
定時制     学校名（ 長崎県立島原高等学校定時制 ） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

 

・ほとんどの生徒が仕事・アルバイトをしながら通っています。 

・１学年の４月と１１月に中学校で学んだことを範囲とする「基礎学力テスト」を行い、その結果をもとに生徒に合った授業を

行っていくので学びなおしができます。 

・各学年少人数であるため、生徒一人一人に細やかなサポートができます。 

・３年間で卒業する「定通併修」の制度があります。 

・学力面については、２～５人の少人数で授業を進めるので、わからないところがあっても個別に対応できます。 

・メンタル面については、年度当初をはじめ定期的にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの面談を行って

います。 

・主な学校行事は全国定通体育大会長崎県予選(６月)、球技大会(７・１２月)、文化祭バザー(９月)、島原城薪能鑑賞会(１０月) 

バスハイク(１１月)、中地区定時制体育大会(１１月)、ケーキ作り(１２月)、もちつき大会(１月)、予餞会(ボーリング)(２月) 

などがあります。 

・部活動はバドミントン部と卓球部があります。 

通い方は家族の方による車での送迎、バス、自動車、原付、自転車、徒歩と様々です。 

・１年生３名、２年生５名、３年生３名、４年生２名の計１３名です。年齢層は１５歳～２３歳です。 

・生徒については中学校を卒業してそのまま入学した生徒が約６割、別の高校を退学して入学・編入学した生徒が約４割です。 



 

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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

・入学時納付金が約２４,０００円です。 

・入学後は毎月授業料として２,７００円、諸納金として３,３００円が必要です。 

※「高等学校等就学支援金制度」に申請し、認定された方は、授業料を納付する必要はありません。 

※仕事・アルバイトをしている人は、申請をすれば教科書・給食費が無償になります。 

・入学者選抜にはⅠ期選抜(３月上旬)とⅡ期選抜(３月下旬)があり、Ⅰ期選抜・Ⅱ期選抜ともに作文検査と面接検査を行いま

す。 

・入学の時期は４月です。(他の県立高校と同じ) 

・転入学については、原則として一家転住または希望者の転勤・転職等の事情がある方を対象とし、８月下旬と３月下旬に転

入考査を実施します。内容は保護者同伴面接と学力検査(国・数・英)です。 

・編入学検査については、高校を中途退学された方を対象とし、３月下旬に保護者同伴面接と学力検査(国・数・英)を行います。 

令和２年度の卒業生は４名で、進路は就職３名、自営業その他１名でした。 

 

少人数ですが生徒は毎日元気に登校し、楽しく高校生活を送っています。 

毎月の出席率も９５％を超えていて、中学校のときや別の高校で不登校だった生徒も学校に通えるようになっています。その

中には４年間皆勤で卒業していった生徒もいます。 

見学を希望される方は事前にご連絡くだされば、行事等がなければいつでも見学可能です。ぜひ生徒たちの様子や学校の雰囲

気をご覧になってください。 



定時制         学校名（長崎工業高等学校 定時制） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 

 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 

 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

 

 

 

 

 

・夜間の定時制高校です。毎日１７：３５～２１：０５の中に４時間の授業があります。アルバイトや仕事

の後に学べる設定になっています。 
・修業年限は４年。工業技術科と建築科の二つの学科を設置している工業高校です。工業技術科は、2 年生か

ら機械コース、電気コースの二つのコースに分かれます。 
・普通教科の他に、機械系・電気系・建築系の専門科目があり、それぞれの実習なども通して、興味・関心

を高め、将来の職業選択の可能性を広げることができます。 
・少人数をいかして個々の適正や能力に応じた指導を行っており、家庭的な雰囲気の中で学校生活を送るこ

とができます。 
・約６割の生徒がアルバイトをしており、早い時期から社会人としての自覚を持つことで、卒業後もスムー

ズに社会に入っていくことができます。 

・学力面については、授業前の個別指導、進学や各種検定試験のための補講など多方面からフォローしてい

ます。また、授業も基礎中心で、科目によっては複数の教員で指導にあたっています。 
・メンタル面については、クラス担任・学年・学科・相談部での支援はもとより、校外のスクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーを活用した個別相談も実施しています。 
 話しやすい先生に気軽に相談ができる環境です。 

