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TEL: 0297-85-3470
FAX: 0297-85-3471
〒302-0021 茨城県取手市寺田5237-9

専門課程・事務局

井野台校舎

学校法人 東海学院
東海学院文化教養専門学校

専門課程・事務局
TEL: 0297-72-1000
FAX: 0297-72-2213
〒302-0015
茨城県取手市井野台1-22-14

個別相談等の
お問い合わせ

学校法人 東海学院 東海学院文化教養専門学校
高等課程 社会生活学科
TEL: 0297-85-3470（高等課程校舎） TEL: 0297-72-1000（井野台事務局）
MAIL: koutoukatei@tokaigakuin.ac.jp

インターネットからもお申し込みできます
HP: http://www.tokaigakuin.ac.jp
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高等課程(高等専修学校)
文部科学大臣指定 大学入学資格付与指定校
高等学校卒業同等資格

学校行事

School Events

―あなたのための学校－

東海学院文化教養専門学校
理事長挨拶

Special Message

人が何かを学ぶためにはその人にとってその場所が楽しく、そして生きがいを感じることのできる場所、つまり
自分にとっての「居場所」であることが望ましいと本校は考えております。専修学校とはその居場所探しをするこ
とに最適だと私は考えます。
普通学校にはない、自由で豊富なカリキュラムの中から自分の得意な科目や自分にあった科目を選択し学ぶこと
ができるからです。
若い皆さんには無限の可能性が秘められています。
私たち教員は、皆さんとともに考え、悩み、そして喜びを分かち合いながら、その可能性を引き出し、伸ばしてい
きたいと考えております。皆さんにとってこの東海学院が心地よい居場所となり、将来へ大きく羽ばたく巣立ちの
場所となることを願っております。

4月

5月

入学式

工場見学

6月

ハロウィーン

12月

校外学習

7月

企業訪問

学校法人 東海学院

東海学院文化教養専門学校

村上

理事長

東海学院文化教養専門学校 基本理念

快史

Basic Principle

10月

修学旅行

ほかにも楽しいイベントが盛りだくさん！

ある学生の一日
9 : 30

より良き社会の形成に、
自ら貢献できる人材を育成します。

1981年
（昭和56年）

東海学院高等部 東京都中野区に開校
第一期生40名が入学する

1984年
（昭和59年）

東京都杉並区に移転（東京校舎）
茨城県大子町に大子校舎を開設

1987年
（昭和62年）

学校法人東海学院文化教養専門学校専門部・
高等部の設置を茨城県より認可される

1989年
（平成元年）

文部省より「東海学院文化教養専門学校
高等課程社会生活学科」が大学入学付与
指定を受ける

1999年
（平成11年）

大子町より取手市井野台に移転・開校する

2004年
（平成16年）

第14回全国高等専修学校体育大会優勝
第15回土浦市長杯高校サッカー大会優勝

2005年
（平成17年）

第16回全国高等専修学校体育大会優勝

2006年
（平成18年）

第17回全国高等専修学校体育大会優勝

2015年
（平成27年）

取手市井野台より高等課程社会生活学科を
現在の取手市寺田に移転

10月

登校

クリスマス

通年

部活動

※年度によって修学旅行や遠足などの見学先は変更になる場合があります。

School Life

9 : 40 ～

11 : 40 ～

12 : 30 ～

13 : 30 ～

15 : 20

３時間目

ランチ
タイム

4,5時間目

下校

1,2時間目

社会

帰りのホームルーム

･･････････････････････････････････････････
教室でそれぞれの進度に合わせた学習をします。

･･･････････････････････････････
タイムカードを押して下校します。

あなたに寄り添った
教育を目指して
東海学院では、様々な悩みを抱えた方を
全力でサポートしていきます
プロ活動など
学校外の活動に
力を入れたい！

友達との関係が
不安です！

学校に馴染めず
あまり登校できて
いません
いろいろな
事情があって
高校への進学を
諦めていました

朝のホームルーム

授業風景（実験）

コンピューター実習

美術

･･････････････････････････
広々とした家庭的な雰囲気の
教室で朝のホームルーム。こ
の教室で授業も行っています。

･･････････････････････････
東海学院ではこのほかにも、
映画鑑賞会やレクリエーショ
ンなど、生徒が毎日楽しく通
えるイベントを用意していま
す。

･･････････････････････････
パソコン室に移動。この授業
ではＩＴスキルを磨く事はも
ちろん、アニメーションや
ゲーム作成など、生徒の興
味・関心を引き出します。

･･････････････････････････
美術室で絵画や造形を学びま
す。多彩な道具と広々とした
空間でアイデアを呼び覚まし、
自己表現を養います。

学生作品

Students Work

軽度の発達
障害で
いろんな
こだわりが
あります
ラインストーンデコ

葉脈標本

草木染め

静物着彩

取手市民ギャラリーでの展示

東海学院は次のような生徒を応援しています

東海学院文化教養専門学校はこんな学校です！
特色 1

不登校気味なので心配です

学校の勉強が苦手です

登校サポート制度

一人一人にあった課題を作成
個別授業方式を採用することとで、一人一人のレベル
に合わせた授業を行います。小・中学校の内容からもう
一度学べます。

コミュニケーションが苦手です
基本は個別指導！

教員によるきめ細かな対応
授業、登校、進路、日常生活など、少しでも 不安
なことがあればどんどん相談してください。いっしょ
に解決策を探していきましょう。
また、保護者様からの相談も随時受け付けており
ます。お気軽にご相談ください。

