
学校法人 興譲館
興譲館高等学校 通信制課程

やってみたい！を
サポートする学校

　あなたのやってみたいことを全力
サポートします。一人一人に寄り添
い、学習相談、進路相談、日常生活
…気軽に相談できます。学習に不安
があっても、個人の学力に合わせて
個別にサポートするので安心してく
ださい。どんな過ごし方が自分に合
っているのか、学校を〝活用〟して生
活をつくっていきましょう。あなた
のペースで高校卒業を目指せます。
岡山校、福山校もあります。

井原市西江原町2257-1
0120（44）5033

興譲館　通信制 検索

学校法人 英数学館（英数学館岡山校） 
並木学院高等学校 岡山キャンパス

自分に合った学習スタイルで
希望の進路を実現！

　校舎は閑静な住宅街にあり、学習
意欲が高まります。スクーリングは
少人数制。3つのコースから選択可
能で自分のペースで無理なく学べま
す。進学や就職など長年の実績に基
づいた実践的な進路指導は、将来へ
の希望が広がると定評があります。
また、体験学習（日帰り）は知識が深
まるのはもちろん、心安らぐ時間に
もなっています。人気のeスポーツ
活動も本格スタートしました。

岡山市北区学南町1-9-1
☎086（252）6760
並木学院　岡山 検索

トライ式高等学院

人は、人が教える
人は、人が育てる

　当学院は創立以来、一つの型に子
どもたちを当てはめるのではなく、
子どもたちの「自分らしさ」に合わせ
て学びの形態を変化させ続けてきま
した。文化祭・体育祭・修学旅行な
どの学校行事や、部活動・委員会・
オンラインイベントなども生徒主体
で積極的に行われており、参加は生
徒の自由意思で決めることができま
す。これからも教育のためにできる
ことのすべてを提供していきます。

岡山市北区本町1-2　炭谷ビル５階
☎086（232）9272
トライ式高等学院 検索

学校法人KTC学園
KTCおおぞら高等学院
なりたい大人になるために
高卒資格の先にある未来へ

　生徒一人一人が描く「なりたい大
人」を目指すために、通信制高校サ
ポート校だからこそできる、高卒資
格の先にある未来を見据えた体験や
環境を用意しています。「なりたい
大人像」がある人も、まだ想像でき
ない人も、高校卒業をゴールとする
のではなく、その先の「なりたい大
人」になって幸せな未来を歩むため
に、本学院の先生「マイコーチ®」が
皆さんをサポートします。

岡山市北区奉還町1-9-8岡山奉還町RGB
☎086（255）7811
KTC おおぞら高等学院 検索

学校法人 ワオ未来学園
ワオ高等学校

45年の歴史ある能開センターの
英知を集結した未来学園

　大学受験、留学はもちろん、専門
企業と提携し、起業家、データサイ
エンティストという未来型の働き方
にも対応した世界基準のプログラム
で質の高い教育を提供。少人数教室
でオンラインアクティブラーニング
を実践し、一方通行の授業ではなく、
自分で考え、対話を通して学びを深
めます。担任と専門のキャリアカウ
ンセラーが夢の実現をサポート。自
分のペースで登校も可能です。

岡山市北区磨屋町7-2
0120（806）705

ワオ高等学校 検索

専修学校自由高等学院
クラーク記念国際高等学校連携校岡山キャンパス

Be Ambitious
ここから始まる、君の未来

　本校では、わかりやすい授業を心
がけ英語・数学は習熟度別で行って
います。勉強に不安を抱えて入学し
てくる生徒も、十分に学習成果を上
げています。２年生からはコース別
授業（進学・基礎・デザインアニメ・
情報ビジネス）で、個々の興味に沿
った学習を行い、放課後はｅスポー
ツや検定対策など、幅広い選択肢を
用意しています。一緒に充実した学
校生活を送りましょう。

岡山市北区島田本町1-2-12
☎086（239）1623
クラーク 岡山キャンパス 検索

相生学院高等学校 岡山校

高校卒業から進学・就職まで
東岡山に通信制高校が開校！

　相生学院高等学校（写真）は、この
春テニス部が全国選抜高校テニス大
会男子団体で優勝するなど文武両道
がモットーの通信制高校です。今春、
東岡山駅から徒歩300mの場所に岡
山校として「相生学院高等学校 岡山
総合学習センター」が開校しました。
提携する予備校やキャリアコンサル
タントと共に、高卒資格の取得だけ
でなく、大学進学や就職支援のサポ
ートも行っています。

岡山市東区宍甘65-12
☎086（201）2355
相生学院　岡山校 検索

岡山理科大学附属高等学校

好きを究めるシン・ガッコ―
「R2ハイブリッドスクール」

　岡山理科大学附属高等学校が新た
に開校した「R2（リツ―） ハイブリ
ッドスクール」は、今までの学び方
の良さを生かしながらこれからの学
び方を積極的に取り入れた新しい