・生徒交流会・校内生活体験発表会・定通体育大会・校内競技大会・体育祭・文化鑑賞会・予餞会（送別ボ

ウリング大会）・修学旅行（３年次に２泊３日）・県内企業見学会・県内企業説明会などの学校行事があり，

生徒会が中心となって行われる行事も多いです。 
・部活動への参加は希望制で、軟式野球・バスケットボール・バレーボール・卓球・バドミントン・柔道（同

好会）・総合文化（同好会）工業技術部があります。令和３年６月に行われた長崎県定時制通信制体育大会

では、軟式野球・バスケットボール・卓球・バドミントンの４競技に出場しました。 

・定時制は、通信制と違って毎日登校することにより卒業を目指します。夕方から登校し、４時間の授業を

受けます。全日制の学校よりも学校で過ごす時間が短いのが特徴です。 
・通学方法は、バスやＪＲなどの公共交通機関の他に、許可制でバイク通学もできます（１２５ｃｃまで）。 



 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 

 

６ 一年間にかかる金額について教えてください。 

 

 

７ 入学検査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。 

 

・生徒数は全校生徒５４名（７月末現在）、そのうち女子生徒が４名です。現在の生徒の年齢は、主に１５歳

～２０歳代前半です。 
・小中学校で不登校を経験した生徒や、学習面に不安を感じる生徒，また、経済的な理由で働きながら通学

する生徒など、さまざまな事情を抱えた生徒が在学しています。 
・生徒それぞれが他者を尊重し、なごやかな雰囲気の中で学校生活を送っています。 

（令和３年度入学生の例） 
工業技術科 建築科 

入学当初納入金 49,710 円 47,945 円 
授業料（月額）2,700 円×12 ヶ月 ※１ 32,400 円 32,400 円 
校納金（含む修学旅行積立金・給食費 ※２） 
（月額）5,440 円×１２ヶ月 65,280 円 65,280 円 

合  計 147,390 円 145,625 円 
※１ 高等学校等修学支援金を申請して認定されると、授業料を納める必要がなくなります。 
※２ 給食を申し込まない場合（給食費：月額 700 円）の校納金は月額 4,740 円です 

・入学検査は、「作文と面接」です。 
・令和４年度入学検査の日程は以下のとおりです。出願は在学している（または卒業した）中学校を通して

の出願となります。 
【Ⅰ期】（出願期間）令和４年２月１７日（木）～２月２４日（木）、（検査日）３月 ８日（火） 
【Ⅱ期】（出願期間）令和４年３月１６日（水）～３月２３日（水）、（検査日）３月２５日（金） 

・転入・編入の時期は原則的に年度当初です。そのための手続きは前年度の３月になりますが、本校は工業

高校ですので、受け入れにはカリキュラム等の条件があります。詳しくは直接本校へ問い合わせてくださ

い。 

・就職については、学科やコースで学んだことを生かせるような県内企業に就職する生徒が多いです。また、

在学中に学校から紹介されたアルバイト先に、そのまま正社員をして就職するケースもあります。 

『長工定で人生をかえる』を合い言葉に、毎日頑張っています。 
中学校や前籍校で不登校だったけれども、４年間頑張って登校し、卒業していく生徒もたくさんいます。 
もしご不明な点や「学校見学」等のご希望があれば、いつでもご連絡ください。 
 ℡ ０９５（８５６）０１１５（代）  担当：（教頭）野原・（教務主任）竹内 
 



定時制         学校名（ 鳴滝高校夜間部     ） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

 

小・中学校で不登校を経験した人が多く通っています。 

働きながら学びたいという人たちもいます。高校教育の必要性を再認識した人もいます。 

また、打ち込むものがあって時間がほしい人たちにも便利な学校です。 

長崎地区の県立学校では唯一「商業科」があり、商業の各種資格が取得できます。 

普通科・商業科ともに少人数クラスなので、きめ細やかな対応ができます。 

希望する生徒には添削指導や補充授業等を行っています。また、考査の前には学習会も行っています。 

スクールカウンセラーが２名、スクールソーシャルワーカーも２名いるので、様々な相談が可能です。 

 

 

生徒会が主催する行事には、歓迎レクーション(４月)、校外清掃(５・９・３月)、競技大会(７・１２月)、 

文化祭(１０月)、卒業生を送る会(２月)があります。その他の学校行事として修学旅行があります。 

部活動は、体育系５部(同好会２を含む)、文化系５部があります。 

 

４年間で卒業したい人は、月～金曜まで 17:30 から毎日４時間の授業を受けます。 

３年間で卒業したい人は、１年目は月～金曜まで 17:30 から毎日４時間の授業を受け、 

２・３年目は 15:00 から毎日６時間の授業を受けます。（ただし月曜日は 15:55 から５時間の授業） 

 

令和３年度は４３名でスタートしました。１０代生徒が８３．７％で、成人者は１６．３％です。 

約半数の生徒が仕事・アルバイトをしています。 



 

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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

