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私達がご紹介するのは
千葉県知事認可の通信制高校です。

私立通信制高校
千葉県知事認可の千葉県知事認可の

キャンパス：柏・千葉

中央国際高等学校
学習センター：千葉

敬愛大学
八日市場高等学校ヒューマンキャンパス

のぞみ高等学校

わせがく高等学校
キャンパス：柏・勝田台・西船橋・稲毛海岸

千葉科学大学
附属高等学校

麗澤高等学校



通信制高校の
学習方法
通信制高校の
学習方法
通信制高校の
学習方法

テ ス ト 単位認定

○各教科・科目において、規定通数のレポートを期日内に
提出します。

○教員がレポートを添削し、後日返却します。
○レポートを通じて、教員と生徒間で「学習の成果」を
　確認し合います。

レポート（添削指導）

登校スタイルに係わらず、各教科・科目において、
規定時数のスクーリングに出席します。
※千葉県認可を受けていない通信制高校は、他県の本校や
指定会場までスクーリングに行く場合があります。宿泊代や
交通費等、負担があることを念頭に入れておきましょう。

スクーリング（面接指導）

千葉県知事認可
私立通信制高校

５つの約束

教育内容や入学・卒業資格は、全日
制高校と何ら変わりありません。
県内に高等学校設置基準に準じた
校舎を設置し、学習指導要領に則
したスクーリング(面接指導)を行
います。

多様な生徒に応じて様々なコース
やカリキュラムを用意し教育を行
います。特に「不登校」「学力不
振」の生徒も安心して学べる高校
を目指して、教育内容の充実を図
り、希望や能力に応じて指導し全
力でサポートします。
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充実した教育内容・環境 多彩な学習システム

公式HPにアクセス！公式HPにアクセス！

まずは、まずは、

ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 麗澤高等学校

わせがく高等学校明聖高等学校



① 修業年数：3年以上
② 各科目の修得単位数：74単位以上（必履修科目含む）
③ 特別活動（HRや学校行事）：30時間以上

卒業条件

《登校スタイル》

一般通信スタイル

週5日登校スタイル

登校日選択スタイル

イ ン タ ー ネット

あずさ第一高等学校

○

○

○

○

 

○

　

中央国際高等学校

○

○

○

○

○

○

○

○

○

中山学園高等学校

○《月2回㈯》

○

　 明聖高等学校

○《月2回㈮》

○

○《年4回程度》

麗澤高等学校 わせがく高等学校

○

○

○《週2日㈪・㈭》

○

敬愛大学
八日市場高等学校

千葉科学大
附属高等学校

ヒューマンキャンパス
のぞみ高等学校

○（集中）

○

○《週1日㈯or㈰》

このリーフレットに掲載されている
9校は、教育内容や進路指導をより
一層充実させるために連携して、
様々な課題を研究しています。これ
からも一致協力して、皆様から信頼
される高校を目指して努力を続け
てまいります。

5
千葉県知事認可

私立通信制高校連携体制 
「千葉県私立高等学校生徒募集に
関する申し合わせ事項」を遵守し、
中学校の進路指導と協調した形で
生徒募集や入学試験を行います。
ほとんどの通信制高校は学力検査
ではなく、書類や面接選考が中心
です。

様々な事情で高校を転校したい方や中
途退学後に再び高校卒業を目指して真
剣に学習したいと思う方を受け入れ、
責任を持って指導します。
前在籍校の修得単位数や在学年数を生
かし、最短での卒業を支援します。
入学年次や時期は、各高校にお気軽に
ご相談ください。
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中学校の進路指導と
協調する入試制度 

転入生・編入生の受け入れ

卒　業

様々なライフスタイルに合わせられる学校があります！様々なライフスタイルに合わせられる学校があります！

公式HPにアクセス！公式HPにアクセス！

まずは、まずは、

敬愛大学八日市場高等学校

中央国際高等学校

あずさ第一高等学校

千葉科学大学附属高等学校

中山学園高等学校



　中学校３年生にとって、いよいよ卒業後の進路を
真剣に考える時期を迎えました。コロナ禍が長期化
する中、生活様式は様変わりし、社会では多様性の
尊重が求められています。

　皆さんにとって通信制課程の高校は、全日制や定時制課程の高校と
同様、重要な進路先のひとつであると考えています。
　このリーフレットには通信制課程の魅力や千葉県知事が認可してい
る高校の特色が掲載されています。
　千葉県の中学教育に携わる者として、県内の私立高校の生徒募集や
入学試験においては、時期や方法等について「２０２２年度千葉県私
立高等学校生徒募集に関する申し合わせ事項」の遵守を関係各所にお
願いをしているところです。
　このリーフレットに掲載されている通信制高校は、中学校の進路指
導組織と協力する等、信頼されている学校です。将来の夢や希望が実
現できる高校選びの一助にしていただきたいと思います。
　今後とも、千葉県教育の発展を祈念し、中学校教育への更なるご理
解とご協力をお願い申し上げます。

千葉県私立中学高等学校協会

会 長　佐久間  勝彦

千葉県中学校長会

会 長　櫻井  比呂樹

　16人に1人。これは2020年度の全国の高校生の
中で通信制高校に通う生徒の割合だそうです。クラ
スに2～3人いるという計算になります。今や通信
制課程の高校は、全日制課程や定時制課程の高校と

同様に、中学卒業後の重要な進路先の一つになっています。このリー
フレットをご覧になっている生徒の皆さんは、おそらく進路選択の過
程で通信制の高校を選択肢の一つとして考えているかと思います。こ
のリーフレットに掲載されている通信制高校は千葉県知事の認可を受
けるとともに、千葉県私立中学校高等学校協会にも加盟しています。
そのうえで千葉県・千葉市の中学校の進路指導と連携し、中学生の皆
さんが安心して受験できるようにご協力をいただいています。
　自分のリズムを大切にすることができ、多様な学習スタイルが選択
できる通信制高校は魅力的な進路先でもあります。皆さんにはこのリ
ーフレットで各学校の特色を把握し、自分の進路選択の参考にしてほ
しいと思います。
　結びに、今後も千葉県・千葉市の学校教育に対し、更なるご理解と
ご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

