
６ 一年間にかかる金額について教えてください。 

 

 

７ 入学試験や入学の時期について教えてください。 

 
 

８ 転入・編入の時期や、方法について教えてください。 

 
 

９ 卒業生の進路はどのようになっているか教えてください。 

 
 

１０ その他の伝えたいことがあれば教えてください。 

 

高等学校卒業にはなりません。入学には条件があるため、詳細については学校にお問い合わせください。 

入学時に制服や教科書代など１０万円程度必要です。但し、特別支援学校の生徒に（国と県から）支

給される（保護者の収入に応じて３段階に設定）修学奨励費というものがあります。多くの生徒がそれ

により、経済的負担が軽減されています。 

 本校の入学選考検査は１月初旬に実施します。【令和３年度は令和４年１月１３日（木）・１４日（金）】

願書の受付は令和３年１２月６日（月）から１０日（金）です。志願の条件として知的障害があること

が必要です。療育手帳の所持か本校が実施をする受検資格認定１１月５日（金）から１５日（月）の感

が受付です。 

 入学式は例年４月８日としています。 

 本校は高等特別支援学校ですので、年度途中の転入や編入はできません。入学選考検査を受け、合格

した者のみが入学の資格があります。 

 県内の一般企業や福祉就労が主なものになっています。なお、他の高等学校と違ってほとんどが企業

での現場実習を行い、就労できるか判断いただき、就職というスタイルをとっています。多くの卒業生

が３か月のトライアル雇用をしてもらい、就労しています。 

 本校の使命は就職率１００％です。そのために普通科ではなく専門学科へと学科改変をしました。学

校としては卒業時に「生徒が行って良かった学校」「保護者の皆さんが通わせて良かった学校」づくりを

しています。校名のように希望の丘に生徒の夢をかなえる学校です。是非希望が丘を見学してください。 
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その他         団体名（親の会たんぽぽ） 
 

１ どんな活動をしているか教えてください。 

 
 

２ 利用するにはどうすればいいか教えてください。 

 

 

３ 利用の対象者は定められているか、どれくらいの方が利用しているか教えてください。 

 

 

４ 窓口や開所日・開所時間について教えてください。 

 
 

５ 利用料金について教えてください。 

 

 

６ その他の伝えたいことがあれば教えてください。 

 

 

同じ立場で悩む親たちが、語り、励ましあいながら、子どもの気持ちを理解し、見守る親をめざし、１９８ 

９年１１月に発足しました。訪れた一人ひとりが、無理をしないで、抱えている不安や焦りを話し合いなが 

ら、互いに受け止め、学び合う場です。  

親や子どもに寄り添い、相談や講演を行っている広木克行先生（神戸大学名誉教授）の助言を受けながら、 

子どもと共に育ち合うことを願って活動しています。 

親の会たんぽぽへご連絡をお願いします。詳細をご案内します。 

親の会たんぽぽ：095-829-2945（木曜午後のみ） 

代表連絡先：090-9723-2651（代表 古豊史子） 

原則、登校拒否・不登校・ひきこもり等で悩んでいる親、家族、親族の方を対象としております。 

親の会月例会：毎月１回 土曜日または日曜日（その月によって異なります）の主に 13 時～17 時 

フリースペース長崎（不登校の子ども・ひきこもり等の青年の居場所）：毎週木曜日 12 時～17 時（祝日、

年末年始等休み時期あり） 

リボーン（ひきこもり等の青（成）年の語り場）：毎月第３火曜日 18 時～21 時（祝日、年末年始、休み時

期あり） 

親の会月例会参加費：1000 円／ひと家族 

フリースペース長崎：4000 円／毎月 

リボーン：100 円／一回 

 

親の会たんぽぽ住所 

〒850-0854長崎市銀屋町 2-16古川町共同ビル 401 



その他           団体名（多機関型地域包括支援センター ） 
 

１ どんな活動をしているか教えてください。 

 
 

２ 利用するにはどうすればいいか教えてください。 

 
 

３ 利用の対象者は定められているか、どれくらいの方が利用しているか教えてください。 

 
 

４ 窓口や開所日・開所時間について教えてください。 

 
 

５ 利用料金について教えてください。 

 
  

子育てと親の介護で大変、障害のある子と自分の病気の治療で仕事もできずどうしたらいい…など、ご本人

やご家族が抱える複合的な福祉の悩みをワンストップで受け止め、その悩みを様々な相談支援機関とつなが

りながら、解決に向けて支援しています。平成２８年１０月から長崎市のモデル事業として、市内２カ所に

相談窓口を設置していますので、まずはご相談ください。 

ご相談は、来所、電話、訪問で受け付けています。 

来所される場合は、相談員が不在の場合もありますので、事前のご連絡をお勧めいたします。 

ご指定の場所への訪問も可能ですので、まずはお電話ください。 

長崎市内に在住の方が対象となります。福祉に関する相談内容や年齢等は問いません。 

平成２８年度（１０月～）は 220 人、平成２９年度は５００人、平成３０年度は６５０名の相談を受けてい

ます。悩みの解決に向け、継続して支援しています。 

開所日   月曜日～金曜日（祝日、年末年始休業） 

開所時間  ８時３０分～１７時３０分 

 

