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　山北町へようこそ。鹿島山北高等学校という素晴らしい学校が開校し、生徒の皆
さんが将来を生きる夢や目標を見出し、ここから旅立ってもらえることを大変うれ
しく感じております。
　近年、当町においても急激な少子高齢化が進み、若者人口の減少が地域活力の低
下に大きな影響を及ぼしているため、町では「町民力・地域力」、「若者定住・子育
て支援」をキーワードに様々な取り組みを進めております。
　今回、当町の自然環境を生かした教育の場を創設していただけることにより、交
流人口の増加など地域活性化の一助となることを期待しているところであります。
当町の豊かな大自然が、無限の可能性を秘めた生徒の皆さんをしっかりサポートす
ることをお約束し、開校にあたってのご挨拶といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県山北町  町長　湯川裕司
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鹿島山北高等学校の教育

山北で
ホンモノ（自然）に

五感で触れる

見る（視覚）

聞く（聴覚）

食す（味覚）

嗅ぐ（嗅覚）

触る（触覚）

ホンモノに触れることで、
「新たな気付き」や「生きる力」を育てます。

教科書で学ぶ知識

今までにない
発見・発想・提案

⬇
「生きる力」

　 令和４年度より鹿島山北高等学校の校長に就任いたしました石塚孝男と申しま
す。
　私は、当校の姉妹校である茨城県鹿嶋市の鹿島学園高等学校の開校より教諭とし
て着任し、数多くの生徒達と思い出を共有しながら様々な経験を積み重ねて参りま
した。これからは、自然豊かで風光明媚なここ神奈川県山北町の鹿島山北高等学校
において、新しい出会い・発見を期待しつつ、更に精進していく所存であります。
何卒、よろしくお願いいたします。
　現在、通信制に通う生徒数は 21 万人を超えたといわれています。今秋に 5 周年
を迎える当校においても、従来通り地域に密着しながら独自の特徴を活かしつつ、
生徒の皆さんと共に成長していきたいと考えております。自然豊かなここ山北で、
皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島山北高等学校  校長　 石塚孝男
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カシマ通信教育グループの
学校はここが違う

私服・制服どちらでも通学できます。

鹿島学園高等学校（通信制）
カシマグループの中心
的存在です。本部は、
鹿島神宮、鹿島アント
ラーズで有名な茨城
県鹿嶋市にあります。
平成16年に開設さ
れ、今や日本を代表
する広域通信制高等
学校に発展しており、
卒業生総数はなんと

1万人以上！！「カシマ」の卒業生が日本全国で活躍してい
ます。

通信制本部

鹿島学園高等学校（全日制）
全日制は平成元年に誕
生しました。部活動が非
常に盛んで、様々なス
ポーツで、全国大会出
場経験を持っています。
鹿島アントラーズとも提
携しており、アントラー
ズユースの選手たちも
在籍しています。勉強

面でも、東京大学合格者を輩出するなど、合格実績が大きく
飛躍しています。また、平成28年に新たに「グローバル・コー
ス」を設置し、世界に羽ばたく人材の育成を目指しています。

本校

鹿島朝日高等学校（通信制）
昭和56年に開園した
「朝日塾幼稚園」をは
じめ、岡山県岡山市に
設置された「朝日塾小
学校」「朝日塾中等教
育学校」「朝日塾国際
高等学校」のうち、平
成28年、通信制の「朝
日塾国際高等学校」が

「鹿島朝日高等学校」へ校名変更し、カシマグループの一
員になりました。現在、西日本を中心に全国で人気が高まっ
ており、生徒数も着実に増えています。

鹿島山北高等学校（通信制）
山北町とのタイアップに
よって新たに誕生した通
信制高校です。丹沢湖
を始めとする雄大な自然
に囲まれた本校で「鹿島
山北」ならではのスクー
リング活動が行われます。
「鹿島山北」の一番の
特徴は「楽しく学べる」

ことです。３泊４日の集中スクーリングでは、生徒同士や先
生との距離がグッと縮まります。スクーリングで出会った新
たな友達と新たな発見をしに、山北へ学びに来てください。

通信制本校本校

鹿島山北高校の制服決定
高校生に人気のブランド　　　　を採用!
高校制服の　　　　デザインは日本初!!