千葉市中学校長会

会 長　鎌野  繁

　高等学校の種別は設置者が公立であるか私立であ
るかで大きく分かれ、それに全日制・定時制・通信
制の課程の別が加わって整理されます。

　千葉県の私立高校はそのほとんどが全日制で、それぞれの建学の精
神に則って独自の教育を展開しています。「私学」と言っても公教育
の一翼を担っていて、どの私立学校も公立の学校では成し得ない質の
高い教育に努めています。
　近年、日本社会は少子高齢化、高度情報化等によって生活様式が大
きく変貌し、生徒を取り巻く環境も様変わりしてきました。高校教育
においても、定められた時程に従って進められる教育とは別に、生徒
が「自分の時程」をつくって自分に合ったペースで学べる場が求めら
れるようになりました。
　千葉県知事の認可した私立通信制高校は、そのような時代の要請に
応えて、生徒一人ひとりと向きあい、全日制高校では十分に成し得て
いない「個を大事にした教育」の推進に努めています。ゆったりとし
た高校生活が送れるように指導体制を整え、社会性や協働性もしっか
り培って次のステップに進めさせる通信制高校です。
　県内に所在する通信制高校には、他の都道府県の認可を受けて設置
されている分校的な施設が見受けられます。「千葉県知事認可の通信
制高等学校」がそれらと異なるのは、千葉の地にしっかりと根を下ろ
して教育に当たっていることです。このリーフレットで各高校の教育
の特色をご覧いただき、進路選択の一助としていただければ幸いです。

通信制高校

Q&A
通信制高校

Q&A

千葉県　入学金軽減制度

千葉県奨学資金

文部科学省  高等学校等就学支援金

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

できます。各高校で学校見学や説明会を行っています。
詳細はHP や電話にてお問合せください。

各高校にて、様々な登校スタイルのコースを設置しています。
また、生徒の特性に合わせた登校支援を行っています。
詳細は、各高校までお気軽にご相談ください。

各高校には、基礎から学べる学習カリキュラムや独自のサポ
ート体制があります。
自分にピッタリなフォロー体制を見つけましょう。

学校行事や研修、スクーリングなどで、級友と接する機会があ
ります。あせる必要はありません。
徐々に、気の合う仲間が見つかることでしょう。

受けられます。具体的な手続きは入学後に行います。
※前籍校の在籍期間や収入状況によって、支給対象外に　
　なる場合があります。
※詳細は文部科学省のHPにてご確認ください。

千葉県には、県内在住の方を対象に入学金の一部を補助す
る制度があります。申請は入学後に行います。
※詳細は千葉県のHPにてご確認ください。

千葉県には県内在住の方を対象に奨学資金の貸付（無利子）
制度があります。申請は入学後に行います。
※詳細は千葉県教育委員会のHPにてご確認ください。
　　　

 学校見学はできますか？

 登校に不安があるんだけど…大丈夫かな？

 勉強が苦手なんだけど…。
 勉強についていけるか心配です。

 友達ができるか不安なんだけど…。

「高等学校等就学支援金制度(国の制度)」って受けられる
 のかな？

「私立高等学校入学金軽減制度（千葉県の制度）」は、
 どのような制度ですか？

「千葉県奨学資金（千葉県教育委員会）」は、どのような
 制度ですか？



　

■法人名：学校法人野田鎌田学園　
■校長：白波瀨 正人
■本校所在地：〒２７８-００３７ 千葉県野田市野田４０５-１
■電話：04-7122-2400 ＦＡＸ：04-7125-8115
■最寄駅：東武アーバンパークライン「野田市駅」「愛宕駅」
　下車 徒歩6分
　柏キャンパス：ＪＲ・東武「柏駅」西口下車 徒歩4分
　千葉キャンパス：ＪＲ「千葉駅」西改札（北口）下車徒歩１分
※上記以外のキャンパスとして渋谷・立川・町田・横浜・さいたまキャンパスを開設しています。

■学科・コース：単位制による通信制課程 普通科 男女共学

Information

《選べる登校日数、学習スタイル》
◎スタンダードスタイル[5日制]　
毎日登校し1日4時間の授業でゆっくり学習を進めます。クラス担任制で友達づくりや担任
とのコミュニケーションを大切にしています。2021年度よりWEB授業が配信され、授業
を欠席した場合でもWEB授業を受講することで、補習として活用でき学習の遅れを取り
戻せます。「楽しく学べ、チョットためになる」スペシヤル授業（マンスリー・ウィークリー）も
行います。
◎スタンダードスタイル[3日制]＋ｏｎｅ
基本の登校は週3日間。各教科の大切なところにポイントを絞ります。さらに「＋one」とし
てもう1日登校でき、できなかった課題等に取り組んできます。このスタイルもクラス担任
制です。WEB授業も受講できます。スペシヤル授業も行います。
◎フリーツーデイスタイル[2日制]
◎フリーワンデイスタイル[1日]
週2日または1日の登校で、自分のペースで学習を進めたい人や、自分の時間を優先した
い人に最適です。このスタイルもWEB授業を受講することができます。（スペシャル授業
は、マンスリーのみの参加になります。）
◎WEBスタイル
レポート作成に必要な授業をインターネット上で受講することができます。また前・後期考
査対策にも役立てることができます。
◎一般通信制スタイル
年13日程度のスクーリング＋レポート＋考査及び特別活動の出席で高校卒業をめざします。
◎スペシャルスタンダードスタイル
　（技能連携等の特別コース）
普通科目＋専門科目5日間の全日型スクールライフです。
《多彩なオリジナルコース》
①基礎　②大学進学　③資格（パソコン専攻）　④声優・アニメ（声優専攻、アニメ・まんが
専攻）　⑤ファッション（トータルビューティ専攻、ネイルアート専攻）　⑥音楽（ボーカル専
攻）　⑦ｅスポーツ（ｅスポーツ専攻）　⑧ダンス（ダンス専攻、コンテンポラリーダンス専
攻、クラシックバレエ専攻）
※5日制、3日制＋ｏｎeを選択の生徒が対象です。
《特別コース》

