Growth Program
Yushi International High School

Design education by yourself!

Design education by myself!

Design education by ourselves!

グ ロ ウ ス ＝ 成 長
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Growth Program
高校卒業の資格にプラス α で学び・スキル・経験を積むことができます。
全て高校生活の充実と将来につながるプログラムです。
一人ひとりにあわせて選択できます（複数選択可）。
※Growth Program は高校卒業資格取得のためのプログラムではありません。

+
レポート課題

スクーリング

定期試験

Growth
Program
担任と相談しながら選択
年度途中からの受講も可

高校卒業資格取得のために必要

オンライン受講型

実体験型

プログラミングクラス

Word Excel クラス

農業・漁業プロジェクト

簿記クラス

中学復習クラス

夢実現プロジェクト

PBL クラス

コミュニケーションクラス

職業体験プロジェクト

パッション英会話クラス

日本リテラシークラス

ボランティアプロジェクト
グロウス ＝ 成長

Growth Program は、

登校型
登校型自習サポート

プログラム

進路サポート

複数選択可能
常に充実を図り、
進化を続けます。

【オンラインクラス】 知識ゼロから、「モノづくり」のプロフェッショナルを目指す。

プログラミングクラス
Programing Class

基礎定着と実践演習を通して、モノづくりの楽しさを実感できるクラス
IoT の普及などにより、社会では今後ますます IT 技術のニーズ
は高まっていき、プログラミング能力を習得している人材が求め

環境設定
基礎文法

複数デバイス連携

実践・応用

られていくこととなります。
プログラミングクラスでは、基礎文法を初歩から学ぶことができる
ため、分かりやすく知識を深めることができます。
また授業にトイドローンなどを導入しており、楽しみながら実践を
積み重ねることが可能です。ロジカル（＝論理的）な思考力を養
うとともに、問題解決能力、読解力を身に付けます。

※テキストなし（下記要購入）
・2 学期マイクロビット（２，２００円程度）
・３学期トイドローン（１３，０００円程度）

※週２日制（定員なし）
※３学期制（１コマ５０分／全３８回）

情報科
上野 耕司

数学科
西島 祐次郎

「失敗は成功のもと」をモットーにとにか
くチャレンジあるのみです！自分で考
えたものがそのまま動くのは楽しいです
が、うまくいかなかった時にどう対策を
練るかが一番重要です。解決の糸口
を一緒に考えましょう。どうしてもわか
らない時は相談してくださいね。

プログラミングに興味を持っているけど
何から始めたら良いか分からないとい
う人はいませんか？
この授業はプログラミングの基礎文法
から学べますので安心して参加するこ
とができます。協力して楽しみながらス
テップアップしていきましょう。

【オンラインクラス】 パソコンの中にあなたの未来が広がっている！

Word Excel クラス
Office Program

個別指導型授業！自分のペースで社会に通用するスキルにトライする
チラシ
制作

多くの企業が採用時の基準に、文書作成=Word、表計算＝

基礎力
強化

合格

VBA

Excel のスキルを採用しています。

コンテスト
参加

Word Excel クラスでは、ゲーム感覚でタイピングに慣れるところ
から、レベルに応じた資格取得対策まで、徹底した指導を丁寧

検定
に行います。ただソフトを使うだけでなく、業務の効率化や作業の 受験

個別指導型授業

オプション
トライ

個別
演習

精度を高めるテクニック指導やデザインコンテスト参加等もあり、
将来的に必要な実践的スキルが手に入ります。

添削
指導

※テキストなし
※週２日制（定員なし）

Word 担当
福山 慎二

Excel 担当
山口 裕太

初心者でも丁寧な指導、わかりやすい
指導を心がけています。Word や Excel
が扱えるようになると表現の手段がさ
らに広がります。技術だけではなく相手
を思いやる気持ちで書類を作ることで
仕事や学習におけるコミュニケーション
が一層スキルアップしますよ。

Word も Excel も、我々が出来ないこと
を代わりにやってくれるものです。
上手くつきあえば、必ず力になってくれ
ます。
あまり難しく考えずに参加してください。
無駄は省いて遊びを多めに、出来るこ
とを 1 つずつ増やしていきましょう。