入学時に普通科：約３７,０００円、商業科：約３８,０００円を徴収します。 

入学後は毎月、授業料２,５６５円、アルバム・修学旅行積立金３,０００円、 

給食費４,５００円（希望者）が必要です。 

※「高等学校等就学支援金制度」に申請し、認定された方は、授業料を納付する必要はありません。 

※仕事・アルバイトをしている人は、申請をすれば教科書が無償になります。 

※仕事・アルバイトをしている人は、申請をすれば給食費が３,２００円になります。 

 

入学者選抜にはⅠ期選抜とⅡ期選抜があります。 

Ⅰ期選抜は５教科の学力検査と面接検査を行います。 

ただし「作文による受検願」を提出した成人者は作文検査と面接検査を行います。 

Ⅱ期選抜は作文検査と面接検査を行います。 

入学の時期は４月です。 

 

転入学検査は原則として一家転住または希望者の転勤・転職等の事情がある場合、 

８月下旬と３月下旬に実施します。学力検査と面接検査を行います。 

編入学検査は２月に予備面接を行い、３月下旬に学力検査と面接検査を行います。 

 

令和２年度の卒業生６名は、就職３名、進学２名（大学１名、各種学校１名）、 

アルバイト継続１名でした。 

 

少人数ですが、在校生は毎日楽しく高校生活を送っています。 

実際に授業の様子などを見学していただくのが良いと思います。 

本校では定期考査等を除き、いつでも見学していただけます。 

見学を希望される方は事前にご連絡ください。 



定時制         学校名（  鳴滝高校 通信制  ） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

 

校訓として「共に生きる 強くひたむきに」を掲げ、多様な生徒に対して高校卒業資格の取得と同時に社

会性を身につけ、自らの力で生きていける生徒を育てることを目標としている。 

 

○面接日での指導に加え、個人指導にも応じます。 

○基礎学力の定着を希望する生徒には基礎学力学習会、進学を希望する生徒には進学学習会をそれぞれ月３

～４回ずつ実施しています。 

○本校専属のスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの先生方がいます。 

 

○学校行事 新入生歓迎レクレーション、スポーツフェスタ、文化祭（鳴通祭）等の行事を実施しています。 

○卓球 バドミントン など放課後の部活動も行っています。 

○生徒会も熱心に活動しており、朝の校庭清掃やあいさつ運動、学校行事の運営に頑張っています。 

 

徒歩や公共交通機関の利用の他に、バイクや自家用車で通学することも可能です。この場合は申請が必要

になります。 

 

令和３年度 在籍者数５３５名  内４３０名が活動者として学んでいます。 

 



 

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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

① 諸経費・・・入学時 約１２，０００円（諸納金・体育館シューズ等） 

  ※ 毎月の納金なし 

  ※ ２年次以降は、年度始めに９，６００円程度が必要 

② 受講料・・・１単位１００円 ただし修学支援金制度等の該当者は不要 

③ 教科書・学習書・補助教材・・・毎年約２２，０００円が必要 

 

○新入生  ４月入学生のみ募集  【書類審査】 

○転編入生 ４月入学生のみ募集  【書類審査・面接・作文】 

 

○同上 

 

令和２年度卒業生進路状況（卒業生１０２名） 

 四年制大学 ９名  短期大学 １名 各種専門学校 ２０名  就職 １０名 

主な進学・就職先 

 進学：長崎純心大学  活水女子大学  鎮西学院大学  安田女子大学  九州共立大学 

大阪芸術大学  中央大学  創価大学  長崎女子短期大学  長崎高等技術専門校 

    長崎市医師会看護専門学校  諫早コンピュータ・カレッジ  長崎医療技術専門学校 

 就職：（株）宮崎電機工業   （株）吉川金属商事  （株）宮崎温泉堂商店  （株）丸髙商事 

    （株）三菱パワー長崎工場  （株）大洋食品 

 

○ 自分を律し、頑張りながら高等学校卒業資格の取得を目指す人には、最適な学校です。 

○ 楽をして卒業を期待している人には、全く不向きな学校です。 

 



参加定時制・通信制高等学校等 一覧 

◇長崎市 

○ 長崎県立鳴滝高等学校 (定時制昼間部・定時制夜間部・通信制) 

〒850-0011 長崎県長崎市鳴滝 1-4-1 

TEL：095-820-0056 (事務室) 

ホームページ http://www.news.ed.jp/narutaki-h/ 

最寄駅・バス停：新中川電停 から 徒歩 約 5 分 

○ 長崎県立長崎工業高等学校 定時制 

〒852-8052 長崎県長崎市岩屋町 41-22 

TEL：095-856-0115 (代表) 