⑴　　　　　　　 (野田鎌田学園高等専修学校)

⑵パリ美容コース　〈パリ総合美容専門学校 千葉校・柏校〉

⑶ファッション・情報コース　〈千葉モードビジネス専門学校〉
⑷自動車・バイクコース　〈（専）中央自動車大学校〉
⑸ホースマンコース　〈アニマル・ベジテイション・カレッジ〉
※各学校へ通学になります。
※上記以外にも千葉県外の特別コースがあります。

※上記表の合計は1年次生標準24単位履修の場合です。初年度納入額は、大まかな年
収の目安として590万円以上910万円未満の場合の就学支援金を差し引いた額を載
せています。590万円未満の場合は、単位履修登録料（授業料）204,000円までの加
算の受給も可能です。但し、2023年度において制度が変更、廃止になる場合には納入
額も変わります。
◎前期選抜単願合格者10万円免除
　スタンダードスタイル5日制、3日制＋one、フリーツーデイ2日制、ワンデイ1日、
WEBスタイルの合格者は補習指導費（WEB授業料）を上記金額から10万円免除し
ます。

スペシャルスタンダードスタイル
  技能連携校等に同時に入学し、専門科目を学びます。

【体験授業・個別相談＆イベントの日程】
◎各キャンパスで実施日が異なります。HP、電話　等でご確認ください。
◎12時30分より受付、13時スタート！

学校の特色

学　費

※別途、上記特別コースの学費がかかります。

　　項　目　　　　　　　金　額

単位履修登録料　　  1単位 ￥8,500

　  　       5日制     ３日制        WEB  

 　　　 ￥0 　

        ￥204,000 

 ￥60,000 ￥60,000 ￥36,000

 ￥460,000 ￥300,000 ￥200,000

 ￥724,000 ￥564,000 ￥440,000

  ￥115,488 

 ￥608,512 ￥448,512 ￥324,512

項目
スタイル

入 学 金

単位履修登録料

施 設 費

補 習 指 導 費

正規学費納入額合計

国の就学支援金

初年度納入金

　

あずさ第一高等学校
https://www.azusa1.ed.jp

  ・調理コース
  ・情報コース｛　　  ｝

①フリーツーデイスタイル
　[2日制] ￥408，512
②フリーワンデイスタイル
　[1日] 　￥348，512 
③一般通信制スタイル　　　　
　 ￥124，512 
　の納入予定額になります。

【学校/入試説明会】
◎9月以降～翌年3月まで毎週
土曜日実施
　（9/17、12/31、2023年
1/14、２/１１の土曜日を除く）

　

Information

　　　　

 本校通信制課程は、私学では県内で最も歴史ある敬愛大学八日市
場高校に平成２６年度に設置され、全日制併設型通信制として9年目
を迎えました。
　これまでの通算卒業率は９8％に達しており、一人ひとりの学習ス
タイルやニーズに対応した教育の成果が着実に実りつつあります。

1. 4つのコースから選択できます。
　（1）週２コース　　
　　レポートを指定日までに提出し、年間14回、土曜日か日曜日い
ずれかのスクーリングに出席します。

　（2）週２ plusサポートコース
　　週2コースに加えて、平日3日間のサポート授業を受講し、学力
の補充を行います。

　（3）集中コース
　　レポートを指定日までに提出し、年2回4泊5日（夏季・冬季）の集
中スクーリングを受講します。

　（4）科目履修コース
　　特定の科目だけを履修し、高卒認定試験合格を目指すことがで
きます。

2. 全日制への転籍が可能です。
　半年以上通信制課程に在籍していること、年度末の転籍試験に合
格することを条件に、年度初めに本校全日制課程へ転籍することが
できます。　
3. ネットを通して質問できます。
　自宅など学校を離れて勉強しているときでも、スマートフォンなど
から簡単に質問できます。もちろん、様々な相談も可能になっていま
す。

4. 支援体制が整っています。
　生徒だけでなく保護者も含めて専任のカウンセラーや養護教諭によ
る教育相談を受けることができるので、安心して学校生活を送ることが
でき、殆どの生徒が全日制と同じ3年間で卒業しています。
5. 満足度100％を目指して！
　教職員一丸となって生徒・保護者の満足度100％、そして生徒の笑顔
１００％を目標に、教育活動の充実に努めています。

　書類選考と面接のみとなります。

・学費等は、令和3年度の実績です。変更する場合もあります。
・「週2plusサポートコース」は別途サポート授業受講料が必要となり
ます。

・集中コースは別途宿泊費、交通費等の実費が必要となります。
　○個別相談会
　　（夏季）7/28(木),29(金),8/20(土)
　　（秋季）11/12,19,26,12/3 ※全て土曜日

　　・上記期日に関わらず、相談は随時受け付けています。

概　要

特　色 入学者選抜方法

学　費（初年度）

　

敬愛大学八日市場高等学校
https://keiai8.ed.jp/tsushin

■法人名：学校法人 長戸路学園　
■校長：見田 豊茂
■本校所在地：〒289-2143 千葉県匝瑳市八日市場ロ390
■電話：0479-79-6600 ＦＡＸ：0479-79-6601
■最寄駅：JR八日市場駅 徒歩10分
■学科・コース：通信制課程 普通科 
　各コース（週２・週2plusサポート・集中・科目履修）／
　男女共学
　併設：全日制課程 普通科（特進コース・進学コース・情報コース）／
　男女共学

　　　　　　　　　 　
 入 　 学 　 金   
 授 　 業 　 料     
 施 設 設 備 費   　　 
 施 設 維 持 費
 諸 　 会 　 費   
   合　　　計     

　　　
５０，０００円
３２４，０００円
３４，０００円
２４，０００円
12，5００円
４44，5００円

〔週２・週２plusサポート・集中〕コース
※

※

入試情報をLINEで
お届けします！
上記ＱＲコードから
友達追加してください。

　