【オンラインクラス】 卒業後役に立つ大きな武器を高校在籍中に手に入れよう。

簿記クラス
Accounting Class

知識×実践×ICT の組み合わせで、日商簿記検定を取得する
毎年、企業が応募者に求める資格の上位にランクインするの
が、「日商簿記検定」です。また大学入試においても多くの学校
が資格取得者を優遇しており、進路を決める上での自己 PR 材
料、そして大きな武器となります。

• ネット授業（講義）
２学期制／1コマ50分
• オンデマンド授業（個別）
• 夏期講習（２級対策）

簿記クラスは、この「日商簿記検定３級・２級」の取得を目的とし
ています。約半年の学習期間で、簿記の基礎から試験対策まで

試験対策

• 卒業生講話
• 会計士・税理士
講話
• 銀行・企業見学

• 演習課題
• 単元テスト
• オンライン個別指導
（基礎・試験前）

授業

アクティビティ
※テキスト有（１，０００円）
※週２日制（定員なし）

学ぶことができ、資格取得に向け、短期集中して取り組むことが
可能です。
教諭
桜庭 輝典

生徒の感想
O さん

卒業生の感想
F さん

社会人が必要とする人気ランキングで
上位に入るのが簿記検定です。会計
知識の基本であり、将来どのような職
業に就いたとしても簿記の知識を活か
すことができます。学生時代に社会で
通用するスキルを身に付けましょう！

就職に有利な資格が取得できると
思い、簿記クラスを選択しました。
商業高校から転校してきた私にとっ
て、今回学ぶ日商簿記は、そのとき
学んでいた全商簿記検定より上の
レベルであったため、心配もありまし
たが、丁寧に教えてもらえるので、
安心して学ぶことができています。

将来に対しての目標がまだ明確では
なかったのですが、高校生活を充実
したいと思い、簿記の学習を始めま
した。日商簿記 3 級が取得でき、そ
れが決め手で大手の住宅メーカー
に採用していただき、現在に至りま
す。何をしたらよいか迷っている生徒
のみなさん、お勧めですよ！

【オンラインクラス】 今こそ基礎学習をもう１度！充実した時間になる、自信が手に入る、未来につながる。

中学復習クラス
Class Review

Video

個別カリキュラム制で、できる・わかるを実感し、学び続ける姿勢を身につける
個別カリキュラミング

もう一度中学校の見直しをしたい、できるようになりたいという

ヒアリング

学習計画表作成
楽しむ

人、必見。基礎学習を通して、学ぶ姿勢と継続力を育み自信に
つなげるプログラムです。

インプット学習（授業・個別学習）

中学での学習（数学・英語）についてオーダーメイドでカリキュラ

オンデマンド授業

アクティビティ（聴写等）

疑問を持っ

ムを組む完全個別スタイルです（小学校復習内容も含む）。
個別学習計画に沿って、オンデマンド授業と理解度に応じた確
認学習、そしてモチベーション維持のためのコーチングにより、楽
しく学び続けていくことができます。

アウトプット学習
確認テスト

学期末総復習・成長確認

解決方法を
模索する

※テキスト有（１，０００～１，６００円程度）
※週２日制（定員なし）

教諭
山﨑 渚

教諭
口脇 由紀

「何で勉強をするんだろう」と思うことは
ありませんか？
中学復習では、この疑問に自分なりの
答えを見つけていただくことがゴールで
す。誰かにさせられる勉強ではなく、自
分がしたいからする学びを一緒に始め
ましょう。

みなさんの「なりたい自分」はどんな自
分ですか。夢を叶える人生を送ってい
る人は、自ら学び続ける力を持ってい
ます。中学復習を通して、学ぶことの
楽しさを知り、みなさんの「なりたい自
分」という将来に繋げていけるよう、一
緒に成長していきましょう。

【オンラインクラス】 誰かのために！社会のために！分析し、実現する力を手に入れる。

PBL クラス

問

題

解 決 型

学

Problem based learning Class

習

PBL（Problem Based Learning）で、社会的に求められる人材となる
ICT の進化やグローバル化の急速な進展により、「正解が唯一の

PROBLEM

PLAN

ものだけではない」世の中となりました。PBL クラスでは、PPDAC

問題発見

計画

＝内容（一部）＝

サイクルを導入しています。その中で、本質を捉え、追求し、考
え続ける力を身につける学習プログラムです。企業・地域・他の
Growth Program とコラボレーションしながら、進めていきます。
挑戦する中で、高校生活の充実と視野の広い学びを得ることが
できます。また、学習過程において実社会に触れる機会も多く、