ホームページ http://www2.news.ed.jp/section/nagasaki-th-t/ 

最寄駅・バス停：JR 九州 長崎本線 道ノ尾駅 から 徒歩 約 10 分 

○ こころ未来高等学校（広域通信制高等学校） 

〒850-0822 長崎県長崎市愛宕 3-19-23 

TEL：0120-707-660／095-822-7733  Mail：info@kokoromirai.ed.jp 

ホームページ http://www.kokoromirai.ed.jp 

最寄駅・バス停：弥生ヶ丘から徒歩 約 3 分 

○ クラーク記念国際高等学校連携校 長崎キャンパス 野田国際高等学院 

〒852-8134 長崎市大橋町２３-３ (大橋校・本部)  

〒852-8137 長崎市若葉町 1-２５ (文教校・5 号館) 

TEL：095-847-0639  FAX：095-848-1656 

ホームページ http://www.nodagakuin.jp 

最寄駅・バス停：「岩屋橋」バス停下車徒歩約１分「岩屋橋」電停下車徒歩約１分 (大橋校・本部)      

         「長崎大学前」バス停前 「長崎大学前」電停前 (文教校・5 号館) 

○ トライ式高等学院（長崎キャンパス）通信制高校サポート校 

〒852-8134 長崎県長崎市千歳町 2-8 久部第一ビル 2F 

TEL：0120-919-439 

ホームページ https://www.try-gakuin.com/support_kyoten/nagasaki/nagasaki/ 

最寄駅・バス停：千歳町電停 徒歩 1 分以内  、  JR 西浦上駅  徒歩約 5 分 

  



◇諫早市 

○ NHK 学園高等学校 (鎮西学院協力校) (通信制) 

〒186-8001 東京都国立市富士見台 2-36-2 (東京本校) 

〒854-0082 長崎県諫早市西栄田町１２１２番地１(鎮西協力校) 

TEL： 042-573-8111 (東京本校・鎮西協力校)   Mail：nyugaku@n-gaku.jp 

ホームページ https://www.n-gaku.jp/sch/ 

最寄駅・バス停：島原鉄道 本諫早駅から徒歩 約 15 分 (鎮西協力校) 

○ 希望が丘高等特別支援学校 (特別支援学校) 

〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋 986-6  

TEL： 0957-43-5544        Mail：kibougaoka-ss@news.ed.jp 

ホームページ http://www2.news.ed.jp/section/kibougaoka-ss 

最寄駅・バス停：喜々津駅下車（徒歩１５分）、県営バス喜々津駅通り下車（徒歩５分） 

    諫早日赤病院前下車（徒歩２分） 

 

◇大村市 

○ 神村学園高等部 おおむら学習センター (通信制) 

〒856-0807 

長崎県大村市宮小路 2 丁目 538-1  Mail：info@manabisya.com 

TEL： 0957-51-5329 

ホームページ https://www.manabisya-oomura.com/ 

最寄駅・バス停：竹松駅より徒歩 15 分・宮小路バス停 徒歩１分 

○ 長崎県立大村高等学校 定時制 

〒856-0835 長崎県大村市久原１丁目５９１ 

TEL： 0957-54-5713 

ホームページ http://www2.news.ed.jp/section/omura-t/ 

最寄駅・バス停：（最寄駅）大村駅・（最寄バス停）公園入口 
 

◇島原市 

○ 長崎県立島原高等学校 定時制 

〒855-0036 

長崎県島原市城内二丁目１１３０番地  Mail：ｓ７００７２＠news.ed.jp 

TEL： 0957-51-5329 

ホームページ http://www.shimabara-h.ed.jp/shimako/index.php 

最寄駅・バス停：島原鉄道 島原駅 

  



◇福岡県 

○ 高宮学院・高等部 (精華学園高等学校・福岡中央校) (通信制) 

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 1 丁目 11-25-2F  

TEL： 092-554-1777  Mail：takamiya1777@yahoo.co.jp 

ホームページ http://www.takamiya-gr.jp 

最寄駅・バス停：天神から：西鉄高宮駅 徒歩 3 分 

                博多駅から：バスで 15 分 野間四角下車 1 分 

○ 一ツ葉高等学校 ① 博多駅前キャンパス ② 福岡西新キャンパス 

① 博多駅前キャンパス 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-27-24 博多タナカビル 2 階 