冬服

❶通学は自宅学習制から週５日まで、
　自分のニーズに合わせて自由に選べる。
❷学費は全国平均の半額
❸各種学割が適用されます。
　（一部、適用されない路線があります。）
❹オプションコースに入れば、高卒資格だけでなく、
　他の資格も同時に取得できる。詳しくはP13

詳しくはP10

全国に広がるカシマ通信教育グループ
KASHIMA GROUPS

アンケート
結 果

個人指導
と

少人数授
業

通学は
年間数日

から

週5日間
まで

選択可

夏服

1.学校運営で定評あるカシマ通信教育グループが運営
　母体で安心だから。
2.進学や就職などの進路実績が良いから（グルー
　プ校含む）
3.学習コースやオプションコースが多く進路選択
　の幅が広がるから。
4.学校の指導方針がシッカリしていて安心だから。
5.先生や授業の内容が良いとの評判を聞いて。

カシマ通信教育グループの
高校に入学を決めた理由
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大自然に囲まれた抜群の環境･･･鹿島山北高等学校。
“森林の恵みと澄んだ空気”が子どもたちを「学び、鍛え。」
心身ともに大きく成長させてくれます！

「信玄の隠し湯」と呼ばれるアル力リ単純泉で「美
人の湯」としても広く知られています。

夏でも涼しく、秋の紅葉はすばらしい眺めです。
水の美しさは有名で「ユーシンブルー」と呼ばれ
て大人気です。

毎年海の日の前日（日曜日）に「カヌーマラソン」
が開催されます。美しい山々に囲まれた丹沢湖で
色とりどりのカヌーがレースを展開します。

かつて山北が鉄道の町として栄えた名残をとどめま
す。御殿場線で活躍し、2016年10月動態化に成
功した蒸気機関車（D52型）が展示されています。

国の天然記念物に指定されている杉の
巨木で、推定樹齢も県下最高齢の約
2000年とされています。

　鹿島山北高等学校は神奈川県西部の山北町、 丹
沢湖のほとりに位置し、 校地の外周270度がぐるっと
湖面に囲まれている半島に建っています。
　丹沢湖は自然の環境を大切にした美しい湖で、「全
国ダム湖百選」、「かながわの景勝50選」などに選ば
れており素晴らしい景観です。
　湖畔からは富士山の眺望、春の桜、秋の紅葉など
四季折々の自然が楽しめます。

　山北町の周囲に広がる丹沢山地は美しい山々が連
なり、 登山やハイキングにもってこいです。また丹
沢湖でのカヌー体験や自然の中でのマスの掴み取り
体験も出来ます。 さらに、周辺にはキャンプ場・渓流
釣り場・中川温泉などもあり、 多くのアウトドア派に
人気のスポットとなっています。

　そのような素晴らしい環境の地に私たちの鹿島山
北高等学校はあります。
　恵まれた大自然の環境の中で、 多くのアクティビ
ティ・プログラムを体験し、都会に暮らす子ども達に、
「新しい自分を発見して欲しい！」と願っています。

この地を治めていた河村義秀氏の居城といわれて
おり、現在は公園として整備されています。

❾河村城址歴史公園

❻カヌーマラソン

❹ユーシン渓谷❸中川温泉

❺箒スギ

❽鉄道公園

湖底に水没した世附地区の江戸時代の古民家を
移転したもので、当時の風情が味わえます。ま
た休憩所としてお茶も楽しめます（有料）。

❼三保の家

JR 御殿場線

東山北駅

山北駅

大野山

丸山

都夫良野都夫良野

富士見峠富士見峠

河内川

不老山
世附峠

明神峠

夕滝

河内川ふれあいビレッジ
山北スマートIC（仮称）

谷峨駅

東名高速道路
至大井松田IC

ぐみの木近隣公園

河村城址
   歴史公園

健康福祉センター
洒水の滝

鉄道公園

権現山

中川温泉

菰釣山

城ヶ尾峠

西丹沢

檜洞丸

箒スギ

丹沢大山国定公園

大石山

丹沢山

塔ヶ岳

鍋割山
西丹沢県民の森

県立丹沢大山自然公園

ユーシン渓谷

千代の沢園地

秦野峠林道
丹沢湖玄倉

千代の沢園地

秦野峠林道
丹沢湖玄倉

丹沢湖

ダム広場公園
ひだまりの里

高松山

ツツジコース

東
海
自
然
遊
歩
道

東海自然遊歩道

県民の森とユーシン渓谷コース

河村城跡・
洒水の滝コース

大野山コース
高松山コース

不老山コース

鹿島山北
高等学校
鹿島山北
高等学校

犬越路

高松山
ハイキングコース

高松山
ハイキングコース

絶景！
富士見ポイント

❾

❼❶

❹
❸

❺

❻

❽
❷

自然豊かな丹沢湖に佇み、湖畔からは富士山の眺望、春の桜、
秋の紅葉などが楽しめます。心身を癒してくれる環境は学習面
だけでなく自己の形成にも最適です。

❶鹿島山北高等学校

雄大なその姿は三段からなり、「日本の
滝百選」その水は「全国名水百選」に
選ばれている名瀑です。

❷洒水の滝
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1年間の学校生活
YEAR-ROUND SCHEDULE