相談窓口  南多機関型地域包括支援センター   TEL 095-801-0711 FAX 095-801-0712 

      北多機関型地域包括支援センター   TEL 095-801-2765 FAX 095-801-2766 

相談は無料です。 

多機関型地域包括支援センターは、長崎市の委託事業として運営しています。 



その他         団体名（ 長崎若者サポートステーション ） 
 

１ どんな活動をしているか教えてください。 

 

 

２ 利用するにはどうすればいいか教えてください。 

 
 

３ 利用の対象者は定められているか、どれくらいの方が利用しているか教えてください。 

 
 

４ 窓口や開所日・開所時間について教えてください。 

 

  

15 歳から 49 歳までの方を対象に、アルバイトなどを含めた就職活動の支援を一人一人のペースにあわせて

行っています。また、人と交流する・気分転換をする・新たなことを学ぶ・社会との接点を作る、などの目的

のために、ボランティア活動やコミュニケーショントレーニング、スポーツなどのグループワークを実施し

ております。いきなりの仕事が不安な方のために、職場体験も実施しております。 

仕事についたあとも、仕事の悩みなどを相談することもできます。 

予約していただくと相談がスムーズですので、まずはサポステまでお電話かメールをください。 

その後、詳しくお話をきかせていただいて、一人一人のペースにあわせた形で支援をさせていただきます。 

見学もできますので、お気軽にお問い合わせください。 

15 歳から 49 歳までの若年無業者が対象です。 

定時制・通信制高校に在籍されている生徒さんも対象となります。 

ほかに、学校を中退した方、卒業して進路が決まっていない方、転職を考えている方、これから仕事について

考えてみようかな、と思い始めた方などが対象になっております。 

☎ 095-823-8248 ✉ info@nagasaki-saposute.com 

場所：長崎市馬町 48-1 長崎県市町村会館馬町別館 2 階 

開所日時：月曜～金曜 10 時～17 時 

土曜日は同じ団体が受託している「ゆめおす」にて対応いたします。 



 

５ 利用料金について教えてください。 

 

 

６ その他の伝えたいことがあれば教えてください。 

 
 

■グループワークの様子 

 

すべて無料でご利用いただけます。 

サポステまでの交通費や連絡のための通信費などの実費につきましてはご負担ください。 

サポステのホームページに、「利用者の声」や「スタッフ紹介」があります。ぜひご覧ください。 

また、サポステのブログにてグループワークの様子なども掲載しております。 

 

一人一人のペースにあわせて、職業的自立に向けた支援を行う場所です。 

高校在籍中にアルバイトをしてみたい･･･。卒業後に進路について考えたい･･･ 等 

ぜひご利用くださいね。 詳しくはウェブサイトへ 

街頭清掃ボランティア 

バドミントン 

就活セミナー 



その他 団体名（ 長崎県子ども・若者総合相談センター ゆめおす ） 
 

１ どんな活動をしているか教えてください。 

 

 

２ 利用するにはどうすればいいか教えてください。 

 
 

３ 利用の対象者は定められているか、どれくらいの方が利用しているか教えてください。 

 
 

４ 窓口や開所日・開所時間について教えてください。 

 
 

５ 利用料金について教えてください。 

 
 

６ その他の伝えたいことがあれば教えてください。 

 

国において「子ども・若者育成支援推進法」が平成 22年 4月 1日から施行されました。 

これを受け、長崎県では不登校、ひきこもり、ニート等、社会生活を円滑に営む上で様々な問題やお悩みに対

応するため、総合的に相談をお受けする「長崎県子ども・若者総合相談センター」(愛称：ゆめおす)を設置し

ております。 

ゆめおすでは、おおむね 30代までの方やそのご家族からのご相談を専門の相談員が無料で受けつけており、

相談の内容によって各公的支援機関やNPO法人等の民間支援団体と連携を図り、サポートを行っています。

ご相談の秘密は守ります。 

まずは、一度お気軽にご相談・ご来所ください。 

相談は、来所、電話や FAX、E-mail、LINEで受け付けています。まずはご連絡ください。 

ゆめおすへ直接お越しいただいても結構です。ただしスタッフが対応中ということで、お待ちいただくこと

が多いため、よろしければご予約をお願いいたします。 

おおむね 30代までを想定していますが、それ以上の方も、またお子さんやご家族の方もお気軽にご相談くだ

さい。 

相談内容については特に定めはありませんので、どのようなことでもご相談ください。 

電話：095-824-6325 FAX：095-824-6400 

メール：yumeosu@n-kodomo-wakamono.jp 

開所日時：月～水・金・土 10:00～18:00 (定休日：日・木・祝日・年末年始) 

 ※電話対応は、22:00まで行っています (土曜日は 18:00まで) 