TEL： 092-431-2550  Mail：fukuoka@hitotsuba.ed.jp 

② 福岡西新キャンパス 

〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新 1-8-21 西新新光ハイム２階 

TEL：092-407-7160   Mail：nishijin@hitotsuba.ed.jp 

ホームページ https://www.hitotsuba.ed.jp/ 

最寄駅・バス停：① JR 博多駅博多口から、はかた駅前通りを徒歩 5 分 

    ：② 地下鉄西新駅から、オレンジ通りを天神方面に徒歩３分 

○ 学校法人恭敬学園 北海道芸術高等学校 福岡サテライトキャンパス 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１１－１０ 

TEL：０９２－４０９－２２９３（代表）    Mail：Info.fukuoka@kyokei.ac.jp 

ホームページ https://www.kyokei.ac.jp/ 

最寄駅・バス停：博多駅 
 

◇熊本県 

○ 勇志国際高等学校 天草本校 (通信制) 

〒866-0334 熊本県天草市御所浦町牧島１０６５−３ 

TEL：0120-593-135／0969-67-3911 Mail：yushi@yushi-kokusai.jp 

ホームページ http://www.yushi-kokusai.jp/ 

最寄駅・バス停：お問い合わせください  

  



◇沖縄県 

○ N 高等学校 (通信制) 

<沖縄伊計本校> 〒904-2421 沖縄県うるま市与那城伊計 224 

<通学コース福岡キャンパス> 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-4-8 

           小学館ビル 7 階 

TEL： 0120-0252-15        Mail：support@nnn.ac.jp 

ホームページ https://nnn.ed.jp 

最寄駅・バス停：〈沖縄伊計本校〉那覇空港から車で約 1 時間半 

    〈福岡キャンパス〉西鉄薬院駅から徒歩 1 分 

 

◇その他 

○ 親の会たんぽぽ（登校拒否・ひきこもりを考える会） 

〒850-0854 長崎市銀屋町 2-16 古川町共同ビル 401 

TEL： 095-829-2945(木曜午後のみ) 090-9723-2651(代表 古豊 史子) 

Mail：nnsrb035@ybb.ne.jp 

ホームページ：http://oyanokai-tanpopo.sakura.ne.jp/ 

最寄駅・バス停： 〈路面電車〉めがね橋電停下車 徒歩３分程度 

     〈バス停〉 賑橋バス停下車  徒歩３分程度 

親和銀行前バス停下車 徒歩３分程度、中央橋バス停下車   徒歩５分程度 

市民会館前バス停下車 徒歩５分程度 

○ 北多機関型地域包括支援センター 

〒851-3212 長崎市琴海村松町 704 番地 14 

TEL： 095-801-2765  Mail：takikan@gounkai.or.jp 

最寄駅・バス停：長崎バス 村松バス定 徒歩 3 分 

○ 南多機関型地域包括支援センター 

〒850-0922 長崎市相生町 1-17 メゾンド田中 202 号 

TEL： 095-801-0711  Mail：takikan@syunjyu-kai.or.jp 

最寄駅・バス停：長崎バス 石橋バス停、長崎電気軌道 石橋電停 徒歩 3 分 

○ 社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 長崎市生活支援相談センター 

〒850-0054 長崎市上町 1 番 33 号 社会福祉会館 2 階 

TEL： 095-828-0028  Mail：soudan@nagasakishi-shakyou.or.jp 

ホームページ http://nagasakishi-shakyou.or.jp 

最寄駅・バス停：桜町バス停・桜町電停 

○ 長崎県子ども・若者総合相談センター ゆめおす 

〒850-0022 長崎県長崎市馬町 48-1 長崎県市町村会館馬町別館 2 階 

TEL： 095-824-6325  Mail：yumeosu@n-kodomo-wakamono.jp 

ホームページ http://www.n-kodomo-wakamono.jp 

最寄駅・バス停：長崎バス 市役所前、長崎電気軌道 桜町 徒歩 10 分 



 

 

 

 

 

 

 

 

定時制・通信制高等学校等合同説明会 

参加学校＆団体紹介 
 

 

 

※ アンケートの回答は、各学校から頂いたものをそのまま掲載しています。 

 

※ 五十音順 



通信制        学校名（北海道芸術高等学校） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

 

マンガ・イラスト、声優、ファッション・ビューティー、美容師、ダンス＆ボーカル、eスポーツの芸術分野を学ぶことができ

ます。各芸術科目は高校の単位としても認定されるため、好きなことを学びながら高校に必要な単位取得が可能です。 

現役プロの講師陣による指導で、在学中からデビューを目指すことも可能。 

好きなことの学びをきっかけに、高校卒業後の進路選択の可能性を広げていきます。 

対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリット教育を実践。 

レポート、スクーリング、試験を確実にクリアしていけるように、各コースの担任がフォローそていきます。 

スクールカンセラーも定期的にサポートに入りますので、必要に応じてカウンセラーとの面談をしていきます。 

生活会活動は、学校内での特別稼働やスクーリングなど活躍の場が多く設定されています。 

生徒会の企画発案でキャンパス祭やハロウィンフェス、芸術発表会での新しい取組も多数実施されています。 

部活動は演劇部やマンガ家デビューを目指したマンガ部などが活動しています。 

週５日毎日通学です。 

 



