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私たち人物試験専門教室PORTAおよび後

述のポルタ高等学院では、教育ベン

チャーである有限会社フォスターを運営

元としています。代表の林は全国で国公

立大学88校、高校14校、および企業16か

所で指導し、個人の進路指導8万件以上の

経験を積んできました。 

そのメソッドに、実践U理論や人物力向

上の雑談メソッドなどを融合させて『ポ

ルタシステム』を構築しました。このポ

ルタシステムと、八洲学園大学国際高等

学校が持つ多くのメリットを組み合わ

せ、子どもが『納得の未来を手に入れて

生きていける』ように徹底してサポート

をしていきます。 

実績 

・全国88か所の国公立大学で論文指導 

・社会人入試第一志望100%合格 

・国語の偏差値40→60にアップ！ 

 AO入試で国立大学に合格！ 

 

このほかにもノウハウ提供を行ったりメ
ディア取材されたりもしております。 

Foster Ltd.の公式ホームページ 

＞実績タブもご覧ください。 





当塾の母体「Foster Ltd.」が考
案した人物力育成メソッドに基
づいた独自の授業を受けていた
だくことで、上記の能力を効果
的に上げることができます！ 

私たちPORTAは 

人物評価試験対策の 

専門家集団です！ 



①日本e-Learning大賞文部科学大臣賞を受賞 

信頼と実績のある教材です。 

また、文科省が定める「不登校生徒の出席扱

い要件」を満たした学習教材です。  

②5教科対応、遡り・先取り学習が可能 

すららでは、「無学年方式」を採用している
ので分からなかった内容に何年でもさかの
ぼって見つけ出すことができます。 

逆に理解が進んでいる教科は、先取り学習も
可能です。 

※小学校は国算理社の４教科、高校生は国数英の３教科です。 

しかし、学科試験（筆記試験）に
不安のある学生の方も多いです。 

そこで当塾では、人物試験対策と
共に『すらら』を用いた学科試験
対策も行います。 



ポルタシステムとは？ 

脳・IT脳・探索脳・ 脳・ 

未来志向脳を育みます。※１． 

人類も世界も、その姿や歩みは驚
きに溢れています。教科書から現
実世界に飛び出し、世界の現実を
観察して未来を描きましょう！ 

驚きの現実！ 

科学の真相！ 

英会話力向上！ 

※１．未知の現実をNETで探索しながら行う、グ
ループでの議論やゲーム、ものづくりは、世界の
真の姿を認識しつつ自身のジョハリ第４の窓を開
き、可能性を拡大し、人間力を向上させます。何
より楽しい職業模擬体験の時間になります。 

PC or タブレットでNET検索したり、資
料作りをしつつ、自分の興味・関心の分
野やテーマを見つけ、将来の夢や希望を
雑談・討論・英語ゲーム・プレゼンテー
ション・ものづくりを通して明確にして
いく方法です。 



シルクプリンターで トートバッグや 

オリジナルTシャツ作り！ 

絵本やラベルなど 

印刷製本！ 

３Dプリンターで 

模型や 
アクセサリー作り！ 

動画撮影！ 
取材編集！ 

繰り抜き機で 

ステンシル！ 

ペーパークラフト！ 

グループでのものづくりは、協
調性・コミュニケーション力、
企画・開発力、を得られるだけ
でなく、興味関心から将来の目
標を見つけることにもつながり
ます！ 

イラン・テヘラン インドネシア・ジャカルタ 

アンゴラ・ルアンダ 

世界の姿！ 



受講時間は朝・昼・夜の3つに分かれています。 

受講生はこの3つのいずれかのクラスに参加してい
ただきます。自習は10:00～21:00まで可能です。 

自習可能時間終了  

昼食  

朝クラス（10:00~12:30） 

昼クラス（14:00~16:30） 

夜クラス（17:30~20:00） 

    （18:00~20:30） 



当塾では、通学が難しい方やリアルタイ
ムで授業が受けられなかった方のため
に、PORTAチャンネルというWEB授業動
画（ストリーミング配信）を通して授業
を受けて頂きます。 

