 月６日（土）と１月８日(土)に予定しています。事前予約は特には不要

なので、気軽にお越しください。  

また、個別の説明も行っていますので、ご希望の場合はご連絡ください。（要事前予約） 

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

 すでに働いている人も多いので、とくに進路指導を必要としない人もたくさんいます。上

級学校へ進学するのは毎年 30～40 人で、四年制大学、短大、専門学校等へ進学しています。

進学者の数は、増加の傾向にあります。 

 就職については、卒業時に新規で就職を希望する場合に限り、紹介・斡旋を行っています。

その数は、年に 10 人～20 人です。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

 学力面については、「学習書」という解説書を参考にして、自学自習するのが原則ですが、

わからない時には、スクーリング日に質問したり、他の日に個別指導を受けたりすることが

できます。また、レポートの通信欄や電話を利用して質問することもできます。 

 メンタル面では、ホームルーム担任が一人一人をサポートするほか、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカー等の専門家による教育相談体制も充実しています。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

 刈谷東の通信制は、伝統的に行事を大切にしています。上級生が新入生を手伝って、校内

でカレーを作る新入生オリエンテーションや、体育大会、文化祭などのほか、希望者を募っ

て出かける学年・学級行事（遠足など）、キャンプ面接、スケート面接、修学旅行など、生

徒同士が世代を超えてふれ合い、協力し合うことで豊かな人間性を育む機会をたくさん設け

ています。行事は、豊富なメニューから好みに応じて選択することができます。 

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

 通信制は毎日通う必要がなく、マイペースで学習できるという利点はありますが、生活を

きちんとコントロールして学習のリズムを作り、それを守っていかないと、うまく続けてい

くことができません。自分自身の未来のために、学ぶ志を強くもってもらいたいと思います。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

・本校は東京都国立市。豊橋市近郊の生徒は桜丘協力校に在籍し学習している。

・生徒数は全国で約 3,100 名、桜丘協力校で学習している生徒は例年３学年で 50 名前後。

10 代の生徒が大半を占めますが、20 代以上の生徒も複数名います。

・桜丘協力校は穏やかな生徒が多く、落ち着いた雰囲気で学習を進めることができます。

・生徒の自治活動としての生徒会がしっかりと行事を切り盛りしている。

・不登校状態を経験したことのある生徒や学習困難・通学困難の状態の生徒もいるが、一人

ひとりに寄り添い、保護者と連携をとりながらサポートしている。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

・年齢も事情も異なる様々な生徒が在籍していて、皆やさしく、相手の気持ちのわかる素敵

な生徒ばかりです。そこが NHK 学園一番の自慢です。

・建学の精神でうたっているように「いつでもどこでもだれでも」学ぶことができること。

学びたい方は全力で支援します。

・学習の計画やペースが自分で決められる。

→自宅で 「ＮＨＫ高校講座」の放送視聴（ＴＶ・ラジオ）とレポート提出。

※地上波放送が終了した番組は「ＮＨＫ高校講座」のホームページでストリ

ーミング配信しているため、わかるまで何度でも放送視聴可能。ネットにて

レポートに取り組む。

→学校で スクーリング（面接指導）と試験。

・学習コースは「スタンダードコース」「スタンダードコース（集中）」を選べる。

※スタンダードコース…月に１～２回（主に日曜日）の登校でスクーリング（面接指導）

を受け、年 2 回の定期試験を受ける。

※スタンダードコース（集中）…年間４～５日間連続のスクーリングと定期試験。

※ライフデザインコース…不登校生が無理なく高校を卒業できるような、独自カリキュラ

ム。現在、北海道、東北、東京、名古屋、大阪、九州で開講しています。

・単位制で３年制。 ・転入学・編入学の場合、前籍校の単位をいかせる。

・保護者のサポートも万全。年に数回の保護者会に加え、個別面談も可能。電話等でのご相

談もお気軽にどうぞ。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

・スタンダードコース⇒月１～２回の日曜日に登校する（※桜丘協力校の場合）

・スタンダードコース（集中）⇒名古屋市内の施設（名古屋市青少年宿泊センター）での

スクーリングに年４日（連続）と試験（2 日）の参加。

通信制 学校名（ＮＨＫ学園高等学校）



４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

スタンダードコースの場合： ・入学金 ￥35,000 ※新入学推薦の場合、免除

・受講料 ￥12,000（1 単位）×履修単位数 ・施設設備充実費 ￥10,000 

・教育運営費 ￥20,000 ・生徒会費 ￥2,000 ・教材費 1 科目￥2,000 程度

 ※就学支援金制度利用可、履修単位数により総額は個人で異なります。

５ 入学試験の内容について教えてください。 

・書類選考と面接。願書や調査書をもとに、面接を実施。面接の目的は、学習意欲や通学が

可能かを確認し、入学後の指導資料とするため。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

スクーリング開催時に学校見学・個別相談会を予約制でおこなっています。８／29、10／

10、10／24、11／14、11／28、12／12、12／19 です。電話 0120-4514-24 

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

・大学、短大、専門学校への指定校推薦制度も充実。

・就職指導は、ハローワークの高卒要求人票などを利用し、手厚く指導。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

・担任、教育相談員がつき、電話、メール、手紙などを利用して様々な相談に親身に対応。

・東京本校にスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、教育相談員が常駐、電

話相談も可能。

・自宅学習をサポートするため「学習のしおり」「スクーリングのしおり」「学園通信（隔月）」

など様々な情報を定期的に配布している。

・オンライン上での情報発信も豊富。生徒だけでなく、保護者用のアカウントもあり、生徒

の学習状況を随時確認可能。保護者が直接担任・担当へメールで相談もできます。

・保護者のメンタル面でのフォローも充実。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

・桜丘協力校の場合、生徒会主催のスポレク大会、体育大会、遠足などの行事も多数実施。

・スタンダードコース（集中）の場合、スクーリング期間中にレクリエーションを実施。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

この資料を手に取った皆さんは、進路について非常に悩んでいる状況かもしれません。悩む

ことはとても大切ですが、常に全力疾走する必要はなく、ときにはゆったりしたペースで、

ときには立ち止まりながら、そして、ときには誰かの力を借りながらでも、長い目で見て進

んでいることが大切です。皆さんは一人ではありません。そして、いろいろな可能性を持っ

ています。その可能性を引き出し、伸ばしていくために、たくさんの選択肢の中から自分に

あった環境を選択してもらうことが一番です。私たち教員にそのお手伝いができればと思っ

ています。まずはお気軽にご相談下さい。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

現在の生徒数は 20 人ほどです。

年度によって異なりますが、現在は、静かなタイプの生徒が多いです。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

少人数制のアットホームな教室で、それぞれ自分に合ったペースで学習を進めていけるとこ

ろが魅力です。登校日数・登校時間は自由なので、ストレスなく落ち着いた雰囲気のなかで

勉強を進めています。豊橋駅から徒歩４分ほどの距離で通いやすいという点もオススメで

す。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

１週間の登校日数を１日～４日のなかで選べます。

週４日、毎日登校する生徒もいれば、芸能活動、スポーツ、仕事、アルバイトなどと両立し

ながら登校日数を週１～２日にしている生徒もいます。

皆、自分に合った無理のないペースで学習を進めながら卒業を目指しています。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

提携する鹿島学園高校の学費は年間１０～１５万円程度です。

※履修単位数や、保護者の所得を基にした就学支援金の審査結果によって、変わることがあります。

豊橋キャンパスのサポート費は年間４０万円程度です。

※履修単位数によって、変わることがあります。

５ 入学試験の内容について教えてください。 

学力試験はございません。

出願書類による選考と、出願者・保護者による面接試験を行います。

面接では、志望理由や、卒業への意思などの確認をいたします。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