 

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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

学費は８９万円 

教科書・教材代は１２～３０万円（コースによる） 

空く０リング費用１５万円程度 

自己推薦入学受付期間 １１月１５日～１１月３０日 

面接 １２月１１日・１２日 

 

一般入試 A日程受付期間 １２月１３日～１２月２４日 

面接 １月１５日 

転入・編入は受け付けておりません 

大学進学が１０％ 

専門学校進学が６０％ 

就職が１０％ 

未定・アルバイト等が２０％ 

毎日行われる芸術科目の授業は、自分の成長が確実に実感できます。 

その自信が高校卒業後の自分にも期待が持てるようになるはずです。 

スキなことを学び、高校卒業を目指しましょう。 



通信制         学校名（ 勇志国際高等学校 ） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

 

「長所を認めて長所を伸ばす」教育方針のもと、ICT教育を積極的に取り入れ、生徒一人ひとりに合った個別サポ

ートで高い卒業率を維持しています。オンラインで高校生活を送る「ネット生」と週 1～5 日、自分のペースで通

える「通学生」の 2つのスタイルがあります。スクーリングは宿泊タイプの「スペシャルスクーリング」と会場が

選べる日帰りタイプの「スクーリング」から選ぶことができ、とても参加しやすい環境を整えています。学費は非

課税世帯の場合、年間 140,250円（入学金込）と大変負担の少ない金額となっています。 

入学時に学習用端末として iPad を無償貸与しており、学習や学校生活に必要なアプリが揃っています。レポート

対応の授業動画があり、いつでも何度でも繰り返し視聴でき、レポート提出も 24 時間いつでも行うことができま

す。担任制を導入しており、担任、副担任が入学から卒業までサポートします。定期的に三者面談や二者面談を行

い、学習の進捗状況の確認や進路、日々の生活習慣についてもアドバイスを行います。希望する生徒、保護者は専

任のカウンセラーによるオンラインカウンセリングを受けることもできます。 

入学式、卒業式、秋には勇志祭（学園祭）や弁論大会があります。すべてオンラインで配信、参加できる環境を整

えており、令和 3年度勇志祭では「THE FIRST TAKE STAGE」初代グランプリとして輝いた卒業生「麗奈」さ

んのスペシャルライプや東京オリンピック銀メダリスト渡名喜風南選手のトークショー、生徒企画による eスポー

ツ大会を開催しました。他にも長崎在住の生徒を対象とした地区活動（令和 2 年度は iLand ナガサキでのマリン

アクティビティ、令和 3年度は島原市周辺での体験活動など）を行い、生徒同士の交流を深める企画があります。 

オンラインで高校生活を送る「ネット生」と週 1～5 日、自分のペースで通える「通学生」の 2 つのスタイルがあ

ります。通学生は福岡、熊本、宮崎、千葉に校舎があります。ネット生スタイルはオンラインでネットの高校に登

校します。ホームルームや午前中は zoomを活用したリアルタイムの授業を受講したり、午後は Growth Program

で自分の興味のある分野についてオンライン授業を受講したりすることができます。オンライン学習室（自習室）

やオンライン部活動（写真部、ギター部、囲碁部など）もあります。 

1,300名（令和 3年 10月 10日現在）です。（随時転編入を受け付けております。） 

半数以上の生徒が不登校経験者で、人との関わりにコンプレックスのある生徒、学力に不安のある生徒が多く、自

分のペースで高校生活を送りたいと希望し入学してきます。 

「トップアスリートコース」「芸能コース」「社会人コース」もあるので、スポーツにおいて世界で活躍している生

徒、芸能活動と高校生活を両立している生徒や仕事と育児を両立しながら高校卒業を目指す方も多いです。 



 

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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