〝シン・ガッコー〟です。授業は〝リ
アル×オンライン〟。学習は〝AI学
習×個別指導〟。キャンパスは理科
大学と連携し充実の環境が整う〝大
学×高校〟のハイブリッドシステム。
すべての学びが好きから始まります。

岡山市北区理大町1-1
☎086（256）8562
R2 ハイブリッドスクール 検索

希望高等学園　岡山校

個性を尊重し、一人一人が
自分らしく歩める力を養う学校

　本学園は、平成10年にクラーク
記念国際高等学校と連携し開校、す
でに1900人以上の卒業生がいま
す。週２日程度の通学（それ以上も
可）やWEBによる在宅学習中心で高
校を卒業することができます。毎日
の通学が難しい、不登校、別室登校、
コミュニケーションや集団行動が苦
手でも大丈夫。一人一人の個性を尊
重し、自分のペースで学べる個別指
導中心の授業スタイルです。

岡山市北区駅元町30-12　飛鳥ビル5F
☎086（230）6030
希望高等学園 検索

学校法人 山口松陰学園 
松陰高等学校 岡山中央校
 〝心の声が届く距離〟で

〝学びたい時に学べる〟学校 !

　松陰高等学校岡山中央校は、通信
制の高等学校です。3年間学ぶと、
全日制と同じ「高等課程修了」の卒業
証書が授与されます。毎日スクーリ
ング（授業）が開講されており、放課
後に個別学習やオンライン授業も行
っているので、自分の体調に合わせ
て週1日1時間から登校する生徒も
多くいます。〝心の声が届く距離〟で
生徒と先生が勉強以外の交流も大切
にしている学校です。

岡山市北区中山下1－10－10
 0120（270）920

山口松陰高等学校 検索
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さりお通信制高校・サポート校 合同相談会
主催／山陽リビングメディア

◆日　時／ 11 月 28 日（日）
　【1部】学校紹介セミナー　10:00 ～ 11:00　
　　     　個別相談　　　　　  10:00 ～ 12:30
　【2部】学校紹介セミナー　  13:30 ～ 14:30
　　　     個別相談　　　         13:30 ～ 16:00
◆定　員／  各回 80 人 ※先着順
◆参加校／  10 校（下記参照）
◆会　場／山陽新聞社 本社ビル 9階 大会議室
　　　　　（岡山市北区柳町 2-1-1）
◆後援／岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、
　　　　倉敷市教育委員会、早島町教育委員会、
　　　　山陽新聞社、OHK岡山放送

開催要項

新しい環境で一歩踏み出そう！　要事前申し込み・参加無料

　山陽リビングメディアでは、11 月 28 日（日）に中高生、
高校中退者、転・編入希望者とその保護者へ向けた「通信制
高校・サポート校 合同相談会」を 2部交代制で開催します。

11/28
①10:00～
②13:30～

日

【応募方法】※参加無料・要事前申し込み・参加者には案内状を送付
◆代表者の住所、氏名、電話番号、参加者全員の氏名、年齢を記入の上、参加希
望時間（1部希望、2部希望、どちらでもよい、のいずれか）を明記して申し込みを。
※先着順で定員になり次第終了 ※個人情報は相談会の運営にのみ使用
WEB 　　 右の 2次元コードから
Eメール　seminar@s-liv.jp　
ハガキ　　〒 700-0986 岡山市北区新屋敷町 1-1-18・4 階
　　　　　山陽リビングメディア「合同相談会」係

◆特色ある全 10 校が集結
　さまざまな校風・特色を持つ県内 10 校の「通信制高校」「サポート校」
が集まり、個別ブースで進路についての相談に応じてくれます。
　通信制高校は、教材をもとに自宅で勉強する自学自習や教員とのオン
ライン教育で学び、全日制、定時制と同じ高校卒業資格を得ることがで
きます。サポート校は、通信制高校を 3年間で卒業できるように学習面、
生活面、精神面で支援していく教育施設です。〝個性に合わせたきめ細
かい教育〟〝自分らしく過ごせる〟〝多彩な学びが選べる〟場所をこの機
会に見つけませんか。

2部交代制

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2部交代制で入
場制限を行います。マスクの着用は必須です（各自で持参）。
37.5 度以上の発熱がある場合は入場をお断りします

◆悩みや迷いを抱える中高生に新たな居場所を…
　2020 年度文部科学省「問題行動等調査」によると、岡山県内の不登
校生徒数は、中学生 1746 人、高校生 1131 人。※生徒 1000 人当たり
の不登校生徒数は中学生 34.1 人（全国 37 位）、高校生 21.5 人（全国 7位）
　これまで「さりお」では、地域の人がつながる場所、孤立を防ぐ支え
合いの場所など、さまざまな居場所を紹介してきた中で、「自分らしい
学び方を見つけたい」「学校になじめない」など、悩みや迷いが生じて
いる中高生に学校選びの参考にしてもらいたいと「合同相談会」を企画
しました。
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問い合わせ／☎ 086（243）1300 山陽リビングメディア （平日 10:00 ～ 18:00）

駐車場がないため、近
隣のコインパーキング、
もしくは公共交通機関
の利用を