PPDAC

CONCLUSION
結論

DATA

【地域×農家×勇志】
・マルシェプロジェクト
【企業×勇志】
・商品開発プロジェクト
【専門学校×勇志】
・ゲーム開発プロジェクト

データ収集

ANALYSIS

※週２日制（1 コマ５０分）
※定員３0 名

分析

進路選択の幅も広がります。
教諭
宮本 昌輝
不確実性が増しているこれからの社会
は、新しい問いや答えを作り出す力が
求められます。そのような社会でより良
く、自分らしく生きていくための力を身
につけてましょう。
たくさんのトライで、様々なことを一緒
に学びましょう！！

生徒の感想
Ｒさん
現在、夏に行う予定のマルシェプロジェクト成功に向け、現在、打合せを実施した
り、実際に生産者の方のもとを訪れたりして、準備を進めているところです。
ネット生同士や地域・生産者の方々と協力して、プロジェクトを進めることにワクワ
クしています。
チームのみんなで、どうすれば多くの方が集まるのか、他の地域ではどのようなマ
ルシェが行われているのかを考え、良い方法を考えています。
訪れてくださるみなさんの笑顔のために絶対成功させます☺

【オンラインクラス】 話し方・聞き方の修得から、人とつながる！笑顔が増える！世界が広がる！

コミュニケーションクラス
Communication Class

コミュニケーションのプロ講師とともに、人とつながるスキルを磨く
コミュニケーション能力は、人間関係を友好にし、人生において
充実やチャンスをもたらします。人間関係の行き詰まりも、コミュ
基礎

ニケーションスキルを磨くことで解消の糸口へとつながります。

傾聴力

価値観

共感・承認

相違認識力

表現力・
プレゼン力

コミュニケーションクラスでは、「話し方」 「聞き方」「質問法」など
の技術的なスキルはもちろん、相手の人間性を尊重する姿勢に
重点を置いています。
プロフェッショナルな講師陣とともにリモートで楽しく学びながら、
コミュニケーションスキルを高めていきましょう。

・発声
・発音
・姿勢

・拡張話法
・ディスカッション
・ディベート

・インプロ（即興）
・シアターゲーム

・グループワーク
・面接対策
※週２日制 1 コマ５０分
※定員 20 名

講師 （実践！コミュニケーション）
シマハラ ヒデキ

講師 （プレイングコミュニケーション）
神山 一郎

この世の問題は全て人間関係。そう言
われるほど人と人の繋がりは大切なも
の。このクラスでは様々な会話術を明
るい講師や仲間たちと楽しく学ぶ新し
い授業です。誰もがはじめての学習。
恐れずにチャレンジして、コミュニケー
ション上級者になりましょう！

コミニュケーションレッスンの主な目的
である「リラックス・自己発見力・自己
表現力等を伸ばす」授業を、パソコン
やスマホを使ってリモートで行います。
自宅にいたまま行えるワークショップ
で、参加メンバーと楽しく交流をしてい
きましょう！

【オンラインクラス】 ICT を活用したレッスン。家で身につく英会話が、世界へ飛び立つパスポートになる。

パッション英会話クラス
English Class

情

熱

No Passion No Life! あなたの中のパッションを引き出すクラス
生徒×女性ネイティブ講師×英語科教員による海外からのオン

オール
イングリッシュ

ライン英会話レッスンです。楽しみながら、基礎から社会で活用
できるレベルまで、段階に応じて養います。
少人数制のクラスのため、理解度を確認しながら生徒一人ひと

スピーチコンテスト・
PBL クラスとのコラボ
企画も実施します。

アクティ
ビティ

りに合わせた授業が展開されます。話すスピードやイラストなどを
用いた工夫も数多く導入しており、肩の力を抜いて英会話を“楽
しめる”“身につける”ことができます。

ネ イ テ ィ ブ 講師 に よ る
笑 顔で 楽しい レッスン
が毎回実施されます。

初級・中級クラス（3 学
期制）があり、レベル別
のレッスンがあります。

PASSION

P
レベル別クラス

D

少人数制

1 クラスあたり２～４名の
リラックスした少人数制
授業です。

初級・中級ともに
※テキスト有（３，０００円）
※週 1 日制（1 コマ２５分）
※定員２０名

A
英語科
坂元 公平

英語科
木村 早希

このクラスは外国人の先生主導の授
業です。優しく楽しく授業をしてください
ます。
新たな一歩を踏み出し、英語で話して
みませんか？みなさんのご参加をお
待ちしています！

