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ワオ高等学校の３つの方針 
 

ワオ高等学校は、「豊かな教養と正しい心をもって世界の変化にしなやかに適応し、多様な他者との協調を尊び、

新しい価値を創造することで社会に貢献する人物の育成を目的とする高等学校」として設立いたしました。その上

で、生徒が身につけるべき資質や能力を以下の２つに分類しています。 
 

【協働性】 

一人では解決できないような複雑な社会課題等に対し、多様な価値観を持つ他者との対話を通じて、共に 

最適な解を創り出せる資質 

【探究力】 

哲学・科学・経済などの教養を軸に、自らの興味関心に従い、自分なりの問いを立て、深い洞察と論理的 

思考や批評的思考を通じて自分なりの解を創り出す能力 
 

本校は、これらの資質や能力を身につけるために、学校設定教科（科目）における横断的な学習や、身につけた

知識および思考力を実践の場で活用できる学習の機会を提供します。また、多様な他者やその先にある社会とのつ

ながりの中で、生徒一人一人が自分にできること、将来やりたいことを見つけられる豊かな高校生活を送ることが

できる環境づくりに努めます。 
 

本校は、このような学びを適切に実施するため、① 入学者受け入れ・選抜の方針（アドミッション・ポリシー）、

② 教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、③ 卒業認定の方針（ディプロマ・ポリシー）と 

いう以下の３つの方針を定め、広く学内外に向けて公表しています。 
 

① アドミッション・ポリシー 

「学び」の本質は、日常の「知恵」から始まる。普段の何気ないことから「考える」ことを実践し、考えた 

ことを他者と共有することで新たな知恵が生まれる。その醍醐味を感じたい「心」をもつ者の入学を求める。 

1．知恵を駆使して課題に向き合う「心」をもつ者 

2．他者を認め、知恵を共有する「心」をもつ者 

3．知恵を知識化しつつ未知の領域に進む「心」をもつ者 

② カリキュラム・ポリシー 

アドミッション・ポリシーに則って入学した全生徒に対して以下の教育環境を提供し、ディプロマ・ポリシー 

の達成を企図する。 

1．知恵の価値を最大限に理解し活用できる教育 

2．「哲学・科学・経済」を軸に知識の活かし方を涵養し、自己実現と社会貢献につなげる教育 

3．「クリティカル・シンキング」の意味を正しく認識し、これを実行できる教育 

4．「ジェネリックスキル」をより広範に発揮できる教育 

5．人間の本質である多様性を認識し、その前提に立って自分を輝かせる教育 

③ ディプロマ・ポリシー 

カリキュラム・ポリシーに則って設計された各科目群において、それぞれの課程の目標を達成した者に単位 

を認定する。また、カリキュラム・ポリシーに定めたそれぞれの教育目的の達成度を相互に確認し、踏み出す 

力として以下のような能力を有すると認めた者に卒業資格を認定する。 

1．自分の意見や考えを適切に表現する能力 

2．意欲的に知識を求め、その知識を活かす能力 

3．多様な他者との対話を通じて創造性を発揮する能力 
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出願手続きについて 
 

出願手続きは、出願期間内に「Web 出願登録」「入学検定料納入」「出願書類の郵送」を行うことにより 

完了します。不備のないよう、注意して手続きを行ってください。 

※出願から入学までの間、本校からの連絡はメールでのお知らせが中心となります。メールが必ず確認できるよう、 

@waomirai.com のドメイン設定の解除をお願い申し上げます。 

 

事前準備 

下記 ①～④ をご準備ください。 

① インターネットに接続されているパソコン or タブレット or スマートフォン 

② 利用可能なメールアドレス （原則、保護者のメールアドレス） 

③ 顔写真のデータ （入学決定後は、学生証に使用） 

④ 出願書類 《特別入試》調査書  《一般入試》自己ＰＲシート・調査書 

※出願書類の様式および記入例は、Web 出願ページ（下記 URL）よりダウンロード可能です。 
 

 

Web 出願登録 

本校ホームページから Web 出願ページ（下記 URL もしくは QR コード）にアクセスし、 

ユーザー登録後、画面の流れに従って必要事項をご入力ください。 

https://entry.wao.ed.jp/s/high 

※特別入試に出願される場合は、出願コードのご入力が必要です。 

出願コードはエントリーシート受付後、本校よりメールにてお知らせいたします。 

 

入学検定料納入 

出願登録完了後、入学検定料の決済画面に遷移します。クレジットカード決済、コンビニ決済、 

ペイジー（ATM）決済のいずれかを選択し、入学検定料をお支払いください。 

《ご利用可能なクレジットカード》 

・VISA  ・MasterCard  ・JCB  ・Dinners  ・AMEX 

《ご利用可能なコンビニエンスストア（店舗設置端末）》 

・セブンイレブン  ・ローソン  ・ファミリーマート 

 