入学説明会、体験入学はございません。

入学を検討されている方へは、個別相談の形で入学説明をいたします。

個別相談、キャンパス見学は随時受け付けております。

通信制 学校名（高卒資格サポートセンター豊橋キャンパス

提携：鹿島学園高等学校）



７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

私立の四年制大学、専門学校に進学する生徒が多いです。

就職希望の生徒は、高校新卒者向けの求人情報を基に就職活動をし、卒業までに内定を目指

します。

進学・就職にかかわらず、進路指導は個々の希望に合わせて個別に行っています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

学力面で不安のある生徒は、映像授業と学習プリントを利用した「さかのぼり学習」をする

ことができます。教材は小学生～高校基礎の科目ごと単元ごとに分かれて作られているの

で、それぞれ自信のないところまでさかのぼって学び直しをすることができます。

メンタル面については、日々の登校時に会話を重ねながら生徒と職員の信頼関係を築いてい

きます。職員の中には教育心理カウンセラー、不登校心理相談士の有資格者もいます。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

卒資格サポートセンター主催の宿泊体験行事（行先：沖縄など）や、提携する通信制高校主

催の修学旅行（行先：北海道など）、林間学校（行先：福島県、長野県など）があります。

その他、豊橋キャンパスでの様々なイベントがあります。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

家から教室までの道のり、勉強する様子、登校以外の時間の使い方など、まずは入学後の自

分の姿をイメージしてみることが大切です。当キャンパスでは、多くの先輩たちが自分たち

のペースで勉強をし、次の目標を見つけて卒業していきました。高校は卒業したいけれど、

朝から夕方まで毎日登校することに不安を感じている方、今通っている学校にミスマッチを

感じている方、悩んでいる方はぜひ一度、当キャンパスへお越しいただき個別相談をご利用

ください。いつでもお待ちしています。



１ 生徒は何人くらいいますか？ どんな生徒が多いですか？ 

精華学園高等学校では、山口県山口市の本校をはじめ、北海道から沖縄まで全国約４０個所

の学習センターがあり、豊橋校では、現在約１００名の生徒が在籍しています。

大学進学や就職、芸術やスポーツなど、それぞれの目標に合わせた高校生活を過ごしていま

す。

学力評価だけでなく、「なりたい夢、想い」を大切にした教育のもと、将来の職業へつなが

る専門コース（ダイビング・マンガイラスト・アロマ・ネイル）を受講する生徒や、小・中

学校からのやり直し学習、漢字・数学・英語検定試験、大学受験の勉強に取り組む生徒も多

いです。また、多くの生徒が、学業とアルバイトを両立させています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

精華学園高等学校 豊橋校は、山口県からの認可により、いつも通っている豊橋校にてスク

ーリングや前期・後期単位認定試験を受けることができます。

場所や環境を変えることなく、安心して卒業に向けての学習を進めることができます。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

登校スタイルは、週２日から４日の中から選べます。

スクーリング、各種検定試験勉強、基礎学習・進学授業、マンガイラストやダイビングなど

専門コースの受講に応じて、自分に合ったスケジュールを決めて登校します。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

・学費「２５単位の場合」370,500 円（年間）  ＊教科書・レポート代等含みます。

・豊橋校への通学学習費（毎月）が別途かかります。

選択するコースにより 24,000~30,000 円（税別）／毎月 かかります。

※国による就学支援金制度により授業料の支援があります。

（家庭総所得、履修単位により支給額は異なります。）

５ 入学試験の内容について教えてください。 

入学試験は、「書類審査・面接」です。

個人面接（親子）を行います。精華学園を希望する理由などいくつかの質問をします。自分

の気持ちを伝えてください。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

学校見学や相談会は、随時、個別にて受付けています。

生徒たちが通っている通常の学校生活、雰囲気や授業・スクーリングなどをご覧ください。

高校卒業資格を修得するためには自分が何をするのか、登校スタイル、学費などを、個別に

て丁寧にご説明いたします。また、心配事等ございましたら、遠慮なくご相談ください。

まずは、気楽にお電話ください。

通信制 学校名（精華学園高等学校 豊橋校）



７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

進学（大学、短期大学、専門学校）、就職など各生徒の目標に応じて進路を選択しています。

年度によりますが、約６割の生徒が進学しています。 卒業後の自分をイメージするため、

１年生のうちから上級生とともに、大学・専門学校等の見学、説明会などにも参加していま

す。

日頃より面談や進路相談を行っており、生徒が気楽に相談できる環境作りを大切にしていま

す。

また、「アルバイトを始めることが目標」という生徒もいます。どんなアルバイトがあり、

自分に合っているやりやすい仕事は何なのかをいっしょに考えたりしながら話を進めてい

きます。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

『課題レポート』は、学年ごとに計画的に取り組んでいます。また、自習の時間を利用して

進めることもでき、わからないところは先生に質問もできます。

「小・中学校の勉強をやり直したい」という生徒の気持ちを受け止め、基礎学習の授業を開

講しています。

『基礎学習』の数学では、小学校「分数・小数」や中学校「正・負の数」の計算から学び直

すクラスがあります。 英語では、アルファベットから始める中１の内容から学ぶクラスや

中２・中３の復習から始めるクラスもあります。

＊学年は関係なく、自分がわからなくなったところから学べるクラスを選びます。

『進学授業』では、数学・英語ともに色々なレベルのクラスが用意されており、少人数の授

業となっています。自分の成長に合わせてクラスを変えることができます。

丁寧な進路相談を行いながら、各々の生徒に合った進学先を見つけることができるようにサ

ポートしています。

＊基礎・進学授業のいずれも強制ではなく本人の希望により受講します。

長年、教育相談員として学校に登校しづらくなった生徒、または保護者の相談を行ってきた

職員が常駐しています。生徒のカウンセリングはもちろん、保護者の方と協力しながら子ど

もの成長をサポートしていきます。いつでも気楽にご相談ください。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

遠足、精華運動会、農業体験、職業体験、地域清掃活動、大学見学、分散学習、軽スポーツ、

ボウリング大会、クリスマス会、お楽しみ会などの学校行事を行っています。自分が挑戦し

たいと思う行事に参加してみてください。 ＊行事内容は、毎年、変わります。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

お時間があれば何校か見学をして、自分の目で教室を見て、 先生と話をして「自分が卒業

するまで通える場所」であるか、何かあった時に「相談しやすい学校」であるかを感じ取っ

てほしいと思います。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

生徒数：・・・160 名（2021 年６月末現在）

生徒の特色・・・中学校から入学してくる生徒と、全日制や定時制高校に進学してから転校してく

る生徒がいます。いずれも先生やクラスメイト等との人間関係のトラブルや学習不安などから学校

に行けなくなりましたが、まずは自分のペースで学習を進めながら高校卒業を目指しています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

第一学院の教育の基軸「成長実感型」教育活動

・独自の意欲喚起教育“プラスサイクル指導”

・地域全体を「学校」と捉えた“コミュニティ共育”

・学びの意欲を育む“ICT を活用した主体的な学び”

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

・週１日から週５日まで、登校または(自宅からの)ＷＥＢ参加も含めて、担当の先生と学習

のペースを相談しながら決めていきます。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

・Ｄ－スタンダード（週５日）・・・¥1,060,300 

・Ｄ－プレミアム（特別進学コース）・・・¥1,231,900 

・Ｄ－プレミアム（総合コース）・・・¥1,231,900 

・Ｄ－ベーシック（週２日＝火・木）・・・¥766,000 

 …入学初年度は上期年間学費に入学金(￥10,000)が必要となります。

５ 入学試験の内容について教えてください。 

・本人及び保護者との面接、作文、提出書類による総合判定となります。

 …ただし『AO エントリー制度』合格者は、「作文」と「面接」が免除、『第一学院中等部』

に在籍している方は「面接」免除となります。『AO エントリー制度』と『第一学院中

等部』については、豊橋キャンパスの教育相談担当までお聞きください。

通信制 学校名（第一学院高等学校豊橋キャンパス）



６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

・オープンスクール日程

8/7(土)・28 日(土)、9/4(土)・18(土)、10/2(土)・16(土)、11/6(土)・20(土)、12/4(土) 