パッション英会話では「英文法」は気に
しません！明るいネイティブの先生と
一緒に、英語を使って楽しく会話をし
ましょう。「話したい！」というパッション
さえあれば OK です！
Passion makes us happy!☻

C

【オンラインクラス】 自分自身⇒日本⇒世界を見つめることで、すべてが変わる。

日本リテラシークラス
History or cultural Class

オール参加型授業！日本そして世界を牽引する人材を育成するクラス
世界のグローバル化が進む中、多様な考え方やコミュニケーショ

内容
（一部）

ン能力とともに、自国への理解を深め、国民・国家意識をしっか

・なりたい自分が本当の自分

りと持つことが必要とされています。
日本リテラシークラスでは、ICT 教材を用い、国政・世界情勢を

・絆（縦・横・家族）

国を愛する
郷土を愛する

内容
（一部）

捉える力や課題に対しアプローチする視点を養うプログラムで
す。また、道徳教育を通し、「誰かのため」を考え、行動できる
「利他の心」を育みます。

道徳入門

人を愛する
※テキスト有（無料配布）
※週 1 日制（１コマ５０分）
※定員 20 名

安全保障入門
・戦争はなぜ起きるのか
・世界から紛争を無くすために

地歴科
山﨑 努

生徒の感想
K さん

生徒の感想
M さん

日本リテラシークラスでは、日本の国
柄に主眼を置いて、それを知るために
はどうすればいいのか？それを知った
後、何をすればいいのか？
日本人の生き方と自分自身の生き方
を考え実行していきます。

社会の授業というと受験勉強に必
要なところだけ学習しているイメージ
がありました。このクラスでは、日本
の歩んできた本当の歴史を学び、
わたしたちの未来を考えてい きま
す。こんな授業は初めてです！

働くということは、自分のためではな
く、「誰かのために働く＝傍楽」という
ことばが印象に残っています。就職
に対する考え方だけでなく、人生そ
のものが変わりました。
クラスが毎回楽しみです。

【登校】 高校生活に、もう一つの「居場所」を追加。自分のタイミングで学校に通う。

登校型自習サポート
Self-studying Class

レポート課題×オンラインクラス×資格取得！MY 高校生活をデザインする
＝A さんの”MY 高校生活”例＝

勇志国際高等学校の教室には、ネット生のための「学習空間」
が準備されています。自宅学習にプラスαとして、平日であれば
無料で利用することが可能です。

11:00

登校
担任の先生と 1 日の計画

11:30

レポート学習
1 時間で 1 枚のペース！

Growth Program のオンラインクラス受講、検定取得学習（検定

12:20

受験も可能）の場として、また進路相談や部活動、憩いの場とし
13:00

て活用されています。

ランチ time
Growth Program

コミュニケーションクラス
iPad からオンラインで受講

ネット生担任の先生も常駐しており、落ち着いた雰囲気の中、安

14:00

心して過ごせます。

本校

千葉学習ｾﾝﾀｰ

Address：

Address:

熊本県天草市
御所浦町牧島
1065-3
TEL:
0969-67-3911

千葉県松戸市
新松戸 4-48

※利用可能時間
９：30～15：00
※予約制

※利用可能時間
９：30～15：00
※予約制

福岡学習ｾﾝﾀｰ

熊本学習ｾﾝﾀｰ

Address:

Address:

福岡県福岡市
博多区博多駅前
2-20-15-7F
TEL:
092-433-5931

熊本市中央区
九品寺 2-1-24
熊本九品寺ビル
TEL:
096-277-5931

※利用可能時間
15：00～17:00
※予約制

※利用可能時間
9：30～17：00
※予約制

下校

TEL:
047-346-5555

次回登校予約をして下校

生徒の感想
Y さん

生徒の感想
N さん

僕は正直、家にいるとゲームの誘惑
に負けてしまい、レポートができない
時があります。そんな時には、学校
に行ってしまえば、レポートも終わり
ます。今は先生と大学進学の相談
をしているところです。自分デザイン
の高校生活を手に入れることができ
ますよ！

小学生のころから不登校で、勉強も
自信がない私にとって、自分のペー
スで利用できる教室があること、そし
て相談できる担任の先生がいらっし
ゃることは、とても心強いことです。
だんだん学校が怖い所ではなくなっ
て、嬉しいです。

保護者の感想
N さんのお母様
ネット生＝一人っきりの高校生活と
いうイメージがあり、正直心配してい
ました。
こういった形で、子どもの「居場所」
があることに、本当に感謝していま
す。少しずつ娘本来の笑顔が戻っ
てきている気がします。

【リアルプロジェクト】 心震える。生き方が変わる。

農業・漁業プロジェクト
Outdoor activity

「食」＝「いのち」に触れる体験から、「感謝」の心を育むプロジェクト
近年、グローバル化、IT 化、専門化が進み学びの形も大きく変
化してきました。そのような流れの中、実際に農業や漁業を体験

内容（一部）

オンライン
打合せ

事前学習

トマト・マンゴー・

農業
体験

することは非常に重要な意味を成します。

蜜柑・デコポン・
シャインマスカット・
花

食事は誰もがする行為です。その仕組みや重要性について効
果的に知識を深められるものが農業・漁業体験です。食べてい

交流

宿泊実習

アクティビティ

シマアジ・鯛

漁業
体験

る物がどのように作られているのかを、活動を通して実際に体験
することで、生産者の気持ち、自然の尊さを学び、食べ物のあり

振り返り

がたみに関しての理解を深めます。感謝の心、創造力、発想力

※定員体験につき 5 名
※3 シーズン制（夏・秋・冬）

畜産業
体験

牧場・養豚場・
養牛場

を育むプロジェクトです。
生徒の感想
T さん

生徒の感想
B さん

「花が好き」という理由で、花農家プロジェクトに参加しました。
実習を通して、温度調整や水やりなどの自動化してあること、一方では人の手で
一つ一つ丁寧な作業が必要なことなど、生産者の方から、だれかの手元に花が
届くまでに、さまざまな工夫と手間がかけてあることを知りました。
農場内を走るトゥクトゥクにも乗せていただきました。楽しんで仕事をする姿勢も学
ぶことができて、本当に良い体験でした！

養豚場プロジェクトに参加しました。
実習中には、出産にも立ち会うことができ、感動しました。そして出荷のときが来
ることを知りました。参加してみて、「いのち」をいただくことで、僕たちの「いのち」に
つながっていることを実感しました。食事の前「いただきます」に心を込めて言おう
と思うようになりました。

【リアルプロジェクト】 夢にワクワクし、挑戦を楽しむことで希望が増える！夢が叶う！

夢実現プロジェクト
Goals

メンタルトレーニングと個別カリキュラムで、仲間とともに夢を実現させる
夢を叶えたい、まだ夢がなく日常に充実感がない、そんなみなさ
んの現在と未来を輝かせるプロジェクトです。

•朝活
•予祝
心に
着目した

夢実現プロジェクトでは、①やりたいことを見つける②夢を応援し

カリキュラム

•コミュニティ
HR
• ・学びの共有

夢実現
コミュニティ

合う仲間がいる③夢を叶えるための挑戦を繰り返す充実の毎日
実学

がある④充実した高校生活がある⑤ワクワクした感情と感謝の

理論・実践

心で最強のメンタルを手に入れる、この５つのことが叶います。
コーチングやカウンセリングの研修を受けたメンタルコーチ達が、

•研修会
•夢プレゼン

みなさんをサポートします。

夢実現
学習
•

個別必須
学習

※週２日制
（１コマ５０分）
※定員３０名

メンタルコーチ
立尾 信之介

生徒の感想
H さん

夢実現プロジェクトでは、「何をするか
よりも、どんな心でするか」を大切にし
ます。実践から学んでいくような取り
組みを多く作りたいと思っています。
みなさんのやりたいこと、夢を膨らま
せ、一緒に挑戦していくことを楽しみ
にしています。

