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未来高等学校
〒790-0001 愛媛県松山市一番町1丁目1-3
https://mirai-hs.kawahara.ac.jp/matsuyama/0120-89-4447 TEL：089-947-4447

FAX：089-947-4432

通信制高校のため、国が決めた以下の3つの条件をク

リアすれば毎日通わなくても高校を卒業することができます。

① 3年以上の在籍　②74単位以上を修得

③ 3年間で特別活動を30時間以上出席

なぜ毎日学校へ通わなくてもいい
のですか？

わからないことがあったときや不安なことがあった

ときは、oVice を利用してください。いつでも相談できる環

境が整っています。

自宅で一人で学習するのが
不安です。

oVice を使って進路相談ができます。先生が一人ひ

とりていねいに相談に乗りますので安心してください。

卒業後の進路が心配です。

パソコンがなくてもタブレットがあれば大丈夫です。

スマホで行うこともできますが、文字が小さくなってしまう

ため推奨はしていません。

パソコンは必要ですか？

ありません。高校卒業資格は、通信制高校、全日制高

校、定時制高校ともに同じです。

通信制高校と全日制高校の卒業資
格に違いはありますか？

年齢制限はありません。中学校又はこれに準ずる学

校を卒業の人、または中学校を卒業した人と同等以上の学力

があると認められた人であれば入学可能です。

入学できる年齢制限はありますか？

2022年4月1日付から10月末までなら転入学するこ

とができます。

現在ほかの高校に通学しています。
転校できますか？

大学進学をすることもできます。一人ひとりのレベ

ルに合わせた教材をご用意しています。また、同法人の人間

環境大学に進学することもできます。

大学進学はできますか？

皆さんの疑問にお答えします

LINEHP

オンラインで学校相談会も行っています。HPのお問い合わせ、
もしくはLINEのトークより「オンライン学校相談会希望」と
ご入力ください。

レポートどこまで進んだ？

今日は
レポート2

枚も

できた！

おは
よう
！

バーチャル教室で

高校生活を送ろう

広域通信制 普通科

未来高等学校 オンラインコース
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仮想空間で
高校に通学しよう！

自宅で学習しているときも「oVice」というバーチャル教室で先生や友達とコミュニケーションが取
れるのが未来高等学校オンラインコースの特長です。アバターを使って直接会話をしたり、チャット
に書き込みをしたり、先生へ質問したりできます。レポートの相談やカウンセリングが受けられる鍵
付きの相談室もあります。oVice を利用することで、まるで教室にいるかのように毎日を過ごせます。

通学制の高校に比べて学費をとても抑えることができます。また、通学
の定期代もかかりません。

ライフスタイルに応じて、自分のペースで学習ができるので、スポーツや芸能活動、仕事などをしながら
学ぶことが可能です。

※イメージです

※未来高等学校の別のコースの生徒が体験しました。

人に近づいたら声が聞こえるので、本物
の教室にいるような感じがします。友だ
ちと集まってしゃべれるのがいいと思
います。

未来高等学校オンラインコースにようこそ。ここでは皆さんが
どこに住んでいても関係なく未来高校の教育を受ける環境が整っ
ています。教科書中心の基礎的内容の学習なので、ゆとりを持て
ます。その時間を使って趣味、習い事、仕事、受験勉強など、自分
のやりたいことができます。全国にクラスメイトができる高校
生活を満喫してください。

自宅にいながら自分と同じ様な境遇に
ある他の人とコミュニケーションがで
きるので、バーチャルな居場所にできる
かなと感じました。

実際に体験した生徒の声

校長先生からのメッセージ学費にも差が!!

どんなことができるの??どんなことができるの??

どんな人に向いている??どんな人に向いている??

学習の進み具合を確認してオンラインで学習指導をし
てもらえ、また外部に会話が聞こえない「個室」もある
ので、進路の悩みを相談することもできます。

バーチャル空間でアバターを移動させて他の人と交流
ができます。カメラをONにすれば、画面上で友だちに
会うこともできます。

バーチャル空間の教室で定期的にホームルームを行い
ます。

先生と直接話しができる！

クラスメイトや他の学年の人と交流ができる！

ホームルームが行われる！

自分のペースやスタイルに合わせて学習したい

何かしらの理由があって通学が困難 海外留学を目指している 仕事やアルバイトをしながら勉強したい

芸能・演劇やスポーツなどの活動をしている

受験料 　　 10,000円
入学金 　　 20,000円
授業料 　　260,000円

（1単位10,000円/26単位の場合）
補助活動費 　　100,000円
初年度合計額 390,000円

就学支援金を利用すると、世帯年収910万円までの
家庭は初年度合計額がさらに抑えられます

世帯年収（目安）                        初年度合計額

～590万円 130,000円

590万円～910万円 255,112円

卒業生からのメッセージ
H.H.さん　愛媛大学法文学部へ進学
私は全日制高校に入学してから、体調を崩し毎日
通えなくなった時に未来高校と出会いました。
先生方の熱心なご指導のおかげで国立大学に合
格することもできました。未来高校の先生はとて
もフレンドリーで程よい距離を保ってくれてあ
りがたかったです。

オヴィス
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高校を卒業するには「レポート」「スクーリング」「試験」が必須です。
未来高等学校オンラインコースでは、充実した時間を過ごせるように
さまざまなコンテンツを用意しています。