ボーリング大会

修学旅行 クリスマスパーティー

卒業式

書初め大会

ディズニーランド遠足

演劇鑑賞農業実習

文化祭

林間学校進路研究会

スキースノボ合宿

茶摘み

つかみ取り

魚捌き

ダム見学

マラソン

春 夏 冬秋

ハイキング

カヌー

学習等支援施設での活動
※学習等支援施設毎に内容が異なります。

山北での活動

音楽祭

バーベキュー

滝めぐり　

サイクリング

大野山



週2日〜
　5日制

いつでも学習等支援施設に通学でき
て、レポートの作成サポートを受けら
れるコースです。
「学習に集中したい」「生活リズムを整
えたい」「高校生活を楽しみたい」とい
う人に、おすすめのコースです！

週1日制

週に1日学習等支援施設に通学して、レ
ポートの作成サポートを受けられるコース
です。
「わからないところのサポートを受けなが
ら、趣味や好きな事にも時間を使いたい」
「週 1 日の通学から、ゆっくり慣れたい」
という人におすすめです！

自宅学習制
学習等支援施設には通学せず、自学自習
でレポートを作成するコースです。
「自分のペースで学習に取り組みたい」「働
きながら高校卒業を目指したい」という人
におすすめのコースです！

家庭教師制
講師が自宅に来て、レポートの作成サポー
トを受けられるコースです。
「自宅でレポートのサポートを受けたい」
「マンツーマンで受験指導を受けたい」
という人におすすめです！

※学習スタイル、時間割、通学曜日については各学習等支援施設にご確認ください。
※スクーリングは、本校での受講となります。

入学から卒業まで
FROM ADMISSION TO GRADUATION

学習等支援施設の紹介
INTRODUCTION OF LEARNING CENTERS

自宅のパソコンで、WEBコンテンツ、ネッ
トテレビ電話などを利用して、レポートの
作成サポートを受けられるコースです。
「自宅のパソコンで勉強したい」「好きな
時間に学習をしたい」という人におすすめ
のコースです！

ネット
指導制
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新入学／ 4 月
　　　　10月
転入学／毎 月
編入学／毎 月

レポート 提出
スクーリング

単位認定テスト

高校在籍
３年以上　

７４単位以上
の修得

30時間以上
の特別活動

進　学
大学・短大
専 門 学 校
海 外 留 学

就　職
企　業
公務員

スペシャリスト
（漫画家・美容師・芸能・
スポーツ選手など）　

●レポート提出
科目ごとにレポートを作成して、期日までに学校に
提出します。
レポートは、教科書の内容に沿って作られています。
自学自習で作成することもできますが、所属する学
習等支援施設でサポートを受けながら作成すること
もできます。

●特別活動
ホームルームやレクレーション、ボランティア活動、
遠足などの行事を通して、個性を伸ばしながら、
集団の一員としての人間関係を築きます。
生徒一人ひとりの目標の実現のため、卒業後の進
路についても、一緒に考えます。

あなたの最寄りの
学習等支援施設をご紹介します。
学習スタイルが選べます。

自分のペースで
一歩一歩ずつ確実に

入　学

学　習

卒　業

進　路

新入学：中学校卒業後、高校に
　　　　在籍した経験が無い者
転入学：現在、高校に在籍して
　　　　いる者
編入学：過去に高校に在籍した
　　　　経験がある者

●スクーリング
自然に囲まれた本校で、対面式の授業に出席して、
科目ごとの理解を深めます。

●単位認定テスト
レポートの範囲内から出題される単位認定テストを
受験して、科目ごとの理解度を確認します。



山北のスクーリング
YAMAKITA'S SCHOOLING
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地域特性を活かした４つの独自科目
鹿島山北高等学校では、山北町の恵まれた教育環境を最大限に活用し、「森林保全と生命」「山北町の
新しい農業」「山北町の観光促進」「介護支援とコミュニケーション」の４つを『学校設定科目』とし
て教育課程（カリキュラム）に組み入れています。これらの科目では、地域の方々に直接指導いただ
く現場支援実習を通じ、現状を知るところから始め、課題や問題点を自分たちで見つけ出し、それを
どのように解決していくべきかを考えます。