出願書類の郵送 

出願書類を「出願書類在中」と記載された封筒に入れて、郵便局窓口にて【簡易書留】で 

ご郵送ください。（出願締切日の当日消印有効） 

 

出願手続き完了 

 

 

https://entry.wao.ed.jp/s/high


3 

 

入試概要 
 

■転入学（1 年次 5 月～2 年次 5 月まで、随時） 

○ 出願資格 

出願前に本校と個別相談をしている者 

出願時に高等学校に在学している者（休学中も含む） 

※2021 年度は 1 年次のみ募集 

○ 選考方法 

書類審査、面接試験 

○ 出願書類 

① 自己 PR シート ② 生徒の転入学について(照会)／在学証明書 ③ 成績・単位修得証明書 

○ 入試日程 

随時実施しております。入学希望の方は本校までお問い合わせください。 
 

■編入学（1 年次 10 月 または 2 年次 4 月） 

○ 出願資格 

出願前に本校と個別相談をしている者 

出願時に高等学校を中途退学している者 

※2021 年度は 1 年次のみ募集 

○ 選考方法 

書類審査、面接試験 

○ 出願書類 

① 自己 PR シート ② 在籍期間証明書 ③ 成績・単位修得証明書 

○入試日程 

随時実施しております。入学希望の方は本校までお問い合わせください。 
 

■転編入学のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ワオ高校の学びの基盤となる《教養探究》科目は、本校を卒業するために必須の履修科目です。 

開講時期が 1 年次後期～２年次前期のため、入学時期を限定しております。予めご了承ください。 

 

 

再受験 (新入学) 再受験 (新入学) 再受験 (新入学)

入学時期：1年次10月 または 2年次4月（3年次への編入学は不可）

転入学

入学時期：1年次5月～2年次5月まで、随時

高３
在学中

中途退学 中途退学 中途退学

編入学

(現在の状況) 高１
在学中

高２
在学中
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■入学までの流れ 

 

 

 

 

 

各種相談会 
 

■キャリア相談会 

本校には、国家資格キャリアコンサルタントが在籍しており、完全個別のカウンセリングを随時実施しており 

ます。現在抱えている諸問題（悩みや不安）を把握し、今後の方針を一緒に考えていくことができます。 

「現在の状況に納得できない、何かを変えたい！と思っているが、何から手をつけたら良いのかわからない」 

「見えない未来に対する漠然とした不安でモヤモヤしているが、誰に相談したら良いのかわからない」 

「将来を考えるにあたって、自分自身の考えを整理した上で、専門家からの客観的なアドバイスが欲しい」 

上記のようなことを相談したい方は、ぜひ一度、キャリア相談会にお申し込みください。 

 

■個別相談会 

本校では、ご出願の前にワオ高校での学びについて詳しく説明させていただいております。また、履修単位 

につきましても、ご入学前にしっかりとお伝えさせていただきます。個別相談会は随時実施しておりますの 

で、ご都合の良い日程でのご参加が可能です。 

 

※各種相談会のお申し込みは、電話もしくはメールにて受け付けております。 

 

オープンスクール 
 

             

             

             

             

             

           

 

 

 

 

 入学  合格発表  面接試験  出願  個別相談会 キャリア相談会 
※希望者のみ 

 
各種相談会に参加し、現在の状況を 

整理してワオ高校入学から卒業までの 

見通しを立てる 

本校より選考結果を 

メールにてお知らせ 

①Web出願登録 

②入学検定料納入 

③出願書類の郵送 

本校指定の日時で 

面接試験を受ける 

07/24(土) 

08/07(土) 

09/11(土) 

10/07(木) 

11/06(土) 

06/26(土) 2021 年は、オンラインおよび岡山本校にて 

右記日程で開催いたします。 

下記 QR コードよりお申し込み可能です。 

最先端の学びを体験 

好きを仕事にする方法 

やりたい！を見つけよう 

世界を股にかける人になる 

60 分間の体験入学 

「人と違う」を強みにする 
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学費について 
 

■授業料等納入金額 
 

種類 納入金額 備考 

入学金 50,000 円   

授業料 9,600 円  9,600 円×履修単位数（卒業までに 74 単位以上履修） 

教育関連諸費 120,000 円  施設管理費、教材費、通信システム登録費等 

スクーリング諸費 90,000 円  スクーリング期間中の宿泊費、食費等 

災害共済給付掛金 250 円  学校管理下での生徒の災害に備えた互助共済制度 
 
 