…時間はいずれも 13：00～15：00 

・個別説明会は随時実施中（事前予約が必要）

平日 9：30～17：00、土曜 9：30～15：00 

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

年度によって異なりますが、昨年度については、大学・専門学校・就職の進路決定割合がほ

ぼ同じでした。 

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

豊橋キャンパスには、職員室と教室を区別する壁がありません。何かあれば、すぐに先生に

相談できるようにしています。また、学力に不安を持っている生徒が多いので、中学校の学

びなおしから始めることができます。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

・新入生歓迎会（5 月）、七夕会（7 月）、夏祭り（8 月）、体育祭（9 月）、文化祭（11 月）、

クリスマス会（12 月）、年度末イベント（2・3 月）ほか

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

通信制高校も、いろいろな特色ある学校があります。オープンスクールや個別相談会には、

必ず参加して「ここならやっていける」と実感した学校に決めてください。また、皆さんが

進学に際して不安に思っていることは、必ず相談してください。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

日本航空高等学校

全国あわせて約 2000 人の生徒が在学中です。それぞれの目標に向かって頑張っている生徒

が多いです。ここ数年は進学を目指している生徒の皆さんも増えています。専門学校・私立

大学・中には国公立を目指している子もいます。

鹿島朝日高等学校

全国で 3000 名の生徒が在籍しています。比較的真面目な生徒が多く、コロナの影響でスク

ーリングが開催できない中でも課題に取り組んでいます。卒業後の進路に向けて真剣に考え

ています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

日本航空高等学校

学園としての歴史も古く、多くの実績があります。伝統校であるというのが何よりの強みで

す。日本航空学園の併設校への特別推薦が受けられます。個々の能力に応じたカリキュラム

を組み、無理のない学習計画を一緒に立てています。インターネットでもリポート提出によ

り、自分のペースで無理なく高校卒業が可能です。

鹿島朝日高等学校

●6000 名の生徒が在籍する鹿島学園のグループ校です。

●全国各地に 300 校を超える提携学習センターがあり、自宅近くで卒業までのケアを受け

ることができます。一人で悩むことなく安心して高校生活を送れ、生徒一人一人に寄り添う

学校です。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

必ずしも毎日通わなければならないわけではありません。本人のペースにあわせ、相談しな

がら通ってもらっています。様々な理由で、長期間学校に通えない場合も、担当講師が親身

になって相談に乗り、勉強の進め方や計画について適格なアドバイスをしています。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

日本航空高等学校

入学検定料：10,000 円 入学金(初年度のみ)：50,000 円

単位料：1 単位 10,000 円 教育充実費：50,000 円 システム料：5,000 円

鹿島朝日高等学校

入学検定料：10,000 円 入学金(初年度のみ)：50,000 円

単位料：1 単位 7,000 円 施設費：24,000 円 通信費：5,000 円

システム管理費：30,000 円

※単位料は、就学支援金(¥4,812)の支給が決定次第の請求になります。

※在籍中は利息のみを支払いで、卒業後 5 年間で返済 OK の進学ローンを利用可能です。

補習料：365,000 円

ANNIE GLOBAL 高等学院

日本航空高等学校 / 鹿島朝日高等学校通信制 学校名（           ）



５ 入学試験の内容について教えてください。 

書類選考のみです。安心して出願してください。転・編入生も随時入学可能です。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

入学説明会・体験入学ともに日程調整の後で、随時行っております。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

日本航空高等学校

資格習得のため専門学校や短期大学へ進学する生徒もいれば、私立四年制大学・国公立大学

等へ進学している生徒もいます。日本航空学園への特別推薦もあるので、日本航空専門学校

へ進学する生徒も多くいます。

鹿島朝日高等学校

5 割が大学・専門学校に進学し、国公立、有名私立大学にも進学生徒もいます。また、海外

に留学する生徒もいます。就職は 2 割程度です。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

いつでも先生がそばにいますので困ったこと分からないところがあれば、すぐに質問できま

す。先生が常に指示してくれますので、効率よく計画的に学習を進めることができます。

また、生徒と先生の間も信頼関係が強く、勉強面以外のことについても気軽に相談できる環

境づくりを心がけています。何かあれば先生がすぐに時間をとって話してくれるのも大きな

安心です。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

運動会や修学旅行などの希望があれば、学校行事に参加できます。

希望によってはクラブ活動などへの参加もできます。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

日本航空高等学校 

「自分がやりたいことは何なのか･･･」それを一番に考えてほしいと思います。例えそれが

今は見つからなくても、いろいろなことに挑戦できる環境に身をおくことで、勉強しながら

自分のやりたいことを見つけていければ良いのではないのでしょうか。ぜひ日本航空高等学

校で自分のやりたいこと、将来の目標を一緒に見つけて行きたいと思います。

鹿島朝日高等学校

直接日頃通う場所に直接足を運んで、通学距離・時間と一番大切なのは一緒に支えてくれる

先生との相性を確認することだと思います。一歩前に進んでみてください。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

愛知県内で、現在 10 名程度の生徒が在籍しています。

5~10 名程度の少人数でのサポートを行っているので、和気あいあいとしながらも集中でき

る雰囲気で学習を進めることができます。

生徒に関しては、アルバイトなど働きながら学業に取り組む生徒が多く、また小・中学校で

不登校だった生徒や発達障害の特性を持つ生徒も多く在籍していることも特徴です。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

〇少人数・個別サポートが充実！

１教室当たり 5～10 名程度で先生が個別で対応できる時間を長く確保しています。

また完全マンツーマンでサポートを受けることのできるコースもあります。（オンラインで

の支援も可能）

〇価格を抑えたサポート費！（ひとり親世帯・生活保護世帯対応コースあり）

家庭の状況に合わせ、生徒が通いやすい価格の設定としています。

〇発達障害の特性を持つ生徒へのサポートが充実！

「発達障害学習支援サポーター」の資格を取得したスタッフが高校卒業をサポートします！

また、吹上教室には発達障害の特性がある生徒専用コースもあります。（発達支援コース）

〇短期間での卒業も可能！（短期集中コース利用にて）

 卒業直前の約 3 ヶ月間でも１年間分の単位を取得可能です！詳しくはご相談ください。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

週 1 回の通学を基本にしながら、「教室に定期的に通学したい！」「自宅で勉強を進めたい！」

等、自分のペースでサポートコース（登校頻度）を選ぶことができます。半期ごとのコース

の変更も可能です。

【豊橋教室】愛知県豊橋市草間町字東山 143-6（アイプラザ豊橋内）

また年 1 回、提携する通信制高校本校での集中スクーリングがあります。

（3 泊 4 日 ※履修単位数によって日数と金額が異なるケースがあります。）

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

〇サポート費…「選べる 7 つのサポートコース」で卒業をサポート！

（サポートコースには別途消費税がかかります。）

・通学コース：年間 40 回（1 回 2 時間）…年額 260,000 円～

・ひとり親/生活保護コース：年間 40 回（1 回 2 時間）…年額 184,000 円～

・発達支援コース：年間 12,000 円～（★吹上教室のみでのサポートです）

・進捗確認コース：月 1 回通学…年額 88,800 円

・個別指導コース：年間 40 回（1 回 1.5 時間）…年額 266,400 円～

・家庭訪問コース：年間 40 回（1 回 1.5 時間）…年額 316,800 円～

・短期集中コース：履修単位数により、10～30 回まで通学回数を選べます。

        例）10 回：通学 106,000 円～（10.15.20.30 回から選べます。）

※上記サポート費に加え提携している通信制高校への学費が別途かかります。

通信制 学校名（ スターシャル学院 豊橋教室 

（提携校：代々木高等学校） ）



５ 入学試験の内容について教えてください。 

入学願書等の書類提出（提携する通信制高校への提出）と教室での面談を行います。

面談では、今後どのような学び方をしていくのか、どのようなサポートをしていくべきか、

一緒に考えるための面談を行っています。ありのままを伝えて下さい。一緒に考えていきま

しょう。面談は保護者同伴や、保護者のみでも行うことも可能です。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