楽しく学ぼう！

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

— HR HR HR

1時限 — 総合的な学習の時間 国語総合 地学基礎

2時限 — 総合的な学習の時間 国語総合 地学基礎

3時限 ガイダンス 家庭基礎 化学基礎 社会と情報

昼　　　食

4時限 地　理 家庭基礎 化学基礎 体　　育

5時限 地　理 山北町の観光促進 森林保全と生命 体　　育

6時限 音　楽 山北町の観光促進 森林保全と生命 —

7時限 音　楽 英語表現 数　学 —

8時限 保　健 英語表現 数　学 —

ス ク ー リ ン グ 時 間 割 例

ホンモノに触れる
⬇

新たな発見・発想・提案
⬇

「生きる力」

森林保全と生命
間伐・枝打ち体験を通じ、「森と人との
関係」や「生きている森」を学ぶ。

山北町の観光促進
インターンシップやフィールド
ワークを通じ、既存の観光資源活
性化の研究と共に、新たな資源発
掘や創出を追求する。

　介護支援と
コミュニケーション

施設での実習やボランティア活
動を通じ、社会に貢献する力の養
成を図る。

山北町の新しい農業
山北町の農業を知り、気候や天気、地域
実態に応じた産業の研究や提案を目指す。

※時間割は各人の履修状況により異なります。

見知らぬ人と過ごすなんてし んど

いと思ったけど、あっという間 だっ

た。何よりもピザ作りが最高 だっ

た。一度は諦めかけていた調 理師

への道にまた挑戦しようと思 えた。

スクーリングに参加した人は 色々

な経験をしている人がいて、 視野

が広がった。来年も頑張りた い。

最初山北に来た時は不安がいっぱ

いすぎて泣きそうになったりした

けど、4 日間楽しく過ごせた。テ

スト後の卓球は物凄く楽しかっ

た。山登りはすっごく疲れたけど、

最後までできて嬉しかった。来年

は自分から人に話しかけられるよ

うになりたい。

Kさん
＠神奈川学習等支援施 設

Iさん
＠千葉学習等支援施設



予備校スタイルの成功の鍵は、
良い講師に巡り会うこと、予習

と復習を習慣にすることです。
基礎学力が身についてない人は、中学の学習内容から指導を受けて、そ
の後最適な連携予備校で受験勉強をスタートします。

家庭教師を望む人には、志望校や希望教科に合わせて、最適
な講師を決めます。苦手科目の克服や得意科目の強化など、

マンツーマンでの徹底した指導で志望校合格を目指します。
AO 入試の大きな特徴は、志望理由書や小論文などの審査や
面接を重視することです。

AOスタイルでは、入試で重要な論文や面接の指導を徹底して行い、受
験突破を実現します。

■アニメ・マンガ専攻
アニメーター・マンガ家・イラストレーターを目指すコースです。初心者
にもデッサンや作画の基礎から講師が「少人数制」で指導するので、興
味と意欲さえあれば誰でも夢を実現できます。　

■声優専攻
発声や発音訓練、セリフ練習など声優の基礎をしっかり
身につけ、アニメの登場人物のタイプや性格を正確に
把握し、実感がこもった感情豊かな表現力を養います。
またオーディション対策として、客観的な自己分析を行
い、個性を伸ばすための指導を行います。
在学中よりオーディション対策を積極的に行い、声優・
ナレーターとしてのデビューを目指します。

音楽の基礎から実践的なテクニックまで、
プロ講師の指導で、
音楽中心の高校生活を実現します。
本コースは充実した施設の提携校で、ギ
ター・エレクトーン・音楽療法・ヴォーカル
･ 邦楽 ･ 楽器等々を習い将来プレーヤー、
音楽家、講師とし
て活躍することを
目指します。
また、ギター製作、
修理技術を学ぶこ
ともできます。

■ファッション専攻
本コースは、提携校の充実した設備の中で、業界トップ校のベテラン講師によ
る指導のもと、服作りに必要な基礎知識・技術を学びます。コンテストへの作
品出品など、実力に応じた具体的な目標を設定しながら、
将来ファッション業界で活躍することを目指します。
■ジュエリー専攻
シルバーアクセサリーから本格的なジュエリーまで、プロ
の講師による丁寧な指導で制作・デザインの技術を学び
ます。未経験者でも、工具の使い方など基礎から段階的
に学ぶことが出来ます。将来は、ジュエリーデザイナーや
ジュエリークラフトマンとして宝飾業界への就職や、ジュ
エリーアーティストとしてスタートすることを目指します。

■美容専攻
高校在学中の3年間で美容師になるための
コースです。提携専門学校の通信制課程に
入学して、高卒資格と美容師資格を同時に
取得し、卒業後は美容師への夢を実現します。

■エステ専攻
日本エステティック協会認定の講師による指
導でエステティシャンを目指します。
フェイシャル、ボディエステからボディアロマ、
ヘッドセラピーの技術と、開業や就職に必要
な接客マナー、コミュ二ケーションも学びま
す。

■薬事専門家養成講座
■速読講座 ―早く正確に読み解く力を鍛える―

■速読講座ー英語版ー
　 （PC とインターネット回線が必要になります。）

■不登校訪問専門員養成講座
■ひきこもり支援相談士養成講座
■チャレンジ心理士講座 
■チャレンジ福祉士講座
■社会人基礎力養成講座
■食と健康アドバイザー講座
■ペットシッター士資格取得講座