夢を持つことができない私自身がこのプロジェクトを選択することにためらいが
ありましたが、夢ができて叶えることができるならばやってみたいと思い、始めま
した。予祝マップづくりや仲間に応援してもらう中で、自分のやりたいことをここ
で見つけることができました。将来の自分の夢がとてもはっきりしたことで、自信
がもてるようになったと感じています。
自分のやりたいことをやる前から諦めないで、まずやってみようと思えるように
なりました。

【リアルプロジェクト】 この一歩から、「生きがい」が見つかる。道が開ける。

職業体験プロジェクト
Work experience Proｊect

「働く」ということを実体験することで、自身の適正を見つけるプロジェクト
職業体験プロジェクトでは、進路指導部監修のもと、学校が指定

ステップ１

ステップ２

ステップ３

事前指導

職業体験

事後指導

する現場に 1 日～数週間単位で、現場体験を行います。
多分野にわたる職種の中より選択することが可能であり、興味の
ある職業を体験することができます（複数選択可）。
仕事の本質を知る、感じる、楽しむ貴重な体験が、「これから何
をしたいか？」「どのような職種に就きたいのか？」という疑問に
対しての答えを導いてくれます。

・個別オンライン面談
・事前学習

【体験職種（例）】
・デザイン会社・テレビ局
・洋菓子店・美容室
・建築会社・社会福祉施設

・個別オンライン面談
・事後学習

進路指導部長
満重 浩平

生徒の感想
Y さん

職業体験を通して、自分の「好きなこ
と」「適正」を見つけ、それを将来の
職業につなげていきます。物事を知
り、理解するうえで重要になってくる
実体験を様々な職業で体験していた
だきます。本当の自分に出会うため
に、ともに歩んでいきましょう。

勇志国際高校卒業後、専門学校に進学したいと思っていました。しかし、どの
分野を選択すればよいか、いまいち決め手がなく、このプロジェクトに参加する
ことを決め、以前より興味を持っていたデザイン会社で職業体験に参加しまし
た。現場では、情熱と使命を持ってデザイナーのみなさんが働いていらっしゃ
ることが分かり、本当にかっこいい！と感動しました。「職業が生きがいになると
面白いよ」という言葉が印象に残っています。今後は、デザイン関係の仕事を
視野に入れた進路選択をしていきたいと思います。

【リアルプロジェクト】 一人の「利他の心」が、だれかの笑顔につながる。

ボランティアプロジェクト
Volunteer Project

Video

課題解決に貢献する真のボランティア活動者を育成するプロジェクト
ボランティア活動に関心を持ち、在籍中に活動をしたいみなさん
のためのプロジェクトです。

オンライン講座

国内外のボランティア活動者によるオンライン講座をはじめ、勇
志国際高等学校独自の地域活動「絆の日プロジェクト」、保育

学内ボランティア活動

園・老人福祉施設ボランティアなどに参加し、多岐にわたる経験
を得ることができるプロジェクトです。

学外ボランティア活動

将来的に活躍するボランティア活動者を育成します。

生徒の感想
S さん
熊本大地震で被災を経験しました。そのときに多くのボラ
ンティアの方々に助けていただき、大きな力を与えてい
ただきました。その後、人吉で災害が起き、今度は自分
自身がそこで誰かの力になろうと、ボランティア活動に参
加しました。
「できることをやる」、この気持ちでこれからもボランティア
をライフワークにして行きたいと思っています。

生徒の感想
Y さん
絆の日プロジェクトに毎月参加しています。具体的には、
清掃や夏祭り、餅つき大会などを行います。地域の方や
勇志のボランティア仲間もでき、とても楽しいです。
先日は、保育園ボランティアにも参加しました。
こども達と触れ合う中で、自然と笑顔になり、元気をもら
っています。将来は、こどもと関わる仕事に就きたいと思
うようになりました。

【オンライン講座】
国内外で活躍するボランティア活動者
によるオンライン講座。生の声を聞くこ
とができます。

【施設訪問ボランティア】
定期的に幼稚園、保育園、老人福祉
施設などを訪れ、活動を行います。