一人ひとりのレベルにあったさまざまな教材を揃えています。

教科書の内容を解説した映像授業です。1ページ
ずつ細かく解説してくれるので分かりやすいです。

普段接する先生が、未来高校の生徒に向けて、わ
かりやすく授業をします。説明している先生に、
わからないところは気軽に聞くことができます。

理解できない単元まで人工知能が判断し、基礎
から学び直しができる教材です。一人ひとりの
理解度に合わせて進めることができます。

わからないところをピンポイントで効率的に学
べます。同じ単元でもさまざまな先生の授業を
見て学べます。

レポート提出の流れ
教材の紹介

レポートの課題範囲を学習する

レポートに取り組む

レポート提出

まずは、教科書や「東京書籍 映像授業」をみて課
題範囲を学習します。 教科書に沿って学ぶ

東京書籍 映像授業

未来高校の先生が解説
未来高校オリジナル授業

小中高のレベル別で学べる
すらら

充実した講師陣による授業
学びエイド

学習・相談する
わからないところがあった場合は、「すらら」や「学
びエイド」で該当する単元を学習します。わからな
いところまで戻って繰り返し学習します。

再度レポートに取り組む 学習できたら再度レポートに取り組みます。

レポートを学校へ提出して完了です！

学習したことをもとにレポートに取り組みます。

oViceを使って学習
相談もできます！

学び直しに
ピッタリ

大学受験に
ピッタリ

わからないわかる

わかる

わかる

レポート 試験スクーリング× × = →単位修得 卒業

未来高校では、大学進学を目指すことも可能です！
「すらら」を使い基礎学力を身につけ、さらに「学びエイド」で大学受験対策を
することで、大学受験を目指すことも可能です。また、母体である河原学園の
大学や専門学校へ進学することもできます。

学習とサポート

単位修得のためにはレポート提出が必要になります。レポート課題を作
成し、学校へ提出します。レポートの内容は、科目によっても変わります
が、選択問題や穴埋め問題、教科書の内容要約などの短い記述問題が主
に出されます。自分のレベルやペースに合わせて教材を活用して学習を
進めることができます。

レポート

※レポートイメージです
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12月（2日間）

未来高等学校の母体である学校法人河原学園は、愛媛県・愛知県を中心に大学・大学院1校、専門学校10校、
高等学校3校、幼稚園を擁する総合学園グループです。80種類以上の職業の中から希望の職業を目指すこ
とができます！

人間環境大学
総合心理学部 / 松山看護学部 / 心理
学部 / 環境科学部 / 看護学部
大学院人間環境学研究科 / 
大学院看護学研究科

河原電子ビジネス専門学校
IT イノベーション科 /IT エンジニア
科 / ゲームクリエイター科 / 情報ビ
ジネス科

河原医療福祉専門学校
介護福祉科 / 社会福祉メディカル
ソーシャル科 / こども未来科 / 柔道
整復師科 / 鍼灸師科

河原医療大学校
看護学科 / 理学療法学科 / 作業療法
学科 / 歯科衛生学科 / 歯科技工学科 /
診療情報管理学科

大原簿記公務員専門学校 
愛媛校
会計学科 / 総合ビジネス科 / 公務員
ビジネス科 / 公務員専攻科

河原デザイン・アート専門学校
デジタルデザイン科 / グラフィックデザイ
ン科 / 漫画クリエイター科 / インテリア・建
築デザイン科 / インテリア・建築
専攻科 / インテリア・建築研究科

河原外語観光・製菓専門学校
海外ビジネス科 / エアライン・観光科 /
ブライダル・ホテル科 / パティシエ・ブ
ランジェ科 / 医療秘書・医療事
務科 / 声優タレント科

河原ビューティモード専門学校
美容学科 / 理容学科 /
トータルビューティ学科

河原アイペットワールド
専門学校
動物看護・栄養管理学科 / トリマー
学科 / ドッグトレーナー・
ペットビジネス学科

河原医療大学校 新居浜校
歯科衛生学科 / 医療総合科 / 医療事
務科

河原調理専門学校
調理科松山市には買い物だけでなく、観光スポットもあります。スクーリング前後に立ち寄るのもちょっとした旅になります。

教科書をよく読んでレポー
トの内容をしっかり理解し
ておけば、試験はクリアで
きるので心配いりません！

■坊っちゃん列車■道後温泉 ■円満寺■松山城

3000年ともいわれる歴史のある温
泉。「日本書紀」や「源氏物語」など
の文献にも登場。

夏目漱石の小説「坊っちゃん」で登
場人物が利用したことから「坊っ
ちゃん列車」として人気に。

阿弥陀如来が本尊の寺院。フォト
ジェニックスポットとして全国的
に有名。

江戸時代以前に建造された天守を
有する城郭は日本で12箇所しか
残っておらず、その一つ。

夏と冬に計14日のスクーリングを本校（愛媛県松山市）で行います。普段はバーチャルで会っているクラスメイ
トとのリアルでの交流や、特別活動でさまざまな体験ができます。

■ドン・キホーテ  学校から徒歩5分 ■大街道商店街  学校から徒歩5分

■スターバックスコーヒー  学校から徒歩6分

集中スクーリング
例） 系列校の専門学校で授業体験/体育

実技/陶芸/サイクリングなど

前期試験 後期試験

※ 未来高等学校集中スクーリングコースのスクーリング実施時の様子

ちょこっと
観光

スクーリングスケジュール

スクーリング場所
本校のある愛媛県松山市で行います。松山空港から車で20分、アクセスもしやすいです。学校は松山市の中心部
にあり、近くにはカフェやデパートなど、放課後に散策できるスポットがたくさんあります。

8月（12日間）

試験
スクーリング

×

人間環境大学附属
岡崎高等学校
特進コース / 進学コース

・三越デパート
・カフェなど