■保育専攻
在学中に保育士試験に必要な、社会福祉・児童
福祉・保育原理・音楽・絵画制作等を学び、卒業
後の保育士資格取得を目指します。
 ＊受験には高校卒業後、児童福祉施設で２年以上の児童の
　保護に従事することが必要です。

■福祉専攻
本コースは、これからの高齢化社会を考え、在
学中に介護職員初任者研修の資格を取得しま
す。将来は介護福祉士や社会福祉士になって、
これからの社会で求められる介護・福祉のエキス
パートとして活躍したいという希望を実現します。

サッカー・ゴルフ・野球・レスリング・バ
スケットボール・バレーボール・テニス等、
「スポーツに力を入れたい」「プロを目
指したい」「スポーツトレーナーになりた
い」そんな願いを叶えるのがカシマのス
ポーツコースで
す。好きなスポ
ーツに打ち込み
ながら、しっか
り学習サポート
を受けることが
できます。

アクターズコースは『絶対に俳優になる！』
という夢を実現する為に、実績のある俳
優が指導を行います。
人付き合いや人前に出るのが苦手な人で
も、演技を通して『優れたコミュニケーショ
ン術』を学び新しい自分に生まれ変わる
事ができます。
また、ダンスは設備の
整った提携校のスタジ
オで、プロのダンサー
に学び、タレントやダ
ンサーを目指します。

「お菓子やパンを作るのも食べるのも好き！」
「作ったお菓子で人に喜んでもらいたい！」
このような人にお勧めのコースです。
お菓子作りの楽しさを知り、クッキーや
ケーキ、団子や和菓子など様々なものを
作り実際に食べ
て、製菓の技術
を身に付けます。
将来パティシエに
なりたい人をバッ
クアップします。

■ネイル専攻
充実したカリキュラムと、日本ネイリスト協会
（JNA）認定校の講師による指導で、ネイリスト
を目指します。
初心者でも、基本のネイルケアから、アート技術
の習得までトータルに学ぶことができます。

■メイク専攻
業界トップクラスの実績を誇る提携校の指導で、テ
レビ・映画・ＣＭ・雑誌・ブライダル・ビューティーアド
バイザーなどの分野に対応したメイクを学びます。
またネイル・ジェルネイル・フェイシャルなどプラス
αの技術も習得できます。

パソコンなど現代社会に欠かすことのできない情報技術
を、専門指導員より基礎から学び専門技術を高校生のう
ちに習得するコースです。高校普通科の学習を行いつ
つ、在学中からパソコンをはじめとした情報分野の専門
教育を学び、将来に役立つ実践的な力を養っていきます。

〈チャレンジする資格〉 ・情報処理技能検定
  ・インターネットユーザー能力認定試験
  ・Excel 表計算処理技能認定試験
  ・Word 文書処理技能認定試験  他

■iPadクリエイティブ講座
デザイン・CG 制作・音楽制作など iPadを使っ
て実社会で即戦力になる技術を、専門指導員より
基礎から学び高校生のうちに習得します。

■アメリカ留学
提携校であるパシフィックインターナショナルアカデミー

（PIA）はメリルハースト大学内にある、大学附属の英
語学校です。ここでは英語上達に必要な5つのファク
ターを総合的かつアカデミックに教えてくれます。また、
講師・スタッフの全員が生徒一人ひとりの名前を覚えてくれて、とても家庭的
でフレンドリーな語学学校です。様々な遠足や小旅行、アクティビティーを通し
て、英語学習ばかりでなく、アメリカの自然や文化なども楽しめます。

■イギリス留学　夏期 2 週間コース／ 3 週間コース
伝統的な寄宿舎制スクール St.Mary

,
s School・St.George

,
s School で生活を共に

し、英語でのレッスンやプロジェクト発表などで異文化交流を深めるコースです。
■マレーシア留学
提携校のイングリッシュランゲージカンパニーは、オーストラリアに本部を持つ
語学学校で2012年にマレーシア校が開校しました。
■フィリピン留学　欧米留学の1/5の費用で英語留学。
提携校の IDEA ENGLISH ACADEMY は2011年設立の100％日本資本の学校
です。日本人にマッチしたカリキュラムと学校設備が自慢です。
■中国留学　　
■フィジー留学

国際化する社会の中で、自分の可能性を広げるために「留学」を選択する人が
年々増えています。「外国語を学び仕事に活かしたい」「異なる文化や社会を知
りたい」「海外の名門校で技能や知識を習得したい」そんなグローバルな夢を
実現するために海外留学コースがあります。