※初年度のみ

　

Information

　本校の校章は銚子の犬吠埼灯台をイメージし、中央には大学のシンボル
であるCISにハイスクールのHを加えたデザインにしています。灯台から放
つ4本の黄色い光のラインは、校訓である「平和」「協和」「創造」「奉仕」を示
し、周りの青いラインは、世界の海を示し国境を越えて世界を渡り、若者が
本校へ集まってほしいとの願いを込めました。

　学校法人加計学園の創設者、加計勉が掲げた「ひとりひとりの若人が持
つ能力を最大限に引き出し技術者として、社会人として社会に貢献できる人
材を養成する」を建学の理念とする。

　
　建学の理念の基、千葉科学大学附属高等学校は、世界各国から学生を受
け入れ、日本文化や日本語を学ぶことにより、日本と母国との協和を熟考し、
世界が平和であることの重要性を探究し、国際人として生きる人材の育成
を目指しています。

※本校の授業料は、修得単位数に関わらず、固定の金額です。
※教科書等代金の教材費は、別途必要です。
※高等学校等就学支援金、各種授業料減免制度、入学金軽減制度、各種奨学金等
につきましては直接、事務担当者へお尋ねください。

①選べる２つのスクーリング
　《集中スクーリング》

　　海外在住の生徒を中心に、前期・後期の各２回、本校に登校して学習
を行います。
　《基本スクーリング》
　　毎週１回、水曜日に本校に登校して学習を行います。
②個人に合わせた学習スタイル
　　視聴教材とICT機器を用いて、個人に合わせた学習が可能です。
　特にオンラインを使用して、国外・国内の生徒に対して、レポート作成補
助を行い、学習の充実化を図っています。
　　その他に、本校のカリキュラムでは、学び直しから進学対策まで、幅広
いニーズに対応しています。
③学習施設
　　本校は千葉科学大学の本部キャンパス内に併設しています。それに
より大学の施設が利用可能です。
　　講義室（教室）はもちろん、図書館や食堂、売店等の施設も必要に応
じて利用可能。
　　その他に、高校生専用の自習室を完備。教員が常駐していて、質問の
対応や、学習補助を行っています。
④進路について
　　本校は附属高等学校ならではの強みを活かし、高大連携科目を開講
しています。
　　本校、在籍期間中に修得した高大連携科目の単位は、本校の卒業単
位数に含まれると同時に卒業後、関連大学へ進学した場合、卒業単位の
一部として算入することができます。
　　また、本校から関連大学へ進学した場合、入学金の減免制度等が利
用できます。
⑤関連進学先
　千葉科学大学　　　　（指定校推薦有り　関連校入試制度有り）
　岡山理科大学　　　　（関連校入試制度有り）
　倉敷芸術科学大学　　（関連校入試制度有り）
　岡山理科大学専門学校（関連校入試制度有り）
　玉野総合医療専門学校（関連校入試制度有り）
　その他
※関連校入試の場合、入学金全額免除

学校の校章

建学の理念

教育目標

学　費

学校の特色

　  種　目　　　    金　額 　　　　　　　　備　　　　考

 入学検定料 10,000円 受験時に納付

 入学金 30,000円 入学時（合格日より２週間以内）に納付

 授業料等 月額22,000円 年間264,000円　半期（132,000円）

　

千葉科学大学附属高等学校
https://www.cis.ac.jp/cish/index.html

■法人名：学校法人 加計学園　
■校長：太田 臣一
■所在地：〒288-0025 千葉県銚子市潮見町３番
■電話：0479-30-4800 
　ＦＡＸ：0479-30-4803
■最寄駅：JR総武本線「銚子」駅から
　　　　バスで約15分
■学科・コース：普通科 男女共学　
　　　　　　  集中スクーリング　
　　　　　　  基本スクーリング
　　　　　　　（海外も含む）



　

　　　　

・多彩な背景を持つ万人に等しく教育の機会を提供する
・様々な体験を通じて社会で生き抜く力を身につける
・できることをひとつずつ積み重ねて新しい自分を発見
　する

　中央国際高等学校は通信制高校サポート校として35年以
上の実績を誇る中央高等学院が中心となり2013年10月に
開校しました。
　もともと進学や不登校への対応に強い中央高等学院のノ
ウハウを活かし、通信制高校でありながら生徒一人ひとりに
合わせて、それぞれのペースでできる事からレベル別に着実
に学ぶ事が可能となっています。
　具体的にはきめ細やかな添削指導と学習センタースクー
リングによる学習支援です。また、年２回御宿町で大自然に触
れる集中スクーリングを行うなど触れ合いと心の教育も充実
しています。

　中央国際高等学校のスクーリングは千葉県の御宿町における
3泊4日の集中スクーリングとなります。
　集中スクーリングでは、御宿町民の皆様にご協力を得て、人と
の触れ合いと漁業、農業など体験学習を中心に、普段の机上の
学習ではできない経験を得られます。仲間との出会いや本物に
触れる体験を通して生徒たちが大きく成長できます。集中スクー
リングを通して世の中との繋がりに気づき、自立の心が芽生え、
生徒の皆さんの将来への道しるべになるものと確信しておりま
す。

　指定制服はありますが、購入・着用義務はありません。2021
年度からはユニクロの協力で、組み合せ自由な自分だけのコー
ディネートが楽しめる制服になりました。茶髪、ピアスの禁止はあ
りませんが、受験、就活等の時期にはふさわしい格好の指導を
行っています。個性を尊重し、社会で自立して生きていくことが
できる指導を基本としています。

学校の特色

学　費

創立理念 スクーリング学習

生活指導

　

中央国際高等学校
http://www.chuo-kokusai.ac.jp

　

■法人名：学校法人中央国際学園　
■校長：大屋 雅由
■本校所在地：
　〒299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保1528
■電話：0470-68-2211 ＦＡＸ：0470-68-2212
■最寄駅：JR外房線「御宿」駅 徒歩10分
　《千葉学習センター》　
　JR「千葉」駅徒歩4分・京成千葉線「新千葉」駅徒歩6分
■学科・コース：通信制課程　普通科　男女共学

