保護者

単位制の学校なので、自
分で授業 を組み立てな
ければな らないことも
あり、少しだけ計画性を
持って行 動できるよう
になりました。全日制と
は違う固 定観念にとら
われない 考えや方法を
学べたと思います。

卒業生

卒業生

自分のこころと向き合
う授業ではつらそうに
していることもありま
したが、自分で乗り越
えた時に自信につなが
り、問題が発生した時
には、自分から先生に
相談できるようになり
ました。

最 初は 高校 卒業 が目 標
でしたが、最終的には、
大 学進 学ま でで きま し
た。本人が一番頑張って
くれたとは思いますが、
先 生方 のサ ポー トが あ
っ てこ そで きた のだ と
思います。感謝の気持ち
でいっぱいです。

保護者

保護者

保護者

決められたルールの中で
同じように生きることが
求められ、周囲との関係
に悩む日々でしたが、エ
ンカレに入学後は、
「こう
あらねば」という固定概
念の束縛から解放され、
視野を広く持ち、心豊か
に過ごすことができまし
た。

無理のないカリキュ
ラムで単位を取り、自
分自身と向き合い、友
達の輪を広げ、自らの
意志で同好会活動に
参加し、様々な経験や
思いを経て、着実に成
長できたと感じてい
ます。

1 年次生の時には友人もい
なく寂しかったが、友人が
できてから学校生活が楽
しくなった。生まれてはじ
めて、学校生活が楽しいも
のになった。充実した毎日
を過ごせてよかった。あり
がとう。

保護者
３年前、不安を抱えて入学
式を迎えましたが、ハウス
の中で居場所を見つけ、実
行委員もやり遂げました。
子供にとって、居場所があ
り、楽しく過ごせたこと
は、成長の糧でした。

保護者

レポートなど、自分で計画
を立てて取り組まなけれ
ばならないため、自分で計
画し実行する力がついた。

卒業生

自分 一人で抱え込 ま
ず、自分で思うことを
親に も話せるよう に
なり、人間として成長
でき たことをとて も
うれ しく感じてい ま
す。

卒業生

怖かった人とのコミュニ
ケーションが、TAP やグ
ループ学習、バイトによ
りだんだん克服できた。
自分からさまざまなこと
に挑戦できるようになっ
た。

転入して不安だったが、皆
と卒業したいという目標
に向けて頑張った。色々頑
張っていたら、後からよい
ことが色々ついてきてよ
かった。

卒業生

自分が成長するための 3 年
間だった。行事や同好会活
動にも参加し、楽しく、よ
り深い人間関係が作れた。
学ぶことがたくさんあっ
た。

保護者

卒業生

卒業生
周りに支えられて、体
調が思わしくない時も
乗り越えることがで
き、無事卒業すること
ができた。

自立のための 3 年間だっ
た。人に頼りきりだった
が、たくさんのことにチャ
レンジして少しずつ人と
関わることの苦手意識を
克服していった。1 歩を踏
み出すことの後押しをし
てもらえ、実りある 3 年間
だった。

保護者

動物との触れ合いもあ
り、のびのびと過ごせ
たことにより、家での
口数も増え、友達もで
き楽しく過ごせまし
た。

保護者

卒業生

頭だけではなく、体を動か
してみんなと協力して何
かを達成するという今ま
でできなかった経験で、多
くのことを学び、成長した
と思います。自分を認めら
れるようになったのが、一
番の成長ではないかと思
います。

卒業生
長いようで、あっとい
う間の 3 年間だった。
勉強にも取り組みやす
く、資格の勉強もでき
てよかった。

保護者
中学の時に比べ、積極的に
学校に行くようになり、同
好会活動を通じ、仲間との
コミュニケーションの大
切さを学び実行委員会に
入ってからは、イベントご
とに企画を考え、責任感を
持てるようになりました。

卒業生

保護者
保護者
中学時代は学校や先生に
馴染めず、いつも暗い表情
でした。しかし、エンカレ
の校風を気に入り、先輩に
恵まれ、家庭内でも当日あ
ったことを楽しそうに話
すなど、目に見えて表情が
明るくなっていきました。

中学生の時に友達とうま
くいかなくなり不登校に
なりました。しかし、エン
カレでは、仲よくできる友
人ができたことで、学校が
楽しくなってきました。家
に引きこもりがちだった
子が、外に出るようになっ
たのが一番の成長だと思
います。

保護者
中学校では学校に毎日行
くことができなくて、本人
もとても悩んでいました。
エンカレの先生方は、子供
との距離が近くて、いろい
ろな話をしたり、聞いてく
れたりするので子供にと
っては励みになったと思
います。

保護者
入学時は暗かった子も、自分
の良さを見つけ、バンド活動
を通し人前で表現する楽し
さを知りました。修学旅行に
も参加でき、安心して学校生
活を送れるようになったの
は先生方のご指導のたまも
のだと感謝しています。18
歳になった今を大人になる
準備段階として、前向きに生
きているわが子を誇りに思
います。

保護者
保護者
これまでは、周りに流され
ることが多く、自分で決め
ることができませんでし
た。エンカレに転校後、環
境が変わり、自分がやらな
くてはならないと自覚で
き、自立したことが、一番
の成長です。

学校法人鶴学園

広島工業大学高等学校

親子で辛い日々が続く中で、
光を差し込んでくれたのが
この学校です。性格も変わ
り、進んで物事に取り組む姿
勢になったのは、個人の良い
ところを最大限に引き出し
てくれる先生がいるからこ
そ。この学校が、自分の居場
所となり、子供にとっての最
高の数年となりました。

1 年次には 1 人で過ごしてい
たが、2 年次で勇気を出して
声をかけたことがきっかけ
となり、今では、たくさんの
友人ができた。修学旅行で
は、話せる友人が参加してい
なかったが、声をかけてもら
ってどんどん交友関係が広
がった。ここで学んだ知らな
い人に声をかける勇気を忘
れず頑張っていきたい。

卒業生
こ れから の生活に 役
立つ高校生活だった。
先 生たち のおかげ で
卒業でき、本当に感謝
している。
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人と交流することで、人
前 に 出る こと が でき る
ようになり、充実した高
校生活が送れた。

卒業生
卒業生

卒業生
ずっと学校と教員が嫌い
だったが、エンカレに来て
変わった。生徒の話をしっ
かりと聞いてくれて、相談
にも乗ってもらえて、今ま
でとは違っていた。学校生
活も友達と楽しく送れて、
大学進学もあきらめてい
たが行けることになり、エ
ンカレに来てよかったと
本当に思う。

HP はこちらです⇒

最初はめんどうで休みが
ちだったが、今となって
は、休んでいた時間がもっ
たいなかったなと思う。こ
れからは、物事に積極的に
取り組んで行こうと思う。

沢登りは、想像以上に川が
冷たくて、泳ぐのも苦手だ
し、途中でのリタイヤにな
るかなと思ったけれど、自
然を楽しみながらできま
した。触ったこともない楽
器での即興演奏、将来を見
据えた講演会など、思い出
が尽きない 3 年間でした。

卒業生

卒業生

エ ン カレ は成 長 の場 だ
と思う。新しいチャレン
ジをしたり、自分でいろ
い ろ なこ とを 決 める こ
とで、自分のことがわか
るようになり、進むこと
ができた。

楽しく過ごせた。先生方に
は相談に乗ってもらえ、温
かく受け入れてもらえて
とても感謝している。良い
思い出ばかり。ありがとう
ございました。