場所：長崎県長崎市馬町 48-1 長崎県市町村会館馬町別館 2階 

相談は無料です。 

長崎県子ども・若者総合相談センターは、長崎県の委託事業として運営しています。 

※事務所までの交通費などにつきましてはご負担ください。 

詳しく知りたい方は、ゆめおすのホームページをご覧ください。 

http://www.n-kodomo-wakamono.jp 



 

1階に駐車場がある建物が目印 看板が目印。お気軽にお入りください♪ 

ロビーの様子。予約がない時に過ごしてもOK 様々な支援機関や学校の情報も置いています 

面談室の様子。 

6つの面談室があります。 

面談室の様子 2。 

大小さまざまな面談室があります。 



その他              団体名（ 特定非営利活動法人 心澄 ） 
 

１ どんな活動をしているか教えてください。 

 
 

２ 利用するにはどうすればいいか教えてください。 

 
 

３ 利用の対象者は定められているか、どれくらいの方が利用しているか教えてください。 

 
 

 

不登校やひきこもりの方や、その保護者などを主な対象として復学や社会参加の支援を行っています。  

訪問や個別面談、自立支援としてのグループワーク、家族会や保護者の方向けのプログラム、就労継続支援 

B 型など様々な活動を行っています。また、何かの活動に参加しなくても通うこともできます。  

曜日によって活動内容が異なり、参加する方のタイプも変わってきます。 

まずはご連絡ください。訪問を希望される方でも、保護者の方などとやり取りを行い準備していきますので、

保護者の方だけの相談もできます。  

グループワーク参加は、いきなり参加するのではなく担当の相談員と話し合いながら考え決めていきます。 

合うものが無い時は、別の機関を紹介させていただくこともありますのでご安心ください。 

対象に特に定めはありません。相談は多くとも週１回程度のペースでお願いをしています。  

グループワークなど毎日通っている方は 10 ～15 名程で、プログラムあたり 2～5名の方が参加しています。  

活動の詳しい内容につきましては、法人ホームページや下記ご連絡先へお気軽にご連絡ください。 

＜訪問＞ 

基本的にスタッフ 1 名で会いますが、2 名以上で会うこともあります。 

＜居場所＞ 

毎週火曜日 13:30～ 毎回 10 名以上の方が参加しています。 

＜家族会＞ 

月１日曜日 13:00～ 毎回 10 名程度の方が参加しています。 

＜人形劇＞ 

毎週土曜日 15:00～ 毎回：10 名程度 

＜清掃ボランティア＞  

毎週金曜日 14:30～ 毎回 7 名程度の方が参加しています。  

＜七色クローバー(絵描きサークル)＞ 

毎週月曜日 13:30 年に 2～3 回、長崎市内で開催されるイベントにて物販を行っています。  

＜心澄団らん＞ 

毎月第 2 金曜日 17:00～ 毎回 15 名程度の方が参加しています。  

＜心澄その他(単発のイベント等)＞ 

不定期開催 卒業生の集まりや花見など、イベントによって 10～30 人程度の方が参加しています。  

＜就労継続支援 B 型＞ 

月～金曜日 10:00～17:00 毎日 25 名程度の方が来てくださっています。  

＜来談  (心澄事務所の利用者)＞  

月～金曜日 10:00～17:00 毎日 7 名程度の方が来てくださっています。 



４ 窓口や開所日・開所時間について教えてください。 

 
 

５ 利用料金について教えてください。 

 
 

６ その他の伝えたいことがあれば教えてください。 

 

 

電話：095-807-4937 FAX：095-807-2361 

メール：shinjou@shinjou.cho88.com 

開所日時：月曜日～金曜日  10:30～17:00  

          土曜日 15:00～17:00 (人形劇のみ) 

場所：長崎県長崎市馬町 48-1 長崎県市町村会館馬町別館 3階 

全て無料でご利用いただけます。  

心澄は、皆さまから頂いたご寄附をもとに活動を行っております。  

※事務所までの交通費や通信費などの実費につきましてはご負担ください。 

様々なスタッフやメンバーがいますので、お気軽にご相談ください。  

  

興味がある方は団体ホームページやブログをご覧ください。  

活動やスタッフについての紹介欄もございます！  

  

<団体ホームページ>  

http://www.shinjou.cho88.com  

  

<団体ブログ>  

アメブロ：しんじょう活動ブログ  (活動の様子やイベント情報を掲載しています)  

https://ameblo.jp/shinjou-katudou/  

アメブロ：NPO 法人  心澄  (心澄に通っているメンバーが日々の様子などを思い思いに書いています)  

https://ameblo.jp/npo-shinjou/  

  

Facebook でも情報を発信しています。  

検索画面で「心澄」を検索♪検索♪  (*´▽｀*) 

 

人形劇は全て手作りです 七色クローバーでは 

消しゴム判子作りがブームに 

清掃ボランティアは 

地域の教会で活動しています 

団体ホームページへ飛びます 



 

ゆめおす特別講演会・合同説明会実行委員会 主催 

第五回 定時制・通信制高校等合同説明会 

令和 3 年 11 月 21 日(日) 