　       入 学 金

授業料（1単位15,000円）

教育運営費

              50,000円

375,000円（25単位）

              30,000円

　

Information

①『心』のふれあう教育
　教職員は、『いつもみんなのそばにいる』を心がけ、授業中はも
ちろん、休み時間や放課後など様々な場面で『コミュニケー
ション』を図ります。

②『１クラス25名程度の少人数制』
　少ない人数にする事で、生徒一人ひとりに目が行き届き、日々
の小さな変化を見逃しません。

③学習は『基礎・基本』を大切に
　無理せず、ゆっくりと指導していきますから、中学時代に勉強が
苦手だった人も安心して学習する事ができます。

④『落ち着いた学校生活』
　服装・頭髪・持ち物など、風紀面については特にきちんと指導
し、厳しさの中にも温かみのある生徒指導を実践。

　それにより、穏やかで優しい雰囲気が満ちた学校生活を送る事
ができます。

⑤選べる２つのコース
　月曜～金曜の週５日登校
する「平日スクーリング
コース（定員75名）」と、
月２回程度、土曜日に登校
する「土曜スクーリング
コース（定員50名）」があ
り、どちらも通常３年間で
卒業する事ができます。

学校の校章

学　費

学校行事

　

中山学園高等学校
http://nakayama-gakuen.ac.jp/ngh/

■法人名：学校法人 中山学園　
■校長：福井　誠
■本校所在地：〒273-0005 千葉県船橋市本町3-34-10
■電話：047-422-4380 ＦＡＸ：047-424-4738
■最寄駅：JR船橋駅から徒歩7分
　　　　  東武船橋駅から徒歩7分
　　　　  京成船橋駅から徒歩5分
　　　　  東葉高速東海神駅から徒歩15分
■学科・コース：普通科 平日スクーリングコース・男女共学
　　　　　　  普通科 土曜スクーリングコース・男女共学

　　　　　 平日コース　　   土曜コース
入学金 60,000 40,000
施設費 70,000 10,000
授業料 41,000（月） 7,000（1単位）
合　計 622,000 225,000

※就学支援金制度あり。
　（対象者のみ）
※その他詳細はお問い合わせください。

 年次         主な行事 
１年生 合宿研修（千葉）
 ディズニーランド遠足
 スキー研修（磐梯） 
２年生 ライオンキング鑑賞
 合宿研修（富士山） 
３年生 修学旅行（グアム） 
その他 球技大会・学園祭等

■本校でのイベント
　《体験入学》※午前の部・午後の部
　7月9日（土）、17日（日）、30日（土）、８月3日（水） 、21日（日）
　9月17日（土）、10月29日（土）、
　《学校説明会》※土曜日開催
　10月１日、15日、22日  11月5日、19日、26日  12月3日、10日、17日
　1月7日　　　　　　　　　《随時、学校見学や入試相談も実施中です。》

　

Information

　　　　

　通いたくなる学びの場の創造

・学校に通えない時期のあった生徒、進路変更等が発生した生徒が
改めて自分の将来を見つめ発見できる教育をめざす。

・千葉県茂原市の人々との結びつきと豊かな自然の中で情操を育
む教育をめざす。

・"人間力"を養い、様々な学びで身につく"社会力"をバランスよく兼
ね備えた人材育成に寄与したい。個々人の社会参加につなげる教
育をめざす。

　ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校では、一人ひとりの生徒が 
「"夢"の探検」から「"夢"の実現」ができる高等学校、キャリアデザイン
を描くことのできる学校創りを目指しています。
　高校在学中は、通学コース、専門チャレンジコース、専門コース、一
般通信コースなどのコースから、生徒一
人ひとりのライフスタイルに合わせた学
習方法を選択できます。 どのコースを
選択しても、高校生として身につけるべ
き基礎学力の指導を実施いたしており
ます。
　また、連携している専門教育機関が長
年培ってきた専門分野の教育内容を導
入し、様々な職業に結びつく進路学習を
コーディネイトしています。
　高校卒業するまでに生徒一人ひとり
が落ち着きのある優しい心身をもち、将

来の自分の進路を発見できるように職員と一緒に取り組んでいきます。

◇選べる学習スタイル
 ヒューマンキャンパスのぞみ高校では４つのコースがあり、生活スタイ
ルに合わせて選択することができます。
・通学コース：週1日から週5日まで、自分のペースで通学しながら、「やりた
いこと」を見つけるコース。

・専門チャレンジコース：高校の勉強をしながら専門分野を週1日学べるコース
・専門コース：高校の勉強をしながら専門分野を週3日学べるコース
・一般通信コース：年に10日程度の登校以外は自宅学習メインでマイペー
スに学ぶコース
◇全国25か所の学習センターとサポート体制の充実
 ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校は、全国25か所の学習センター
があり、関東圏では茂原本校を含め、東京、埼玉、群馬、栃木、神奈川など
に9か所の学習センターがあります。各学習センターには全国ICTカウン
セラー協会認定の「子ども心理カウンセラー」の資格をもった教職員が
必ず1名以上いますので、生徒たちが伸び伸びと学校
生活を送っています。

教育理念

教育目標

学校紹介

特　長

学　費

　

ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校
https://www.hchs.ed.jp/

■法人名：学校法人 佐藤学園　
■校長：重栖 聡司
■本校所在地：〒297-0065 千葉県茂原市緑ケ丘１-53
■電話：0475-44-7541 ＦＡＸ：0475-36-2533
■最寄駅：JR「茂原駅」東口発緑ヶ丘リゾーン行
　（小湊鉄道バス）「一丁目はなみずき通り」下車徒歩1分
■学科・コース：単位制による通信制課程普通科男女共学
　通学コース、専門チャレンジコース、専門コース、一般通信コース

　

通学コースの場合
入学金  10,000円
授業料（1単位あたり12,000円） 288,000円
施設費 60,000円
教科学習費 32,000円
教育充実費 120,000円
就学支援金支給予定額 -115,488円
自己負担予定額(年間) 384,512円