 

 

 

 

 

PORTAチャンネルは毎月配信致します。 

通学コース同様ポルタシステムに基づく
授業で、通信受講、ネット受講で提供す
る、これまでになく、全く新しい、世界
と繋がるメニューです。 

☆PORTAチ ャ ン ネ ル は、通 信

コースの受講生だけでなく、通

学コースの受講生も視聴するこ

とができます。 

ぜひ、ご活用ください。 



こちらのコーナーでは、 

珍しい植物や動物、 

あまり知られていない 

場所などを、動画で次々と紹介していきます。 

受講生はこれらについての情報をインター 

ネットなどで調べて入手し、それらの情報を 

整理してレポートにまとめます。そして、 

後日提出し、採点・指導を受けて頂きます。 

色々な職業や産業を紹介していきます。 

書物に書かれている職業紹介ではなく、 

最新の、世界の情報から紹介していきます。  

 

 

 

 

 

受講生は気になるところを、もっと調べて 

レポートにまとめて下さい。そして後日 

提出して、採点・指導を受けてください。  



数名ずつの 

グループに分かれ、 

英語のゲームを 

行っていただきます。 

分からない単語は調べ、 

間違えたり、日本語交じりの英語になったり 

してでも、必ず発言していただきます。 

          すると、いつの間にか 

          いろんな英単語を覚え始め、 

          簡単な英会話ならできる 

          ようになっていきます。 

こちらのコーナーでは、 

ものづくりを行います。 

画像のようなさまざまな 

製作物やその案を送って頂きます。 

        この製作は、ひとりで完了 

        するものもあれば、グループ 

        で協議し、協力し合って製作 

        するものもあります。 

製作に必要なものが 

届きますので、それを 

使って、翌月中に動画を 

見て受講してください。 

 



ポルタ高等学院は未来につなぐ窓 

進路選択は自分の人生設計に合わせて決

定すべきです。 

そのために『全日制』『定時制』『通信制』

という選択肢が用意されていると私たちは考

えています。 

そこで、私たちが理想と考える選択肢を提供

してくれる高等学校と提携いたしました。 

その学校の名前は、 

     学校法人八洲学園 

     八洲学園大学国際高等学校 

             といいます。 
                     

 スクーリングは沖縄！ 

 海外の高校卒業資格も 

 取得できる！ 

 さまざまな資格が 

 格安で取得できる！ 



この学校法人には、インターネットだけ

で大学が卒業できる日本初の大学もあり

ます。 

 

そして、何よりも大事なことは、文科省

が認定した広域通信制高等学校であると

いうことです。 

八洲学園大学国際高等学校は、 

日本初の短期集中スクーリング制度を実

施し、グローバル社会をたくましく生き

る力を育むことができる様々な教育サー

ビスを用意しています。 

 
 

（一例） 

・アメリカの高校卒業資格を取得する。 

・国内大学の指定校推薦枠が約３００校、台

湾の大学での指定・準指定校推薦枠も約４０

校あり、幅広い選択肢から自分の進路を選択

できる。 

・スポーツ留学、芸術留 学、様々な専門 技

術・資格を取得する。



高校卒業コース 

自宅学習 

リポート学習 
…本校から送られたプリント 
 の問題を 解いて、 
 学校に提出します。 

放送視聴学習 
…指定のインターネット 
 番組を視聴し 、「放送 
 視聴報告書」を作成して 
 提出します。 

自宅学習と年一回のスクーリングを通じて、

高卒資格を取得するコースです。通常の高校

と同様、最低３年間の通学が必要です。 

ご自宅で自分のペースで勉強できるほか、

様々な資格を取得することができます。 

スクーリング 

沖縄のリゾート地にて、面接指導(授業) 
・特別活動・単位修得試験を実施します。 
入学シーズンの４月と10月を除いて年間 
13回行われ、どの月に参加するかは、 
ご自身で選択できます。 
季節によって授業内容も違い、同級生と 
仲良くできるチャンスでもあります。 