ペットコースでは「トリマー」「ドッグト
レーナー」になるために必要な知識と
技術を総合的に幅広く学ぶことができ
ます。
また、ＮＰＯ法人日本ペットシッター協
会より「ペットシッター士資格取得講
座」採用の特別認定校に指定されて
いる提携校で学ぶため、希望者は将
来独立開業・副業とし
て最適な「ペットシッ
ター士」の資格取得
も可能です。

大学進学コース

アニメ・マンガ・声優コース

音楽コース

ファッション・デザインコース

美容・エステコース

スキルアップコース                           

保育・福祉コース                           スポーツコースアクターズコース

製菓コース

ネイル・メイクコース

ペットコースITコース

海外留学コース

予備校
スタイル

AO
スタイル

家庭教師
スタイル

オプションコース
OPTIONAL COURSE

高卒資格のみならず、
将来の目標を見つめて！
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※学習等支援施設によりコース設置の有無が異なります。
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先輩の進路・体験記
EXPERIENCE NOTES

みんなの笑顔が溢れるキャンパス。 みんなの瞳が輝くキャンパス。

金澤  あすみ（千葉駅前キャンパス）
専修大学 進学
　私は高校卒業資格の取得と、プロテニス

プレーヤーになるという小学生からの目標との両立
のため、通信制高校を選択しました。通信制は
登校日数が少ないので、テニス活動に専念できる
時間も多く、先生の理解とバックアップもあって、私
には理想的な環境でした。遠征先の宿舎でレポート
を解いたり、大変なこともありましたが、人間的にも
成長できた３年間だったと思います。大学でも目標を
追い続けます。

小沼  竜之（秋葉原キャンパス）
茨城大学 進学
　音楽を専門的に学ぶため、通信制高校を選択
しました。週５日、音楽学校で作曲やピアノの技術
を磨きながら学業も頑張れたのは、在学中に「『自
分の大好きな音楽には誰でも…例えば身体的にハン
ディキャップのある人でも、参加できる方法がある』こ
とを伝えるため音楽教師になる」という目標が生まれ
たからです。通信制高校には様々な年代の生徒が在
籍していて、同年代同士では気付かない考え方を得
られる貴重な環境だったと思います。

山本  奈美（秋葉原キャンパス）
江戸川大学総合福祉専門学校 進学
　最初に入学した高校は人間関係に疲れてしま
い、１年生の夏には通えなくなり、通信制の自由
な雰囲気に魅力を感じて転校しました。でも、
自由だからこそ自己管理が大切です！レポート
の学習計画を立てたり、地図を調べてスクーリ
ングに出席したり、慣れるまでは大変でしたが、転
校前と比べて自立心が身についたと思います。「学校
なんてつまらない」「自分の意志で決めたい」と思う人
は、通信制で学ぶことをお勧めします。

佐伯  美里（全国ネットキャンパス）
大阪人間科学大学 進学
　私は時間に制約されず、自分のペースで高校
生活を送りたいという理由から、インターネットで勉
強できる学校を探していました。通学しないで学
習が進むのか心配もありましたが、鹿島学園の「ネ
ット指導制」はレポート作成指導だけでなく、日常の悩
み事や受験対策の相談にも乗ってくれて、パソコンを
通してしっかりとしたサポートを受けられ、希望校に合
格できました。スクーリングで友達も増え、充実した高
校生活を送れました。

髙橋  杏佳（三島キャンパス）
東京総合美容専門学校 進学
　鹿島学園に入学して最初に感じたことは、
先生との距離の近さでした。自分に合った通
学スタイルや単位履修の計画を一緒に考えてく

れました。レポートの学習も個別で指導を受けるこ
とができるので、全日制の集団授業では質問でき
なくて分からないままにしていた問題も、ここでは理
解できるまで教えてもらいました。進路も、先生と何
度も面談をして決めました。入学から卒業まで親身
にサポートしてくれた先生に感謝したいです。

伊東  優太（秋葉原キャンパス）
東京マックス美容専門学校 進学
　高校生活での一番の思い出は、林間学校

です。ほとんどが初めて会うメンバーで、出発ま
では不安もあったけど、この２泊３日を通して貴重
な経験と大切な仲間を築くことができました。部
屋ではみんなで将来の夢を語り合ったり、悩みを
打ち明け合ったりしました。中には暗い気持ちで通
信制に入学してくる子もいると思うけど、僕はヘア
カットで、そういう子が明るい気持ちになれるような
美容師を目指します！

仲村  恒也（溝の口キャンパス）
国際総合ビューティーカレッジ 進学
　鹿島学園を選んでよかったことは、友達の輪
が広がったことです。鹿島学園は全国に学習セ
ンターがあって、沖縄修学旅行やスキー合宿で
は全国にいる同窓生と交流できました。他の学校
だと、こういうチャンスはあまりないと思います。通
信制には色々なタイプの生徒が集まってくるので、
自分の世界も広がりました。受験勉強を前向きに
取り組めたのも、一緒に頑張っている友達と刺激
し合えたことが大きかったです。