※学費はコースによって変わります。
※上記は就学支援金制度を利用した場合の学費となります。

学校見学・個別相談会は
随時受付中

（オンラインも可）

LINEからの個別相談は
こちらから



　

Information

　　　　

○2000年に千葉県初の私立通信制高校として開校。『基礎
学力向上のサポート』や『不登校生徒へのサポート』を中
心とした教育を実践。　　

《全日コース》
○週5日登校で、１日5時間授業。登校時間は9：30のゆっく
りスタート。

　「高校の勉強」＋「中学校の学び直し」　カリキュラムで、
じっくりと基礎学力を養います。楽しい研修や行事もあり、
充実した生活が送れます。

《全日ＩＴコース》
○ゲームプログラミングGG、映像編集などが、楽しみながら
学べます。

《通信コース》
○年間約20日（月2回、金曜日）登校。
《WEBコース》
○WEB動画授業の視聴と年間4日程度登校（日帰り）。
《部活動》
　硬式野球、サーフィン、サッカー、硬式テニス、バスケ、
卓球、ラグビー、新体操、吹奏楽、パソコン、アニメイラスト、
eスポーツ、軽音楽、写真、等

○学科試験なし。作文（出願時提出）と個人面接。

※学費は各コースにより異なります。
　詳細は生徒募集要項やHＰにてご確認ください。
《全日コース／全日ＩＴコース》

沿革・概要

学校の特色

選考方法

学　費
　

明聖高等学校
http://www.meisei-hs.ac.jp

　

■法人名：学校法人花沢学園　
■校長：滝本 信行
■千葉本校：〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町10-23
　　　  TEL043-225-5622 
           JR「本千葉駅」／京成線「千葉中央駅」 徒歩5分
■中野キャンパス：〒166-0003東京都杉並区高円寺南5-15-3
　　　  TEL03-5340-7210 
　　　　JR「中野駅」／東西線「中野駅」 徒歩9分
■学科・コース：普通科　男女共学
　・千葉本校（全日コース、全日ITコース、通信コース）
　・中野キャンパス（全日総合コース、全日ITコース、全日デザインコース）
　・WEBコース

　教員が「カウンセリング」「メンタルヘルス」等の専門研修を受
講し、資格を所持。生徒一人ひとりをサポートします。

　無理のない登校日数や登校時間を教員と相談しながら決めて
いきます。3年間かけて毎日通える「心」と「体」をゆっくり育んで
いきます。

　「個別学習室」を設置し、少人数体制で学びをサポートします。

★プロによるメンタルケア

★段階的な登校をサポート

★集団が苦手な生徒のために…

※①世帯の所得により、加算される場合があります。
　世帯年収910万円以上は支給対象外となります。
※②明聖高等学校の制度です。世帯の所得により学費
が減免されます。

入学金

授業料（年額）

施設費（年額）

コース費（年額）

学費合計（年額）

  40,000円

180,000円

  10,000円

600,000円

830,000円

－118,800円

世帯年収の
目安

910万円
未満

590万円
未満

350万円
未満

250万円
未満

※①高等学校等
就学支援金
基準支給額
（国の制度）

※①高等学校等
就学支援金
 加算支給額
（国の制度）

※②明聖高等学校
学費減免

（明聖の制度）

納付額合計（年額）

－61,200円

   －120,000円 －180,000円

 711,200円 650,000円 530,000円 470,000円

●学校説明会（新入生）
　【午前の部】
　10：00～11：30 
　【午後の部】
　13：30～15：00
　8/20㈯,　8/27㈯, 　
　9/23㈮㈷, *10/22㈯,
　11/19㈯, *12/3㈯
　1/8㈰
　 *午後の部のみ開催
●授業体験会（新入生）
　10：00～12：00
　 10/２２㈯, 12/３㈯
●個別相談会
　（新入生／転、編入生）
　10:00～16:00
　※希望時間制
　8/2１㈰, 9/10㈯, 
　10/15㈯, 11/5㈯,
　12/10㈯,1/21㈯, 
　2/5㈰, 2/25㈯,
　3/11㈯
●平日入学相談会・
　学校説明
　（月）～（金）随時
　行っております。

　

Information

　創立約90年の歴史と伝統ある麗澤高校全日制に併設するか
たちで、令和4年4月に通信制課程を開設。

　「変わろう。麗澤で。」～麗澤が提案するもう一つのカタチ～を
キャッチフレーズに掲げ、一人ひとりの個性に合わせた丁寧な指
導で『豊かな心』と『高い知性』を育みます。『知徳一体』の教育
理念を基盤に全日制や通信制の垣根を越えた新しい教育の形
を提案。一人ひとりが落ち着いた環境下で自分と向き合い、仲間
とともに成長していく。「この学校に来てよかった」と思える進路
実現サポートや豊かな学校生活、設備環境が皆さんの入学をお
待ちしています。

【特別進学コース】
　全日制で培った進学指導のノウハウをもとに国公立、難関私
立大学受験をサポートします。ファシリテーターがゴールまで
の道のりを逆算し、最適な学習プランをご提案。大学受験に向
けての学力を養う特別進学講座を月～金曜日に開講し、経験
豊富な教員の授業や予備校講師のオンデマンド授業が受講
できます。

【進学コース】
　選べる私だけの“スタイル”。「毎日登校」「先生と一緒に勉強」
「友人と学校行事に参加」「自宅で落ち着いて学習」など、過ご
し方は人それぞれ。生活リズムを整え、自分のペースで学習を
進めながら希望の進路を目指します。

【施設】
　キャンパス内にある様々な施設を活用し、麗澤ならではのス
クーリングや学校行事を開催します。
　主な施設：体育館・人工芝グラウンド・ゴルフ場・テニスコート・武
道館・大学図書館・学食・セミナーハウス（群馬県谷川温泉）・レス
トラン・ホテル・介護施設等