入学・転編入学のための説明会や個別面談、教室体験は随時行っています。お気軽にお問い

合わせください。また、ご希望があれば担当者がご自宅の近くまでお伺いし、個別での説明

や面談も可能です。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

進学・就職など、生徒１人１人に合わせた進路選択のお手伝いをしています。

〇４年制大学・短大・専門学校への進学

 金城学院大学、中京大学、日本福祉大学、等・・・その他多数の進学実績があります。

 提携校の指定校推薦での大学進学や AO 入試での進学の実績もあります。

例）日本福祉大学 健康科学部、豊橋創造大学 経営学部など(2020 年度末までの実績) 

〇就職

 公共職業安定所（ハローワーク）の協力を得て、高校生の就職対策を実施しています。就

職へ向けた筆記試験対策、面接対策など希望に合わせて在学中にサポートしています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

学力面・精神面・生活面でのサポートを行っています。

中学までの勉強に自信がない生徒から、推薦等での大学進学を目指す生徒まで幅広く対応

し、生徒 1 人 1 人に合わせサポートしています。

また、コミュニケーションの苦手な生徒を対象としたトレーニングもしており、社会へ出た

際に活かせる力を身につけられるようにサポートしています。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

提携している通信制高校でのスクーリング内で地域の特色を生かした特別活動をします。

（過去のスクーリングでは、水族館見学、遊覧船乗船、BBQ などをしました。）

また、スターシャル学院独自の卒業式なども実施しています。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

ぜひ、進学相談だけでなく教室の見学や体験をして教室の雰囲気を感じてください。

その上で、「この学校であれば通えるかな」と皆さん自身が思える学校を選んでいくと良い

選択ができるかと思います。

この相談会へ来ている皆さんは、「学校生活」「友達」「将来の夢」など、多くの事に悩んで

いることだと思います。しかし、失敗や悩みの数だけ人は大きくなります。失敗を恐れず様々

なことにチャレンジしてみてください。スターシャル学院はそんな努力をする皆さんを全力

でサポートします。ぜひ一緒に高校卒業を目指しましょう！



１ 生徒は何人くらいいますか？ どんな生徒が多いですか？ 

さくら国際高等学校約 1,350 名,当スクール 25 名の生徒が在籍しています。

●中学卒業の新入生。公立高校、私立高校、通信制高校からの転入生。高校を辞めてしまっ

たけれど、再度入学する編入生が在籍しています。

●対人関係が苦手で対人恐怖症なり不登校、引きこもりになった生徒、軽度発達障害の生徒、

外国人国籍の生徒が居心地の良い環境として在籍しています。

●公立高校、私立高校、他の通信制高校に進学していたが学力面、対人関係に悩み不安で

やめてしまった生徒が在籍しています。

●他校を見学、体験に行ったが「怖くて教室に入ることも出来なかった」という話をよく聞

きますが、真面目に単位修得、大学進学、就職を目指す生徒たちが在籍しています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

さくら国際高等学校の豊川市内唯一の指定認定校です。

●スマホ、パソコンでの授業も可能なため家庭で自由な時間に学習することが出来ます。

●教室、時間、曜日の選択制 詳しくはお尋ねください。

   ・豊川市勤労福祉会館

・新城まちなみ情報センター

・一宮農業者トレーニングセンター

   ・小坂井文化会館（フロイデンホール）

   ・御津文化会館 （ハートフルホール）

   ・音羽文化ホール（ウィンディアホール）

●スクーリングの選択制（日時、場所の選択制）

さくら国際高等学校（2 泊 3 日）

東京校（2 泊 3 日）

本校（日帰り 3 日間） 3 会場より選択制

※ 詳しくはお尋ね下さい。

●すべて個別対応授業です。（集団が苦手の人は別室、又は家庭訪問での授業も可）

●大学入学共通テスト、各大学の試験教科対策を実施。

●AO 入試（総合型選抜)、さくら国際高等学校の推薦（学校推薦型選抜）により大学、専門

学校への入学も可能。

●希望者に無料の英語検定、数学検定、情報処理検定を専任講師により実施。

●就職就労支援の体制も整っており、それにより正社員就職が決まった生徒もいます。

●学年、年齢に関係なく全員がフレンドリーです。（37 歳で高３の生徒もいます）

●夜間コース（3 年で卒業可）を併設しています。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

●スマホ、パソコンでの授業も可能で、家庭で学習できるため出席日数は問いません。

月 1 回、2 時間程度という生徒もいますし、年 5 回の課題提出のみ登校の生徒もいます。

   昼間コース 10:00～12:00 13:00～15:00  

夜間コース 18:00～22:00           両コースとも自由な時間帯に通学可

※ 両コースとも個別対応になります。その他、曜日、場所、時間帯は御相談に応じます。

通信制 学校名（さくら国際高等学校 豊川中央フリースクール）



４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

豊川中央フリースクール 授業料 28,000 円／月   336,000 円（年額）

            入学金            50,000 円（入学時のみ）

            維持費           30,000 円（年額）

合計 416,000 円（年額合計）

さくら国際高等学校   入学年度      270,000 円 (次年度 260,000 円) 

※ 高等学校就学支援金の支給により、上記金額は減額されます。

減額額

世帯収入  270 万円 支給上限額 297,000 円

      〃    350 万円    〃   237,600 円

〃     590 万円    〃   178,200 円 が支給されます。

※ 世帯収入は両親、高校生、中学生の 4 人家族で、両親の一方が働いている目安です。

 詳しくはお問合せ下さい。

５ 入学試験の内容について教えてください。 

●入学試験はありませんが、親子面接があります。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

●入学説明会は特別に実施していませんが、随時受付けています。

●体験入学、見学は御希望の日時にお越し下さい。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

●4 年制大学、短期大学、各種専門学校、正社員就職、様々な進路です。

●大学入学共通テスト、さくら国際高等学校の推薦（学校推薦型選抜）、AO 入試（総合型選

抜）により進学を果たしています。

●在校生は大学入学共通テスト、志望大学受験、就職、各種資格取得に向け勉強しています。

●就職就労支援、就職支援セミナー、企業による支援体制によって就職も決まっています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

●高校の勉強についていけなくて転校してきた生徒もいますし、中学卒業の新入生も学力面

 に不安がある場合が多く、理解できるところまで戻り学習できます。

(例えば、分数の四則計算、アルファベットの書き方まで戻り学習している生徒もいます）

●すべて個別対応授業です。（集団が苦手の人は別室、又は家庭訪問での授業も可）

●メンタル面では、青少年メンタルヘルスケアストレスカウンセラーがいます。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

●生徒主催のディズニーランド等への卒業旅行、クリスマス会、親子 BBQ、ボルダリング、

ゴルフ練習、畑作業、田植え、五平餅つくり等、10 程の季節イベントがあります。

●親子 BBQ は毎年、多くの参加者で賑わいます。

※ 参加はすべて自由です。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

●体験入学により授業見学、スクールの雰囲気、在校生の様子を見て決めて下さい。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

高校生 62 名、小中学生(ﾌﾘｰｽｸｰﾙ) 17 名

中学校からの新入生が 5 割程度、東三河高校学校からの転入生（過去、東三河中心に 64

高等学校より受入）。対人関係が苦手な生徒や勉強が得意ではない生徒も通学しています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