卒業に必要な
単位数

登校日数

3年 週5日 72

特色 3

学費

卒業時に取得

【高校卒業と
同等】の資格

単位

個別指導で一人一人の
レベルにあった学習！

個別授業方式を採用することで、一人一人のレ
ベルに合わせた授業を行います。
小・中学校の内容から学びなおしすることができ
ます。更には、芸術など授業を通して、社会的ス
キルや心の成長を目指します。

私を理解してくれるか心配です

他の人と教室にいるのが苦手。そんな悩みを持つ人
のために、一人だけの教室で授業を受けることもでき
ます。
もちろん勇気を出して途中からでも他の生徒といっ
しょに勉強することもできます。

修業年数

授業

小中学校時代なかなか学校に通えなかった人でも大
丈夫！教員が一人一人の個性やペースに応じて、授
業課題や自宅学習プリントを用意するなどして、登校
しやすい環境づくりに努めます。一日でも多く登校でき
るように、一緒にがんばっていきましょう！

特色 2

卒業生からのメッセージ

「勉強が苦手」、「学校に通えない」、「人付合いが苦手」
そんな悩みを抱えている人の助けになりたい。
3年後を笑顔で迎えてほしい。本当の自分を見つけてほしい。
私たち東海学院はそのような思いで教育を行っています。

私は中学時代に友人関係でなかなか中学校に通うことが

ゆっくり1歩1歩、私たちといっしょに歩いていきましょう。

でも、東海学院ではそんな私のことも受け入れてくださり、

就学支援金制度で
学費負担軽減！

私たちの目指す教育
東海学院 4つの教育目標

おかげで、だんだん登校日数も増え、勉強は勿論、美術、

東海学院では勉強だけでなく、レクリエーションや
校外学習など楽しいイベントが盛り沢山!
東海学院でいろいろなことを体験して、自分の
世界を広げることは、進路選択においても大きな
力になるはずです。

修業年数3年 週5日登校型

本校は留学生の受け入れも
行っており、専門課程との
連携で日本語学習にも
力を入れています。

基礎学力＆資格取得＆キャリアデザイン

高等学校的
カリキュラム

この3年間は自分にとってとても有意義なもので、先生方

専門学校的
カリキュラム

Ｑ＆Ａ

は今でも信頼できる恩人です。
心からこの学校に通えて良かったと思っております。

知性
普通科目

本当の私

Ｑ

社会

保健体育

Ａ

IT教育

東海学院卒業生の記録

美術教育により
豊かな心を育みます

知性
主要5科目を中心に学び
基礎学力の定着を目指します

社会

IT教育により
ビジネススキルを学びます

身体
保健・体育や生活指導により
健康な身体づくりを目指します

本校は、自分のレベルにあった課題
と先生たちのきめ細かな指導で安心
して学習に取り組むことができる、
アットホームな学校です。
不安思っていることや、なにか気にな
ることがありましたら、
ぜひお気軽に
お問い合わせください。

平成28年度卒業生 I・Mさん

身体
表現力

楽しい学校生活が
君を待っている！

本校は文部科学大臣指定大学入試資格付与指
定校ですので、就学支援金制度の対象となります。
所得要件などを満たせば就学支援金を受給して
学費を軽減することが可能です。

考え方など色々なことを3年間で学べました。
美術

学校
生活

できなくなり、生活のペースも乱れてしまっていました。

本当に優しく、尊敬できる先生方の個人に合った指導の

表現力

自分の興味・関心のある資格やスキルの勉強を行
うことができます。
また、1年次から社会見学など進路活動を積極的
に行うことで、目標を明確にし、希望の進路へ進
むために必要な能力を身に付けます。
特色 4

※当校での卒業後の学歴は「高校卒業と同等」になります。

本当の私が見つかります

進路

キャリアデザイン
プログラム

•
•
•
•
•
•

創形美術学校 アートデザイン 入賞
茨城県 献血ポスター 入賞
第12回 ポストカードデザイン大賞 入選
第13回 ポストカードデザイン大賞 入選
第14回 ポストカードデザイン大賞 奨励賞①受賞
第15回 ポストカードデザイン大賞 入選
その他 個展開催や雑誌掲載など多方面で活躍中！

卒業後の学歴は「高校卒業と同等」になります。
当校は文部科学省「大学入学資格付与指定校」
にあたるので、高卒と同等資格で就職・進学も
心配ありません。

SNSで学校の授業の様子などが見られます！
インスタグラム公式アカウント

フェイスブック公式アカウント

ID：koutouka2019

ID：@tokai.koutouka

フォローしてね！