　以下は、令和4年度の実績です。変更する場合もあります。

【指定校推薦枠】麗澤大学（国際学部・外国語学部・経済学部）各3
名ずつ

【学校見学・個別相談】予約が必要です。詳細は、本校ホームペー
ジをご参照ください。指定した日程以外にも個別相談を随時受
付。

学校の沿革

学校の特色

学　費

その他

　

麗澤高等学校
https://www.hs.reitaku.jp/stm/

■法人名：学校法人廣池学園　
■校長：櫻井  讓
■本校所在地：〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1
　　　　　　 麗澤大学生涯教育プラザ5F
■電話：04-7173-3780 ＦＡＸ：04-7173-3785
■最寄駅：JR常磐線各駅停車（東京メトロ千代田線）
　「南柏」駅より徒歩約20分 ※路線バスあり
　東武アーバンパークライン「新柏」駅から徒歩約15分
■学科・コース：通信制課程普通科男女共学
　特別進学コース、進学コースの2コース制
　併設：全日制普通科男女共学

　学　　費　　　　　金　　　額
入学金 300,000円
授業料 1単位 10,000円
施設費 （年額） 50,000円
教育充実費 （年額）200,000円
同窓会入会金 （初年度のみ）20,000円

 （年額）1講座120,000円

 （年額）150,000円

【特別進学コースのみ】
特別進学講座受講料
【進学コースのみ】
進学講座学習費

※入学金は、新入生のみ。転入生・編
入生は入学金を免除します。
※授業料例：年間25単位の場合は
250,000円となります。
※教育充実費には、教材費(教科書)
が含まれます。なお副教材費は別
途かかります。
※特別進学講座は、通常のスクーリ
ングとは別に、1講座＝1教科、2教
科以上の受講が必要です。
※進学講座学習費は、基礎講座受講
料や学習アプリ利用料が含まれて
います。また、大学や各種専門学校
への進学など、希望進路に向けた
志願書作成や面接・小論文指導を
行います。進学コース在籍者から
全員一律に徴収します。

　

　

Information

失敗してもやり直せる「わせがく」。
一人ひとりの夢や個性が尊重され、将来に渡って自立できるよう人としての基礎・
基本を身につけます。

本校は2003年4月に開校し、創立70年の伝統をもつ大学受験の名門「早稲田
予備校」と同一の「学校法人早稲田学園」が運営しています。

「自由」を大切に、「個性」を尊重し、「夢を育む」。この教育方針のもと、通学する
通信制高等学校として、少人数制で一人ひとりの歩みを応援しています。

①少人数制・習熟度別授業を実施。親身な指導で、卒業率は99.4%です。
②「全日型」「通学型」「自学型」から自分に合った学習スタイルを選択できます。
③教育相談室を設置。専門家(学校心理士)常駐で、不登校改善率は85.5％です。
④校外学習では、楽しみながら、多くの体験学習が経験できます。
⑤イギリス国立姉妹校への留学制度があり、卒業単位として認定されます。

⑥転入・編入・新入学のチャンスを多く設定。新入学の時期は年２回(4・10月)。
⑦各キャンパスは駅のすぐそばで、通いやすい環境です。
○柏キャンパス　　　 電話04-7168-5959
○勝田台キャンパス　 電話047-480-7221
○西船橋キャンパス　 電話047-431-3936
○稲毛海岸キャンパス 電話043-277-5982
　他に、高田馬場(東京)、所沢(埼玉)、水戸・古河(茨城)、太田・前橋・桐生(群馬)に
キャンパスを設置しています。

早稲田予備校の授業料無料の特典（全日型）を活かして、毎年、高い進路実績を上
げています。進路決定率86.1％(全日型)。
○大学合格実績
　筑波大、東京藝術大、茨城大、電気通信大、東京農工大、早稲田大、慶應義塾
大、上智大、東京理科大、明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大、学習院
大、立命館大、獨協大、國學院大、成城大、日本女子大、淑徳大、城西大、駿河台
大、専修大、大正大、拓殖大、千葉工業大、帝京大、東京国際大、東京農業大、東
洋大、日本大、武蔵大、目白大、立正大他多数。

○指定校推薦枠
　大学、短大、専門学校合計180校以上。
○就職
　1年次からキャリア教育を実施し、有名企業へ多数就職しています。
○入試情報
　【新入学】書類選考入試または一般入試
（面接・書類選考）。早期出願制度あり。
　【転入・編入】毎週木曜日に実施。書類選
考入試または一般入試（面接・書類選
考）。

○学校見学会・個別相談会
　毎月実施。個別相談は随時（オンライン
も可能）。詳細はＨＰをご参照ください。

建学の精神

学校の沿革

教育方針

学　費

学校の特色

進路指導

　

わせがく高等学校
https://www.wasegaku.ac.jp  

■法人名：学校法人早稲田学園　
■校長：守谷 たつみ
■本校所在地：〒289-2231 千葉県香取郡多古町
　　　　　　  飯笹向台252番地の2
■電話：0479-70-7622 ＦＡＸ：0479-70-7678
■最寄駅：ＪＲ線・京成線成田駅
　柏キャンパス（ＪＲ線・東武線　柏駅）
　勝田台キャンパス（京成線・東葉高速線 勝田台駅）
　西船橋キャンパス（ＪＲ線・地下鉄東西線 西船橋駅）
　稲毛海岸キャンパス（ＪＲ線 稲毛海岸駅)
■学科・コース：普通科　男女共学

　