１．ゆずりは学園で日帰りスクーリング（授業）が可能 

 さくら国際高等学校：田原校、中京高等学校：田原校、豊橋会場、豊川校、新城会場

２．スクールカウンセラーの面談（臨床心理士によるカウンセリング等） 

３．就労体験（職業体験）、ボランティア活動の実施（海岸清掃・フードバンク等） 

４．様々な行事、自然体験、資格取得学習 

 ｶﾔｯｸ体験,学園祭,AED 講習,保健学習,乗馬体験,修学旅行等,多くの学校行事を実施。

パソコン教室では資格取得を目指しワード,エクセル,パワーポイント等の操作を学習。

（令和 3 年度より、ゆずりは学園でビジネス文書実務検定の試験可能）※任意参加

５．継続的な支援（フリースクール 20 年間の不登校対応、就労支援 15 年間） 

 小中学生、通信制高校、通信制大学就労支援と中学生～卒業後も継続支援します。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

登校は週 2～3 回程度（自分のペースに合わせて進めます）

下記の通り月～土にて開校（9:00~15:00）
田原校  ：月木土 田原市野田町田尻 15-14
豊橋会場 ：水 豊橋市草間町字東山 143-6（ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ豊橋 会議室）

豊川稲荷校  ：火金土 豊川市豊川栄町 21 梅原ビル 2 階

新城会場   ：随時 新城市字下川 1 番地 1（新城文化会館 会議室）

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

サポート校（ゆずりは学園）にかかる費用 （税込）

授業料         30,000 円／月 （360,000 円／年） 

施設利用料・光熱費    2,000 円／月 （24,000 円／年）

総合学習費        2,000 円／月 （24,000 円／年）

合計                   34,000 円／月 （408,000 円／年）

学園祭 乗馬体験     美容体験（着付け）    カヤック体験

ﾊﾞｽｹｯﾄ場（田原校）  海岸清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動   パソコン教室    ゆずりはの森自然体験

通信制  学校名（NPO 法人ゆずりは学園）



【学費備考】 

※入学金 70,000 円、ゆずりは学園会費 10,000 円（年毎）通信費 1,000 円（年毎）

※母子（父子）家庭、所得に応じて入学金減免制度あります。別途本校への納付金が必要。

５ 入学試験の内容について教えてください。 

【さくら国際高等学校】（田原校） 

面接（本人・保護者）、書類選考で行います。本人の希望や意欲を重視します。

【中京高等学校】（豊橋会場、豊川稲荷校） 

入学試験（国・数・英）及び面接を行います。本人の希望や意欲を重視します。

試験前のサポートも行っていますので、気軽に相談下さい。

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

随時、見学・相談を受付しています。電話にてお問い合わせください。

田原校   月木土  TEL 0531-22-3515 

豊橋会場  水    （同上）

豊川稲荷校 火金土  TEL 0533-65-8996 

※フリースクールの無料体験も利用することが可能です。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

進学実績・・・過去 大学（17）、短期大学（4）、専門学校（21） 

就職実績・・・地元企業中心に 80 社以上内定。就職希望の生徒が多いです 

就職希望の生徒が多いです。パソコン教室（ワード・エクセル）、インターンシップ、 

職業体験等を行い、自分の最適な企業への就職を支援しています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

【学習面】 

生徒に合わせた個別面談、レポート学習。レポート課題は個別で進捗状況に合わせて指導

を行います。中学校の勉強の復習からも指導しています。３年間で卒業可能です。

【メンタル面】 

教育相談、臨床心理士によるカウンセリング（希望者）フリースクール 20 年間の対応実績、

発達障害の対応書籍「異空間のドアを開けて」発刊、個別学習対応

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

ゆずりは学園祭、クリスマス会、体育大会、進路ガイダンス、性教育（医科大生講師）

AED 講習、社労士講習、カヤック体験、乗馬体験、美容体験、キャンプ体験など

修学旅行は希望者で 1 泊 2 日 （ディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど）

（学校行事に関してはコロナウイルスの影響により縮小・中止となる場合があります）

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

自宅からの通学時間、宿泊スクーリングの有無/費用、自分に合った学校かを体験すると

良いです。ゆずりは学園では、「田原校、豊橋会場、豊川稲荷校、新城会場」で自由に通学

でき「日帰りスクーリング（費用は授業料込）」を実施しています。各校で相談、体験を受

付しています。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

各学年の定員は１２０名です。（５月１日現在２８１名が在籍しています。）

上級学年になるに従い増加します。

様々な事情で高校から転学する生徒や、社会人の編入もあります。

最近は中学校から直接入学する生徒も増加しています。

特に不登校や人間関係が苦手な生徒が多く入学しています。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

・学校法人が運営する学校教育法に基づく高等学校です。 

・全日制高校と同様に教員が授業を行います。(対面授業が基本) 

・個人の希望を可能な限り優先した時間割で授業を受けることが出来ます。（登校型） 

・「総合的な探究の時間」では校外の大学や専門学校等で体験授業を受講します。 

・愛産大単位修得コースを新設（高校生で大学の単位を修得できる） 

・学び直し講座、進学講座などを行っています。 

・語学短期留学プログラム（オーストラリア等）を実施 

・３年間の学費は良心的です。

本校のモットーは「再スタート・再チャレンジ」です。

自信を無くしかけている生徒に、少しでも自信を持ち直し前向きに頑張ろうという気持ち

を持たせるように努める学校です。（頑張る生徒を全力で応援する学校です。）

焦らず自分のペースで一歩ずつ頑張りましょう。 

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

週２日の登校を原則としていますが、希望により増減することも可能です。

それぞれの生徒の事情を可能な限り受け入れて日程・時間割を作成します。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

検定料 6,000 円 入学金 20,000 円 施設整備費 20,000 円（半期毎 10,000 円）

レポート代 200 円（1 教科） 生徒証代 300 円 教科書代約 8,000 円

１単位 9,000 円ですので、履修する単位数により差異が出ます。

＊就学支援金制度が受給されれば１単位 4,812 円の補助が受けられます。

＜例＞年間 25 単位履修で就学支援金受給の場合・・・約 160,000 円

５ 入学試験の内容について教えてください。 

国語・数学・英語の筆記試験と、面接試験があります。

筆記試験は中学校の基礎レベルです。

面接試験は今後の取り組みや将来に対する目標などを確認し、どれだけ高校生活を真面目に

取り組めるかを確認します。

通信制 学校名（愛知産業大学三河高等学校）



６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

学校説明会（年７回実施 7/31、9/25、10/30、12/11、1/15、2/12、3/12）

個別の説明、授業見学も随時受け付けています。

お気軽にご相談ください。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

・進学（約４０％） 

 大学、短大、専門学校の中でも、専門性の高い学部・学科に進学する生徒が多いです。

  愛知産業大学には、姉妹校ＡＯ入試で進学する生徒が多く、奨学金の支給等経済面でも

優遇されます。 

  他に、ELIC ビジネス&公務員、名古屋美容、三河歯科、名古屋ブライダルビューティー

の各専門学校にも姉妹校推薦で進学できます。 

・就職（約４０％） 本校より学校推薦で就職する生徒も多くなっています。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

・学力面

 「学び直し講座」・・・国語、数学、英語 中学校時の復習や確認を行います。

 「進学講座」・・・進学希望者を対象にして実施しています。

・メンタル面

 スクールカウンセラーによるカウンセリングを生徒・保護者ともに受けることができ

ます。（予約制）

・その他

 学級担任との個別面談や保護者懇談会も実施しています。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

修学旅行や体育祭などはありません。

・総合的な探究の時間として、校外の施設に出向いて体験学習を受ける講座があります。

＜例＞介護福祉、保育、動物、美容、自衛隊、建築、デザイン、交通安全、歯科衛生、

   調理、自動車整備、公務員、コンピュータ、その他

 ＊自分の進路に合わせて選択することができます。

・語学短期留学プログラム（オーストラリア等）を実施しています。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