【ネット生スタイル】140,250円～（入学金込。3年間 362,750円） 

【通学生スタイル】 260,250円～（入学金込。3年間 722,750円） 

【社会人コース】   60,250円～（入学金込。3年間 122,750円）社会人コース特別減免適用 

※いずれも非課税世帯の場合 

※この他、教材費、スクーリング費用、健康診断費用が別途必要。 

令和 4年度新入生の場合 

【専願入試】令和 3年 12月 17日～1月 14日 

【一般入試】令和 4年 1月 15日～4月 30日 

新入生、既卒生に関しては、4月と 10月が入学時期となります。 

出願は WEB出願、入学試験は課題作文（200字程度）と選考面接（オンライン可）です。 

随時可能です。 

これまでの高校での在籍期間や取得単位は引き継ぐことができるので、転入の場合、現在のクラスメイトと同じ時

期の進級、卒業を目指すことができます。 

WEB 出願後、必要書類（転学照会、成績単位修得証明書、課題作文）を郵送で提出してください。 

※転学照会は編入の場合は不要。 

約 6割が大学・短大・専門学校への進学、約 4割が就職しています。 

指定校推薦も多数あり、進路指導部と担任が中心となり職員一丸となって進路決定に向けサポートしていきます。 

【令和 3年度合格実績】 

九州大学、長崎大学、熊本県立大学、早稲田大学、明治大学、学習院大学、上智大学、法政大学、日本大学、福岡

大学、熊本学園大学、尚絅大学、崇城大学、長崎純心大学、長崎総合科学大学、東海大学、西九州大学など 

 

「なりたい自分が本当の自分」を合言葉に、自信と誇りを取り戻す教育を基本としています。単位習得のための必須の授業とは

別に、興味のある学びや知識を深め、経験を将来に繋げる「Growth Program」をご用意。オンライン型では「中学復習」や「プ

ログラミング」、「英会話」等を学ぶことができます。実体験型は「職業体験」や「夢実現プロジェクト」など、人生の視野を広

げ、心を育てるオリジナル授業を実施しています。この他各界の著名人による特別講義開催したりして、あらゆる面で長所を伸

ばす教育を実践しています。大学進学者向けの「ネット予備校」では、受験のプロによる個別指導を受けることができます。 



通信制       学校名（ ＮＨＫ学園高等学校 ） 
○「定時制・通信制高校合同説明会」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 

 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 

 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

〇ＮＨＫの放送を視聴して学習を進め、最低 3年間で高校卒業が得られます。 

〇ＮＨＫ学園高等学校が開発したネット学習システムで、放送視聴やレポートの提出・復習などの学習を進

めることはもちろん、メールやビデオチャットで疑問点をすぐに質問できます。また、生徒同士のコミュニ

ケーションを取ったり学校からの連絡等を確認していきます。 

〇卒業率 94％ 自分らしく学んで高い卒業率を達成しています。 

〇一人ひとりを担任やスクールカウンセラーが徹底サポートします。 

各科目とも基礎学力を重視していますが、継続的に取り組めば真の学力が身につくよう工夫された教材を提

供しています。また、「学習ノート」という独自の補助教材を作成し、自学自習がスムーズに進められるよう

にしています。各生徒にアドレスが付与され、メールを通して学習のサポートが受けられますし、電話での

対応も受け付けています。 

東京本校には常勤の教育カウンセラーを配置し、電話やメールでの相談を受けています。生徒用のサイトが

ネット上にあり、教員とのやり取りが自由にできます。 

 

入学式、卒業式や新入生歓迎球技大会などが行われ、学年の垣根を越えて親睦を深める機会があります。ま

た、校外活動として遠足も行っています。昨年度はコロナの影響により残念ながら実施できませんでしたが、

今年度は実施予定です。 

スクーリングは諫早の鎮西学院協力校と福岡で 3 日間連続して行われる集中スクーリングに出席できます。

時間割は 9：00～15：20（集中スクーリングは 16：50）の時間で設定されていますが、自分が履修している

科目に合わせて登校し出席します。 

試験は鎮西学院協力校にて受験します。 

諫早市の鎮西学院協力校は３学年あわせて現在 45 名ほど。10 代の生徒が多いですが、働きながら高校卒業

を目指す社会人も在籍しています。若い生徒も、中学時代に不登校を経験した生徒や進学した高校が合わず

転入学や編入学してきた生徒、仕事を優先させるために入学した生徒など、様々です。若い生徒は年配の生

徒の姿勢から学ぶことが多くあり、また成人の生徒は若い生徒と机を並べることでエネルギーを得るなど、

理想的な「学びの場」となっています。 



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。 

 