0円
240,000円
－96,240円
48,000円
45,000円
19,000円

入 学 金
単位登録料（20単位）
就学支援金基本額（返金）
自学型施設設備費（年額）
全日型（週5日制）補習費（月額）
通学型（週2日制）補習費（月額）

※全日型、通学型の施設設備費は78,000円となります。
　その他預り金があります。

※2023年度 新入生

（過去３カ年）

わせっぴ

eスポーツ体育祭eスポーツ体育祭



　私は中学二年生の時に、病気になりました。また、部
活動でのストレスにより学校に通うことができなくな
りました。中学三年生になり、進路を選択する時期が
迫ってきた時、初めは全日制の高校に進学する予定で
したが、今まで不登校だった自分が急に毎日登校でき
るのか不安に思い、あずさ第一高等学校の5日制を選
択しました。
　あずさ 第一高等学校は、全日制の高校より始まり
の時間が遅いので、朝に弱い私でも登校することがで
きました。
　また、先生方との距離がとても近いので、気軽に話
すことができます。授業で分からないところがあって
も、理解できるまで熱心に教えてくださるので、苦手
な問題を克服することができました。
　三年次生になり、残された時間も少ないので文化祭
などの行事で友達とたくさんの思い出を作りたいで
す。

あずさ第一高等学校
３年次生

自分に合った
スタイルで通学

　私は中学生の時授業のペースが速く、追
いつくのが精いっぱいだったので、高校は
自分のペースで勉強ができ、自宅からも近
い中央国際高等学校を選びました。入学し
て間もない頃は、人間関係などいろいろと
不安でしたが、先生方が手厚くサポートし
てくださり、新しい友達もできました。自由
な時間が増えたため、やりたいことを見つ
けることもできます。
　今後は自由な時間を有効に活用して、さ
まざまな資格を取得して、卒業後は大学へ
進学したいと考えています。

中央国際高等学校
1年次生

自由な時間を
有効活用

　私は中学2年の秋ごろから体調を崩し、学
校を休むようになりました。勉強が分から
ず、人と関わることも難しくなり、高校に進
学できるか不安でした。
　明聖高校に入学後は、先生方のサポート
を受け、中学校の学習範囲を再確認でき、
またITコースの授業ではゲームプログラミ
ングを楽しく学びました。学校行事や研修、
部活動も盛んで、友達もたくさんできまし
た。現在は、福祉委員長として、仲間と協力
し、ボランティア活動に積極的に参加するな
ど、充実した高校生活を送っています。

明聖高等学校
全日ITコース 3年

充実した学校生活を
送っています

　学校に毎日通うということが考えられなく
て、登校日数が少ない通信制を選択しました。
　通信制は、自分のペースで日々を送ること
ができるので、勉強だけでなく、ドラムやギ
ターの演奏、ボディボードなど趣味も存分に楽
しんでいます。
　先生たちもすごくフレンドリーなので、ス
クーリングの日が来るのが待ち遠しいです。
　このように、先生や級友たちとのかかわり
方を含めて、通信制でしかできない体験が
色々とあり、私にとっての通信制は宝の山で
す。

敬愛大学八日市場高等学校
２年次生

通信制は宝の山！

　私は中学校で勉強と部活動の両立がうまく
いかず進路で悩んでいました。そんな中、「学
びなおし」ができ、部活動に熱心な先生がいる
と聞き、中山学園に進学することを決めまし
た。
　入学後は、勉強を楽しく丁寧に教わることが
でき、苦手意識がなくなりました。部活動では
千葉県の大会で優勝、３年連続で全国大会へ
の出場も果たすことができています。
　苦手を克服し、好きなことに全力で取り組む
ことができる学校と出会えて本当に良かった
です。

中山学園高等学校
３年生

充実した学校生活

　私は高校２年生の終わりに色々悩み、思い
切って麗澤高校通信制に転入しました。
　授業は、基礎から教えてもらいたい人も、レ
ベルの高い問題を解きたい人も、その人の
ペースに合わせた手厚い指導をしてくれます。
とても広い自習室もあり、私のように受験勉強
をしっかりやりたい人には最適な場所となって
います。
　また、大学の学食や図書館、ゴルフ場やテニ
スコートを使用できるなど、恵まれた環境で学
べることにも感謝しています。今は自分らしく
充実した高校生活を送れています。

麗澤高等学校
3年次生

麗澤 最高！

　私は韓国に住む韓国人です。日本が好きで将来
は日本の大学の薬学部に進学し、薬剤師になりた
いという夢があります。
　そんな時、韓国に住みながら日本語を学び、同
時に日本の高校に在籍して大学の薬学部に進学
できる附属高校が開校されることを聞きました。
それが私が千葉科学大学附属高等学校に進学す
ることを決めた理由です。
　日本の高校ですから、当然、教科書は日本語で
書かれています。外国人の私にとっては大変に感
じることもありますが、先生方がわかりやすく勉
強のアドバイスをしてくれるので、困ることなく安
心して勉強を進めることができています。各教科
の勉強を通して日本語も身に付けることができ、
毎日がとても充実しています。
　この先も充実した高校生活を送り、必ず夢を叶
えたいと思っています。

千葉科学大学附属高等学校
1年次生

千葉科学大学に
進学したい！

　私は、中学校での学習のつまずきを克服し
たいと思い、自分のペースで学べる通信制高
校に進学することを決めました。
　「通学コース」で苦手分野の学びなおしをし
ながら、着実に分からないところを無くせる今
の環境がとても気にいっています。また、教科
の勉強だけでなく、やりたいことを見つけ、好
きなことを学べることが楽しみです。
　ヒューマンキャンパスのぞみ高校第一期生
として、卒業する時には、後輩に素敵な後ろ姿
を見せることができるようたくましい人間に
成長したいと思います。

ヒューマンキャンパス
のぞみ高等学校１年生

自分のペースで
学びたい

　わせがく高校は、集中体育や校外学習など
の様々な学校行事があり、部活動も多くありま
す。授業はとても分かりやすく、分からないと
ころは先生が親切に教えてくれます。
　中学生の頃は体調不良が原因で学校を休む
ことが多く、わせがく高校に入学する前は、自
分はちゃんと通えるのか、友達ができるのか、
不安に感じていました。しかし実際に通ってみ
ると、クラスの友達や先輩は明るく優しい人ば
かりで、今は皆と楽しみながら学校生活を送っ
ています。
　勉強のことや人間関係のことで悩んでいる
人は、ぜひわせがく高校に来てほしいです。

わせがく高等学校
２年次生

楽しみながら
学校生活を送っています

在校生からのメッセージ在校生からのメッセージ
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