一つでも多くの学校を自分の目でしっかり調べること（説明会、体験会、授業見学など）

その上で、保護者の方と相談し自分が頑張れそうな学校を選んでください。

そして勇気と自信をもって次のステージへ進んでください。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

岡崎キャンパス約 170 名、浜松キャンパス約 200 名、名古屋キャンパス約 420 名、全国 44 キャン

パス約 9,000 名の生徒が在籍しています。 

専門的な学び（プログラミング、マンガイラスト、子ども・福祉、住環境デザイン）や海外留学など既存

の枠組みを超えた進路を希望する生徒や、芸能活動やプロスポーツとの両立を目指す生徒、登校

習慣・人間関係・ 学力において苦戦をしてきた生徒もいます。中学校からの進学が 5 割、高校から

の転学 5 割です。

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

「高卒資格がゴールじゃない。なりたい大人になるための学校 」の教育理念のもと、以下を実践して

います。 

【みらい学科 TM】 

プログラミング、マンガイラスト、子ども・福祉、住環境デザインの 4 つのコース（名古屋キャンパスは 

ネイルも開講）で、専門分野の学びを実現。 

【アドバンス学科】 

日頃通っているキャンパスで大学受験対策が可能なので、予備校に通う必要がありません。難関大

学合格を目指します。 

【どこでも・どことでも型学習】 

オンラインでの Live 授業で、学校でも自宅でも、どこでも授業を受けることができ、登校に波がある 

生徒でも勉強に遅れる心配がありません。これにより、自分のペースでの登校が可能。 

【みらいの架け橋レッスン 】 

好きや得意なことを見つけるための選択科目。美容やダンス、音楽、クッキング、声優などその道の

プロから学べる授業もあります。 

【海外留学】 

1 週間の短期留学～約半年の長期留学まで、卒業時期が遅れることなく留学することが可能。長期

休暇期間を利用しての個人留学などもあり、理想通りの留学を実現できます。 

【屋久島】 

世界自然遺産の屋久島で行うスクーリングは、生徒に大人気。キャンパスでの日常から離れ全国の

生徒と触れ合うことで、いつもとは違う自分が演じられるため“未見の我”の発掘につながります。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

週 5 日コースの中で、自分のペースで通うことができます。卒業までには 5 日通うことを目標とします

ので、週 2 日や 3 日から始めることも可能です。休んだ日は、オンラインでの Live 授業を自宅から受

講できるので、学習が遅れる心配はありません。

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

通信制高校：年間約 12 万～41 万円（就学支援金は、世帯収入によって異なります）。 

サポート校：約 15 万～58 万円（各コースによって異なります）。 

※世帯の収入、求めるサポート内容によって異なります。詳しくは、直接お問い合わせください。

通信制 学校名（学校法人ＫＴＣ学園 ＫＴＣおおぞら高等学院）



５ 入学試験の内容について教えてください。 

面接（保護者同伴）・簡単な学力考査・作文（入試時に持参）

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

個別での入学説明会は随時行っております（オンライン可）。お気軽にお問い合わせください

（0120-12-3796）。 

体験入学・学校説明会は毎月開催（オンライン開催も有）しています。詳細はホームページをご覧く

ださい。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

進学 6 割、就職 3 割、留学・その他 1 割。 

進路ガイダンスを初め、適学適職診断テストや模試、個人懇談など充実の進路サポートです。指定

校推薦も数多くあります。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

【学力面】 

「どこでも・どことでも型学習」により、学校と自宅どこからでも授業が受けられるので、勉強の遅れを 

心配することはありません。それでも心配な生徒は、個別指導コースで丁寧にサポートしていきます。 

【メンタル面】 

全スタッフがメンタルサポート研修を受け、生徒と向き合う姿勢やスキルを身につけています。「家族

支援カウンセラー」の資格を持ったスタッフもいるので、万全のサポート体制です。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

入学式から始まり、交流イベント・文化祭・海外留学・職場体験・卒業式など、年間を通じて多くの 

学校行事があります。文化祭は、生徒が企画から運営まで全てを担います。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

大事なのは、入れる学校を探すのではなく、3 年間続けることのできる学校を選ぶことです。 

ＫＴＣおおぞらは、なりたい大人になるための学校®です。高卒資格を取るだけじゃない、全く新しい 

選択肢です。将来の夢が今なくても、なりたい大人像が描けたら、それを目指せる道が用意されてい

るのが、ＫＴＣおおぞらです。ＫＴＣおおぞらなら、夢を描くことがとっても幸せで、とっても楽しくなりま

す。共に育んでいきましょう。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

生徒数約 1400 人 

中学時代や高校進学後、不登校を経験された生徒や 

スポーツ、芸能関係、アルバイトや仕事と学業を並行して頑張っている方等様々。 

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

生徒一人一人に担任がつきます。 

→「マイページ」という個人ページで日々の学習から年間の取り組むことや学校からの様々な情報を確

認できます。生徒はもちろん、保護者・担任でもリアルタイムにみることができます。 

→電話・メール・LINE を通して、学習指導から進路指導はもちろん、日々生活での悩み相談などサポー

トを行っています。 

→豊田駅・名古屋栄の 2 つのキャンパスはじめ、家庭訪問も行い、いつでも安心して過ごせる環境づく

りをご案内しています。 

→2つのキャンパスは自由登校スタイルで、自分のリズムに合わせて登校し、日々のレポート学習に取り

組んだり、キャンパスイベントに参加したり、先生に相談したり、会いに行ったりできる場所です。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