■各自でご準備いただくもの（上記には含まれておりません。） 

 〇 Web カメラ・マイク付きのパソコン および スマートフォン 

 〇 オンライン学習で使用するインターネット回線の通信費 

 〇 自宅からスクーリング会場（岡山本校）までの往復交通費 
 

■学費シミュレーション 
 

世帯年収の目安 590 万円未満程度 590 万円以上 910 万円未満程度 

年次 1 年次 2 年次 3 年次 1 年次 2 年次 3 年次 

履修単位数 30 30 14 30 30 14 

就学支援金適用単位数 30 30 14 30 30 14 

入学金 050,000 ― ― 050,000 ― ― 

授業料 288,000 288,000 134,400 288,000 288,000 134,400 

教育関連諸費 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

スクーリング諸費 090,000 090,000 090,000 090,000 090,000 090,000 

災害共済給付掛金 090,250 090,250 090,250 090,250 090,250 090,250 

納入金額 548,250 498,250 344,650 548,250 498,250 344,650 

就学支援金支給額 288,000 288,000 134,400 144,360 144,360 067,368 

3 年間の実質負担額 680,750 1,035,062 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〚注意〛・学費は原則、一括納入です。分割納入をご希望の方は、本校提携の教育ローンをご利用ください。 

    ・上記は、高等学校等就学支援金が支給された場合の学費シミュレーションです。 

    ・学費は新年度開始前に全額納入いただき、就学支援金は進級年月の前月を目安に還付いたします。 

    ・期日までに納入が確認できない場合は、入学を辞退したものとみなし、入学取消となりますのでご了承ください。 

    ・入学手続き完了（学費納入）後、本校にて入金が確認できた日から 10 日以内に入学辞退届（本校所定用紙）を 

     提出された場合には、納入いただいた学費の返還が可能です。（事前に本校へご連絡ください。）10 日を経過した 

     後に入学辞退届を提出された場合には、学費の返還はできません。 

    ・各種オプションプログラムの受講を希望される場合は、別途手続きと費用が必要となります。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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国の就学支援金について 
 

「高等学校等就学支援金」とは、ご家庭の教育費負担を軽減する目的として授業料の一部を国が負担するもの 

です。本校の場合、世帯年収に応じて 1 単位あたり 4,812 円または 9,600 円が支給されます。 

※就学支援金は、生徒や保護者の方に直接支給されるものではありません。（学校が受け取り、還付いたします。） 

※就学支援金の支給を受けるためには、必ず申請が必要です。詳しくは、ご入学時に本校からご案内いたします。 
 

■対象者 

 ○ 日本国内に住所を有する入学者（中学卒業・高校中退の入学者も対象） 

 〇【市町村民税の課税標準額】×6％－【市町村民税の調整控除の額】が 304,200 円未満のご家庭 

  ※政令指定都市の場合は「調節控除の額」に 3/4 を乗じて計算する   ※親権者の合計額 
 

■支給条件 

① 支給期間は 48 ヵ月まで ② 年間 30 単位まで ③ 在籍中に最大 74 単位まで 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〚注意〛・就学支援金は授業料のみに適用されます。その他の費用については適用されません。 

・支給期間は「前籍校の在籍期間を含めた」期間を指しますので、48 ヵ月を超えると支給されません。 

・年度途中に転入学した場合、在籍月数により支給額は減額されます。 

※高等学校等就学支援金制度について、在学中に改定される場合もありますのでご了承ください。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

教育ローンについて 
 

■学費サポートプラン【オリエントコーポレーション】 

 学費の分割納入を希望される場合にご利用いただけます。 

 入学金、授業料、教育関連諸費等、学校へ納入する費用全般に対応しています。 
 

金利 3.90％（2021 年 4 月現在。） 

限度額 10 万円から 500 万円まで 

お問い合わせ 学費サポートデスク     TEL：0120-517-325 

［営業時間］9：30～17：30（土日祝休） 

https://orico-web.jp/gakuhi/index.html?clientid=16682619 
 
 

■国の教育ローン【日本政策金融公庫】 

 入学時・在学中に必要な資金を融資する公的な制度です。 

 入学金、授業料、スクーリングにかかる交通費等、幅広い用途に対応しています。 
 

金利 1.66％（2021 年 4 月現在。利率変動あり。） 

限度額 生徒一人につき 350 万円まで 

お問い合わせ 教育ローンコールセンター  TEL：0570-008-656 

［営業時間］月～金 9：00～21：00 土 9：00～17：00 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

 

※詳しくは、各問い合わせ先までご連絡ください。（本校では対応いたしかねます。） 

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町 7-2 

フリーダイヤル 0120-806-705 

Mail：school_info@waomirai.com 

受付時間：9:30~17:30（土日祝除く） 

 

mailto:school_info@waomirai.com