菊地  廉（所沢キャンパス）
総合学園ヒューマンアカデミー フィッシングカレッジ 進学
　プロアングラーになるという幼い頃からの夢の
実現のため、鹿島学園に転校を決めました。それ
までは、プロの道を諦めかけたこともありましたが、
先生は僕の夢を理解してくれて、時には釣りに付き合
ってくれて、応援してくれました。在学中は毎年２００
回以上の釣行で腕を磨き、プロアングラーの養成学
校に合格しました。「世界一のプロアングラーになる！」
という新たな目標もでき、鹿島学園に転校して本当
によかったです。

藤原  達也（志木キャンパス）
赤堀製菓専門学校 進学
　鹿島学園で学んだことは、時間の使い方です。
通信制は毎日学校に通わなくてもいいので、自分
で予定を立てることができます。私はスクーリング
や学校行事の日程と照らし合わせながら、空いて
いる時間はパン屋さんのアルバイトを頑張りました。
その経験から進路も決定しました。自分で予定を
立てることで計画性や責任感も生まれ、行動的な
性格になれたと思います。通信制だからこそでき
る挑戦がたくさんあると思います。

木村  涼花（熊谷キャンパス）
専門学校 東京アナウンス学院 進学
　私は通信制高校は楽に単位が取れて、卒業で

きると思っていました。そのかわり、進学は難しいと
決めつけていました。実際は全然違って、単位認
定テストは毎回苦労しました。それでも教科書とレポ
ートを何度も復習して頑張れたのは、役者になるとい
う夢ができたからです。多分、全日制に通っていた
頃より一生懸命勉強しました。無理だと思っていた進
学も決まり、夢に一歩前進できて、鹿島学園に入学し
て本当によかったです。

目標を追い続け、
人間的にも成長できた３年間

年代を超えた考え方を得られる
貴重な環境だった

自由な雰囲気の中で
自己管理の大切さを学んだ

時間に制約されず
自分のペースで高校生活を送れた

入学から卒業まで親身にサポート
してくれた先生に感謝です

林間学校で貴重な経験と
大切な仲間を築く

全国に学習センターがあるから
友達の輪が広がった

先生の応援が励みになり
プロの道へと踏み出せた

予定を立てることの大切さを学び、
計画性や責任感が生まれた

役者になるという夢があったから
一生懸命勉強できた

カシマ通信教育グループ校進路一覧
（※ここでは一部を紹介しています）

生徒の皆さん一人ひとりの進路実現のため、高校3年間を通して最適
の進路カリキュラムを実践しています。国公立・難関私立大から専門
学校、就職まで幅広い進路に対応できる指導体制を持つのが伝統と
実績がある“カシマ通信教育グループ”の強みです。

自分の夢を実現するための進路は、大学・短大・専門学校、
そして就職と一人ひとり異なるものです。ここで紹介する先輩

の体験記を読んで、将来への視野を広げ、自分ならではの
進路選びに是非役立ててください。

カシマ通信教育グループ校の

国公立大学
東京大学 山形大学 筑波大学 香川大学
京都大学 鳥取大学 鹿児島大学 三重大学
東京工業大学 茨城大学 岡山県立大学 滋賀大学

私立大学
早稲田大学 学習院大学 駒澤大学 武蔵野美術大学
慶應義塾大学 東北福祉大学 専修大学 帝京平成大学
明治大学 筑波学院大学 日本体育大学 東京純心大学
立教大学 明治学院大学 東京音楽大学 日本文理大学
東京理科大学 武蔵大学 名城大学 嘉悦大学
青山学院大学 岩手医科大学 愛知大学 清泉女学院大学
法政大学 國學院大学 立命館大学 広島文化学園大学
国際基督教大学 日本大学 同志社大学 久留米大学
津田塾大学 東洋大学 日本経済大学

国公立短期大学
神奈川県立産業技術短期大学 鹿児島県立短期大学

私立短期大学
実践女子大学 短期大学部 東京家政大学 短期大学部
女子美術大学 短期大学部 聖徳大学 短期大学部

海外の大学
Lane Community College（アメリカ） Diablo Valley College（アメリカ）

専門学校
辻調理師専門学校 岡山科学技術専門学校 岡山ビジネスカレッジ
尚美ミュージックカレッジ専門学校 中央工学校 松山ビジネスカレッジ
東京スクール・オブ・ビジネス専門学校 東京モード学園 姫路情報システム専門学校
東放学園映画専門学校 日本自動車大学校 アルファジャパン美容専門学校
東京デザイナー学院専門学校 アルファ医療福祉専門学校 KCS北九州情報専門学校
バンタンデザイン研究所 ベルエポック美容専門学校 アポロ美容理容専門学校
東京電子専門学校 東京アナウンス学院 沖縄福祉保育専門学校
神田外語専門学校 華調理製菓専門学校 新潟県農業大学校
ECC国際外語専門学校 代々木アニメーション学院 iwakiヘアメイクアカデミー
お茶の水スクールオブビジネス 千葉情報経理専門学校 医療ビジネス観光福祉専門学校
ヤマトファッションビジネス専門学校 丸の内ビジネス専門学校 ＫＣＳ福岡情報専門学校