年 4日。 

豊田駅前キャンパス及び栄キャンパスに関しては教室開放日を利用し、 

週 1～週 4の登校も可能。 

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

￥395,000 円～￥445,000 円（1年 25 単位取得想定） 

５ 入学試験の内容について教えてください。 

書類選考のみで、入試は実施していません。 

事前に個別相談やオープンキャンパス等にご参加いただいています。

通信制 学校名（ ルネサンス豊田高等学校 ）



６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

個別相談やオープンキャンパスのお申し込みは以下へご連絡ください。 

＊豊田駅前キャンパス（0565-42-6298） 

＊名古屋栄キャンパス（052-684-9902）

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

進路確定率：80.0% 

大学進学率：15%・専門学校進学率：23%・就職率：32%・その他：30% 

→担任及び進路担当を中心に、一人ひとりの希望を聞きながら指導をしている。 

→全国の大学・短大・専門学校からの指定校推薦の活用も可能 

→進路カウンセリングや弊校主催の進学説明会・模試の受験・面接練習会など様々なイベントを開催

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

生徒一人一人に担任がつきますので、学習サポートや進路の相談など 

サポートは充実しております。 

また、スクールカウンセリングの先生によるカウンセリング会を定期的に実施。 

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

運動会は実施致しておりません。 

修学旅行は実施致しておりますが、任意参加となります。 

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

心身ともに充実し、10 代後半の多感な時期にみなさんはどのような高校生活を望みますか？ルネ高は一

人ひとり、自分のペースで無理なく学ぶことができ、通学にしばられることなく、なりたい自分のため

に時間を費やすことがでる通信制高校です。高校生活はこうあるべきだという理想だけでなく、現実的

に 3年間続けられるかどうか、夢が叶えられるかどうかを大事にしてほしいと思います。 

高校卒業は社会へ出るための通過点の一つでしかありません。自分らしさをもっと輝かせるために、な

りたい自分に近づくために新しい一歩を踏み出してください。



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

全校生徒：246 名 ※6/25 現在 

（①週 5 日通学コース：155 名 ②オンライン＋週 2 日通学コース：63 名、③月 1-2 回通学コース：28 名） 

高校卒業するだけではなく、社会で“生きる力”を身につける学校です。 

自分を成長させたい、変えたいという想い持って、自信育成のために多くのことに挑戦している生徒が多く在籍

しています。基礎学力を定着させたい、大学受験レベルの学力を身につけたい、国際教育に特化したカリキュラ

ムで学びたい、そして何よりも、毎日の学校生活で自信をつけたい生徒など、様々な希望をもった生徒が在籍し

ています。 

そんな挑戦ができる環境がクラーク国際にはあります。 

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

クラーク高校の一番の強みは、どのレベルからでも安心して挑戦が出来る環境です。 

① 担任の先生が全員“学習心理カウンセラー”の資格を有しています。更に担任の先生を生徒が自ら選ぶ 

“パーソナルティーチャー制度”を採用しています。クラークの教育の最大の特徴は、一人ひとりに合わせ

た「一対一教育」です。 

② 授業は生徒一人ひとりの習熟度に合わせ少人数で行われていますので、「難しくてついていけない」という

事はありません。そして、全員が中学の学習内容を総復習する“基礎学力オールチェック”を受けるので、

学習の「つまづき」を発見し克服するところからスタートします。大学受験を希望する生徒には、受験に特化

した授業を実施しています。 

③ ピアアシスタントは、コミュニケーションに自信がない生徒を対象に実施される高校生が学べる心理やコミュ

ニケーションの授業です。授業の内容が、自信育成につながります。 

④ ゼミ授業は、専門の先生からイラストや音楽、スポーツ、家庭科など、様々な授業を選択できる体験型の授

業です。得意分野を伸ばして自信育成から才能開花まで導きます。 

⑤ 将来、社会で活躍できるスキルを身に着けるための専攻授業が充実しています。生徒は基礎学力、ビジネ

ス、インターナショナルから選ぶことができます。中でも、インターナショナル専攻は、どんな英語レベルか

らでもチャレンジができるという点が特徴です。その他にも、オーストラリアへの留学制度や英検対策講座

などを通じて英語力を飛躍的に伸ばすカリキュラムがあります。 

 ⑥ スマートスタディーコースでは「オンライン（自立学習）」と「通学（仲間との学び）」を併用した新たな学びのス

タイルを持ったコースです。一人ひとりに最適な環境（個別最適化）で学習を進めることができます。 

※この他にも、約 30 種類以上の資格検定の取得サポートにも力を入れています。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