しかし、自宅ではなかなか勉強が進まな

いという方も少なくありません。そこ

で、ポルタ高等学院では、集中して学習

できる環境を用意しました。 

リポート学習等の課題を行うほか、ポル

タタイムに参加して、人物力を錬成する

ことができます。 

 自習スペースでの個人学習や、 

常駐している講師に、必要に応じて質問 

しながら課題を進めることができます。 

収入によって、授業料減免されます 

条件次第では、

八洲学園大学国

際高等学校の授業

料が実質無料にな

ります。※ 

ポルタ高等学院の

授業料のみで、 

高校卒業資格を取得することが可能です。 

※高等学校等就学支援金に関しては、八洲学園大学国際高等学校の

募集要項をご参照下さい。 

※国の就学支援金制度により、世帯年収が590万円未満の場合。ま

た、条件により、適用されない場合もございますので詳しくはお問

い合わせください。 



どんな資格が取れるの？ 

ポルタ高等学院が提携している八洲学園大学国

際高等学校は、全国にある様々なサポート校 

と提携を結んでいます。通常にくらべ大幅に少

ない受講料で講座を受講可能です。 

学院に通いながら資格の取得は勿論、モデルや

声優といった芸能関係の専門校に通うこともで

きます。※資格や志望によっては、提携先の学校に通う必要がございます。 

提携校の講座受講料割引金額の例 

メンタル心理士（看護師実践力コース） 

【受講期間6ヶ月】 

通常：155,000円 → 60,000円＝約60%OFF！ 

リフレクソロジー&アロマライフアドバイザー 

【受講期間6ヶ月】 

通常：70,000円 → 14,980円＝約80%OFF！ 

取得可能資格一覧 

リフレクソロジー＆アロマライフアドバイザー、エンディングノートプラン
ナー、ネイリスト、ジェルネイリスト、ペットシッター士、スキンケアアドバ
イザー、スキンケアフェイシャリスト、スキンケアカウンセラー、メンタル心
理士、ストーンデコアーティスト、スイーツデコアーティスト、介護職員初任
者研修、心理カウンセラー&アートセラピスト、アロマセラピスト・インスト
ラクター、ひきこもり支援相談士、ソフト整体、ハワイアンロミロミ、心理ア
ロマアドバイザー、身上監護士、不登校訪問専門員、親子で食学アドバイ
ザー、食学調味料アドバイザー、遺品整理士、遺品査定士など 

 

アメリカの高校卒業資格が取得できる！ 

八洲学園大学国際高等学校は、『American 

Global Academy 日本支部（Friends Abroad）』と

教育提携を結んでいますので、「日本の高校卒

業資格」と同時に、「アメリカの高校卒業資

格」の取得が可能です。  

 



高認合格コース 

高校に通わなくても大学や短大、専門学校への

受験資格取得が可能なコースです。 

通常、高等学校卒業程度認定試験（以下、「高

認試験」）に合格して進学・就職資格を得るに

は、6教科8-10科目すべてに合格する必要があ

ります。 

ポルタ高等学院が提携を結んでいる八洲学園大

学国際高等学校では、高認試験の受験免除制度

があります。高認試験に一科目でも合格してい

る場合、残りの教科を八洲学園大学国際高等学

校で単位修得することで、高認試験の受験が免

除になります。 

Aさんのケース 

 
！ 

注 意  

※こちらのコースでは 
 高卒資格は得られません。 
※高認試験要件を満たすには、 
 高認試験で最低一科目の合格が 
 必須です。 
※高認試験で高卒資格が 
 取得できると表示している 
 学校、塾、およびサポート校は 
 間違っております。 

高認試験で4科目合格しているAさん 

残り4科目の単位修得を目指す。 

・スクーリングに最低1回参加 

・必要な科目の自宅学習（リポート） 



人物試験専門教室PORTA 

ポルタ高等学院 

 

 

Access & Contact 
〒733-0002 

広島県広島市西区楠木町1丁目9-7 

第1弘億ビル3F 

TEL：082-275-5549 

Mail：mail@porta.school 

HP：http://porta.school/ 

 
 

タップorスキャンでHPに飛びます！→ 