私立短期大学
実践女子大学 短期大学部 千葉経済大学 短期大学部 聖徳大学 短期大学部
女子美術大学 短期大学部 東京家政大学 短期大学部 立教女学院短期大学

就　　　職
陸上自衛隊 日本郵便（株） 三菱自動車販売（株）（株）リブマックス
日本通運（株） 日本梱包運輸倉庫（株）（株）湘南ベルマーレ ナイキジャパン
（株）ヤマダ電機 （株）未来屋書店 横浜田園都市病院 （株）オリエンタルランド
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通信制とは、
どんなしくみですか？

通信制は、レポートを提出してスクーリングに出席
し、単位認定テストに合格することで、単位を修

得します。毎日通学する必要がなく、自分のペースで勉
強することができます。
また、鹿島山北高校は「単位制」を採用しているため、
例えば１年次に修得できなった単位があっても、留年には
ならず、２年次以降に修得ができれば、同級生と一緒に卒
業ができます。

誰でも入学
できますか？

中学を卒業していれば、誰でも入学できます。
筆記試験はなく、書類審査等で選考します。鹿島

山北高校は、「やる気」を重視しています。
新入生は４月と１０月、転入生・編入生は毎月、受け入れ
をしています。

現在通っている高校で修得した
単位は、認定されますか？

原則として、前年度までに修得した単位は認定し
ます。中途退学の場合でも、在籍中に修得した単

位は認定します。

３年間で卒業
できますか？

鹿島山北高校では、３年間での卒業を目指した学
習計画になっています。転入生や編入生は、前籍

校での在籍期間と通算して３年間での卒業が可能です。
また、鹿島山北高校では、卒業時期が年に２回（３月・９月）
あるため、卒業要件を満たせば、次の３月を待たずに、9
月に卒業ができます。

登校日数は
何日ありますか？

年に最低１度、３泊４日のスクーリングへの出席が
必須です。あとは、自分に合った学習スタイルを

選択して、思い思いの高校生活を送ることができます。

制服はありますか？

制服はあります。登校は、制服
でも私服でもOKです。制服購入

の義務はありません。

就学支援金は
支給されますか？

全日制高校と同様に、保護者の
収入状況に応じて支給されます。

高校卒業資格が
取得できますか？

卒業した高校の課程（全日制・定時制・通信制）
に関わらず、高校卒業資格は同じです。希望する

大学や専門学校の受験資格も得られますし、就職する場
合は、高校卒として採用されます。

友達はつくれますか？

スクーリングやイベント、体験学習、学習等支援
施設への通学などを通して、友達と仲よくできる

環境を用意しています。

全日制への転校は
可能ですか？

修得単位数が全日制高校の基準を満たし、全日制
高校で実施される入学試験に合格することで転校

することができます。
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ここでは皆様からよくご相談いただくご質問をＱ＆Ａ形式
でまとめました。ご入学の参考にして頂ければ幸いです。
なお、こちらのＱ＆Ａ以外のご質問・お問い合わせがご
ざいましたら、お気軽に本校入学相談室までお電話・メー
ル等でお問い合わせください。
ご連絡を心からお待ちしています。
●入試相談室
　TEL.0465-78-3900  E-mail : info@k-yamakita.ed.jp

　山北学園が経営する鹿島山北
高等学校は、自然豊かな山北町
で平成29年に開校した新しい学
校です。
　本校では一人ひとりに夢と希望
と勇気を与える学校でありたいと
の思いで、教職員一同日々親身
の生徒指導を心掛けております。
　さて、人生を立方体に例える事があります。立方体
の体積を人生の充実感と考えるのです。立方体の体積
は三辺を掛け合わせる事によって出ます。最初の一辺
は健康で、次の一辺は家族や友人、自身が属する学
校や会社という組織での人間関係です。そして最後の
一辺は夢や希望、感動です。
　これらが充実することによって、より大きな立方体と
なり豊かな人生を送ることが出来るわけです。
　生徒の皆さんが、健康で充実した感動のある高校生
活を送る事を心より願っております。

山北学園　学園長　大森伸一

本校校舎

音楽室

図書室

普通教室

玄関