以下の 3 種類のコースから選ぶことができます。（年度途中のコース変更も可能） 

①週 5 日通学する国際総合（全日型）コース ※制服登校 

②オンライン学習と週 2 日の通学学習を併用するスマートスタディーコース ※私服登校 

③月 1-2 日程度通学する単位修得コース ※私服登校

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

上記 3 のコースによって異なります。 

目安として、①約 80 万円程度 ②約 40 万円程度 ③約 15 万円程度 

※上記の金額は、就学支援金の適応前の金額です。減免される対象の場合は、減額されます。 

詳しくはクラーク職員までお問い合わせ下さい

通信制 学校名（クラーク記念国際高等学校 浜松）



５ 入学試験の内容について教えてください。 

○自己推薦入試：10 月 30（土）/ 11 月 27 日（土）/ 12 月 25 日（土） 

学科試験（英・数・国・作文）＋ 面接 

 ※面接重視型の入試形態です。毎年多くの生徒がこの受験スタイルを選んでいます。 

○推薦入試：12 月 25 日（土）出願時に校長の推薦書が必要です。 

 学科試験（英・数・国・作文）＋ 面接  

※事前の入試相談や入試対策（過去問配布）なども実施しています。 

６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

【夏期オープンキャンパス】 

 8 月 22 日（日） 

9：00～（受付 8：30～） 全体説明会＋体験授業＋キャンパス案内＋面談 

    13：30～（受付 13：00～）全体説明会＋体験授業＋キャンパス案内＋面談 

8 月 28 日（土） 

9：00～（受付 8：30～） 全体説明会＋体験授業＋キャンパス案内＋面談 

    13：30～（受付 13：00～）全体説明会＋体験授業＋キャンパス案内＋面談 

※体験授業は、ピアアシスタントやゼミ授業（e スポーツ、音楽、美術など、 

クラーク国際ならではの授業が体験できます。 

【学校説明会】 

 9 月 12 日（土）9：00～（受付 8：30～）全体説明会＋キャンパス案内＋面談 

  ※説明会は状況によって、オンラインでの対応もいたします。必要があればご相談下さい。

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

大学進学率 60％ / 専門学校進学率 30％ / 就職 10％ です。 

担任や進路指導主事を中心に一人ひとりの希望を大切に聞きながら進めています。また、全国に 300 種類以上

の大学指定校推薦を活用することも可能です。

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

担任は全員学習心理カウンセラーの資格を有していますので、安心して学校生活を送ることが出来ます。またピ

アアシスタントの学習を通じて対人関係への自信をつけることができます。

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

国際総合（週 5 日）コースは、スポーツ大会、文化祭、成果発表、体育祭、合唱コンクール、北海道体験学習など

多くの行事を実施しています。 

スマートスタディーコース・単位修得コースは、年に 2 回の交流行事を実施しています。

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

登校、勉強、友達作り、留学、検定、生徒会活動など、クラーク国際には皆さんが挑戦し、成長できる環境が数

多くあります。また皆さん一人ひとりを理解し、真剣に向き合ってくれる先生がいます。これまでも、たった 3 年間で

信じられない位の成長を遂げた卒業生をクラーク高校は数多く輩出してきました。それは、クラーク国際だからこ

そできる「一対一教育」を一生懸命に実践してきた証だと自負しています。

今出来ていることも大切ですが、それ以上に大切なのは、“これからどうなりたいか”です。 

一緒に挑戦していきましょう！一歩ずつ！



１ 生徒は何人くらいですか？ どんな生徒が多いですか？ 

各学年 45 名程度 全校生徒 131 名です。 

全校生徒の 7 割が不登校経験者です。不登校の原因については多くの生徒が「よく分から

ない」「なんとなく面倒くさいなと思って」と答えてくれていますが、いじめをうけた経験

した生徒もいます。 

２ 他の学校には負けない“強み”は何ですか？  

自立した生活と一生の仲間と出会えます 

全寮制なので、自立した生活と一生付き合える友だちをつくることができます。第二の家庭

としてアットホームな雰囲気の寮生活です。 

分かるところから学べる 

英、数、国はグレード別授業で基礎からやり直しができます。大学進学を視野に入れた授業

を受けたい人は応用コースで専門的な学習もできます。生徒を留年させないよう全力でサポ

ートします。

３ 登校頻度はどのくらいですか？ 

全寮制の全日制普通科高校ですので月曜日から金曜日まで毎日登校します。同じ敷地に寮も

校舎もあるので登校に対しての抵抗感は少ないと思います。ほとんどの生徒は入学当初、昼

夜逆転をしていて朝起きられない生活ですが、すぐに規則正しい生活ができるようになりま

す。また教室に入るのが辛い生徒には少人数で学ぶサポート教室での登校ができます。 

４ １年間にかかる金額はいくらくらいですか？ 

就学支援金が満額支給（￥34,000）されるご家庭の場合は年間約 100 万円の負担が必要で

す。この金額には寮での生活費や食費 PTA 会費、修学旅行積立金などすべて含まれていま

す。通学制の私立高校と比較すると毎月￥15,000 ほど余分にかかることになります。 

５ 入学試験の内容について教えてください。 

推薦  … 中学校での面接、寮宿泊体験（一泊二日）、筆記試験、授業体験など 

特別専願… 推薦と同じ 

一般  … 面接（保護者同伴）、寮宿泊体験（二泊三日）、筆記試験、授業体験など 

※筆記試験は直接合否には影響しません。入学後のクラス編成の参考にします 

全寮制 学校名（ 黄柳野高等学校 ）



６ 入学説明会、体験入学等の予定を教えてください。 

日帰り… 8/21 、10/23 、11/6 、12/4 、12/25 、3/12 

宿泊 … 8/21  22 、11/6  7 、12/25  26 

見学は随時受け付けています。 

７ 卒業生の進路はどのような道を歩まれる方が多いですか？ 

四年制大学 30％、専門学校 40％、就職 25％、その他５％です。大学は指定校推薦もたく

さんの大学から来ています。 

８ 学力面、メンタル面のフォローはありますか？ 

日本一充実した生徒相談室 

公認心理師 4 名と精神科ドクター1 名が在籍していて、生徒全員が定期的にカウンセリング

を受けています。心理系の大学生がボランティアで学習などのサポートもしてくれます 

希望があれば WISC や WAIS などのテストを無料で受けることもできます。 

９ 運動会や修学旅行などの学校行事はありますか？ 

一般の高校と同じように学校行事があります。修学旅行は学年で話し合って行き先を決めて

います。例年ですと沖縄や韓国、ベトナムなどです。 

全寮制ならではの寮の企画として遠足や夏祭り、クリスマス会なども行っています。 

10 学校（進路先）を決める際のアドバイスをお願いします。 

こんなお子さんには合っていると思います。 

〇昼夜逆転を直して、規則正しい生活を送りたい 

〇勉強に自信がないけど分かるところからやり直したい 

〇自由な雰囲気でのびのびとした環境で学びたい 

〇発達障がいがあっても普通高校で学びたい 

〇親も子もお互いが大切な存在なのに、なぜかうまくいかない 



令和３年度 定時制・通信制高等学校合同説明会　学校情報一覧表

学校名　（相談機関名） 所在地 最寄の鉄道駅
駅からの交通手段

と所要時間

全学年生徒数
（キャンパス

単位）

入学試験の
内容

登校頻度 学習スタイル 授業開始時刻
スクーリング

場所

宿泊
スクーリ

ング
有無

スクーリング
日数

学校行事
（主なものを
ひとつ記載）

クラブ活
動

有無

＜定時制高等学校＞

1 豊橋市立豊橋高等学校 豊橋市東郷町 豊橋鉄道市内線 徒歩３分 629人 基礎学力、作文、面接 毎日 対面授業
昼１部9:00
昼２部10:45

夜17:40
修学旅行

有
（昼のみ）

2 愛知県立豊橋工科高等学校 豊橋市草間町 渥美線　南栄 徒歩５分 １１９人 作文、面接 月～金曜日 講義・実習
17時45分

給食１７時００分
修学旅行 有

3 静岡県立新居高等学校 湖西市新居町 ＪＲ新居町駅 徒歩５分 ４８人 作文、面接 週５日 対面一斉授業 17:35 体育大会 有

＜通信制高等学校＞

4 愛知県立刈谷東高等学校 刈谷市半城土町
名鉄・JR刈谷駅
JR野田新町駅

刈谷駅徒歩18分
野田新町駅徒歩12分

活動生511人
在籍は900人以上

新入は書類、作文、面接
転編は書類、学科、面接 月2～3回 レポート&講義 9：10　(ST8：:50) 刈谷市の本校 無 年28日程度 文化祭 有

5 ＮＨＫ学園高等学校 豊橋市南牛川 ＪＲ豊橋駅 バス２０分 ６０人 書類選考　面接 月１～２日 ウェヴ形式 ９：１０～ 桜丘高等学校 無 年１４日 遠足 無

6
高卒資格サポートセンター
豊橋キャンパス
（提携通信制高校：鹿島学園高校）

豊橋市松葉町 JR豊橋駅 徒歩4分 20人 書類、面接 週1～4回 個別指導形式 選択可能 豊橋市内の大学校舎 無 年6日程度 修学旅行 無

7 精華学園高等学校　豊橋校
豊橋市八町通

１丁目
豊橋鉄道市内線　　札木 徒歩２分 １００名 書類審査・面接 週２～４日 レポート形式 ９：３０～ 豊橋校 無

週２日
（午前中2時間） 体験学習 無

8 第一学院高等学校　豊橋キャンパス
豊橋市駅前

大通
JR豊橋駅

豊橋鉄道　新川駅
豊橋駅から徒歩7分
新川駅から徒歩1分 160名 面接、作文 週１～５日

登校ならびに
ウェブ併用

選択可能 兵庫県養父市の本校 有 年４日 文化祭 有

9
ANNIE GLOBAL高等学院　日本航空高
等学校　豊橋学習支援センター

豊橋市西幸町 豊橋鉄道南栄駅 徒歩18分 15人 面接・作文 選択可能
ウェブ形式・タブレッ
ト形式・レポート形式

個別指導
選択可能

大原簿記情報医療専門学校
(鹿島朝日）

無 年6日程度
体育祭・
文化祭

有

10 スターシャル学院

【教室】
豊橋市草間町

【事務所】
名古屋市千種区

吹上

【教室】
豊橋鉄道　南栄駅

【事務所】
地下鉄　吹上駅

ＪＲ・地下鉄　鶴舞駅

【教室】
南栄駅徒歩8分

【事務所】
吹上駅徒歩10分
鶴舞駅徒歩15分

10人
入学願書等の書類

面談
週1回～ レポート形式 選択可能

・代々木高等学校
本校

（三重県志摩市）
有 3泊4日

キャンパス
独自の卒業式

無

11
豊川中央フリースクール
（さくら国際高等学校）

(事務局)豊川市
一宮町 各6教室 各6教室 25人 親子面接 自由登校

レポート形式。PC、
スマホでの質問形

式可
選択可能

上田市本校、東京校、当スクー
ルよりの日帰り3日

選択制 年3日 各季節イベント 無

12
ゆずりは学園（さくら国際高等学
校、中京高等学校）

田原市野田町
豊川市豊川栄町
豊橋市草間町
新城市下川

豊橋鉄道渥美線三河田原駅
JR　豊川駅

豊橋鉄道渥美線 南栄駅
JR　新城駅

市ﾊﾞｽ25分
徒歩2分
徒歩8分
徒歩10分

中京高等学校
24名

さくら国際高等学
校　37名

中京高等学校
（筆記・面接）

さくら国際高等学校
（書類・面接）

週2～3回 レポート形式 選択可能

中京高等学校
豊川・豊橋・新城

さくら国際高等学校
田原

無 年12日程度 修学旅行 無

13 愛知産業大学三河高等学校 愛知県岡崎市 名鉄藤川駅 徒歩５分 281人（5/1現在） 筆記、面接 週２回 対面授業 選択可能 体験学習 無

14 ＫＴＣおおぞら高等学院　岡崎キャンパス
岡崎市明大寺町

浜松市中区伝馬町
岡崎：名鉄東岡崎駅

浜松：JR浜松駅
岡崎：徒歩1分
浜松：徒歩7分

岡崎：160名
浜松：200名

面接（親子）・学科試験
（国数英）・作文 週1～5日

Webライブ授業
・個別

9：30～/12：50～/14：30～ 鹿児島県屋久島の本校
有

（時期は
選択可）

4泊5日 文化祭 有

15 ルネサンス豊田高等学校 豊田市藤沢町 豊田市駅 バスにて30分 1400人 個別面談 年4日 ウェブ形式 状況に応じて選択可能 豊田市本校にて実施 選択制 年4日 文化祭 有

16
クラーク記念国際高等学校
浜松キャンパス

浜松市中区 JR浜松駅 徒歩7分

全日型
155名

オンライン＋通学
91名

面接
学科試験

コースに
よって変動

対面授業形式及
びWeb学習

全日型　8：50
オンライン＋通学　13：50 浜松キャンパス 無 コースによる

文化祭/体育祭
など 有り

＜全寮制高等学校＞

17 黄柳野高等学校 新城市黄柳野 JR新城駅 スクールバスで30分 131人 宿泊体験、面接 月～金
対面授業とフィール

ドワーク 9:00 学園祭 有

＜その他＞

18 がまごおり若者サポートステーション
蒲郡市元町

/豊川市諏訪町
JR東海道本線/名鉄蒲郡線　蒲郡駅

/名鉄豊川線　諏訪町駅
ともに徒歩3分

19 とよはし若者サポートステーション 豊橋市牟呂町 JR豊橋駅
豊鉄バス牟呂循環線
「西部団地」徒歩２分

20 ココエール支援担当
豊橋市松葉町

三丁目 ＪＲ・名鉄豊橋駅 徒歩１０分





電話 0532-51-2327 

メール kodomo-sougou-center@city.toyohashi.lg.jp