詳細については、学校にお問い合わせください。 

履修する科目数（単位数）にもよりますが、通常の１年生で 24単位履修の場合、入学金（初年度のみ）35,000

円を含め、36,5000円程度となります。内訳は受講料が１単位 12,000円、教育運営費、施設設備費など。こ

の他に教材費が１科目 2,000 円程度と送料が 1,100 円かかります。学納金の納入は分割納入となります。入

学時には受講料以外の学納金（教材費を含み約 98,100円）を納入いただきます。受講料（288,000円）は就

学支援金の申請手続きをされた場合は 1 月納入（就学支援金の申請手続きをされない場合は 9 月納入）とな

ります。 

年間所得額や在籍期間などの条件はありますが、就学支援金等の制度の活用により、実質負担額は教材費を

含んで 63,100～円の見込み（入学年度は 98,100～円）となります。 

令和 4年度の入学生からWeb出願となります。 

入学にあたって学力試験は行っていません。選考方法は書類選考と面接のみです。 

入学時期は、新入生・編入生は４月１日入学となります。後期新入学生・後期編入学生は 10月１日入学とな

ります。 

〇編入学（4月 1日入学）の出願期間は１月 25日～４月 30日です。 

〇後期編入学（10 月 1 日入学）の出願期間は 8 月 1 日～9 月 30 日です。１年生で後期編入学の場合は次の

年も 1年次に所属することとなり 3年 6か月の在籍となります。 

〇転入学の出願期間は 3月 1日～12月 10日までの間となり随時受付を行っています。 

〇出願につきましては本校の募集要項を入手し、Web にて出願手続きを行った後に必要書類を提出いただき

ます。選考方法は書類選考と面接となります。 

 

専門学校、大学などに進学する生徒が年々多くなっています。指定校推薦制度もあります。模擬試験や小論

文講座なども実施しています。自学自習の精神を身につけることで、塾や予備校に通うことなく受験勉強に

専念する集中力が発揮できるようになります。単位制ですので、単位修得方法を工夫すれば、最終学年では

必須科目のみを履修し、受験勉強に軸足を移すことも可能です。また、放送大学とも連携しています。 

 

ＮＨＫ学園には、不登校を経験した人、社会人の経験がある人、回り道をしてからたどりついた人など、様々

な人が学んでいます。「学びたい」「高校卒業の資格が欲しい」と思った時が学習を始めるチャンスです。しっ

かりとした学力を身につけ、さらに次のステップに向け、ともに学ぶ仲間を待っています。 

 

 

 



      学校名（ 希望が丘高等特別支援学校 ） 
○「特別支援学校」に係わる事前アンケート 

 

１ 学校の特色について教えてください。 

 
 

２ 学力面、メンタル面のフォローについて教えてください。 

 
 

３ 学校行事や部活動、生徒会活動等について教えてください。 

 
 

４ 学校にはどのような通い方があるか教えてください。 

 
 

５ 生徒は何人くらいいますか。 また、どんな生徒が多いか教えてください。 

 
 

知的発達に遅れがあり、自立通学が可能である者に対して、職業的自立・社会的自立を目指し、就

労に必要な能力や態度を身に付けさせ、他を思いやる豊かな人間関係を築き、社会の一員として、自

己の生活を充実させようとする人間を育成するとしている。 

３学科６コースの専門的な教育を行う教育課程を設置している。 

◇生活サービス科（ハウスクリーニング・ウエアクリーニング） 

◇流通サービス科（事務流通コース・食品加工接客コース） 

◇環境デザイン科（農芸コース・木工コース） 

 

 本校の教育課程は知的障害特別支援学校学習指導要領にそって編制しています。特に各教科において

は日常生活に根ざした教科指導を行っています。 

 メンタル面のフォローについては特別支援学校に設定されている「自立活動の指導」に力を入れてい

ます。自立活動の指導とは「学習上又は生活上の困難を改善克服するための指導」です。併せて各教科

及び自立活動の指導には生徒個別の「個別の指導計画」を作成し、指導にあたっています。 

 学校全体での「体育祭」や「希望祭（文化祭）」などがあります。また、個々の進路実現のために職業

意識を高めるために「校内実習」や「現場実習」、デュアルシステム型現場実習なども導入しています。 

部活動については運動部で陸上競技部、サッカー部、バトミントン部、ウエイトリフティング部があります。

文化部では和太鼓部、美術部、家庭部、新聞部があります。 

 生徒会活動も盛んで「挨拶運動」にも取り組んでいます。 

 本校の志願条件の中に「自力で通学できる者」と示しています。通学範囲は長崎市、諫早市、大村市、

雲仙市、東彼杵郡などから JRやバスを使って登校しています。 

 携帯電話の使用を許可制で認めています。登下校時に自然災害や交通機関のマヒなどが起こる場合は

「メールメイト」使用し、情報発信にも努めています。 

 現在の生徒数は８３名です。本校の定員は１学年３２名で、定員３学年にすると９６名になります。 

 本校の生徒は卒業後に就職し、社会自立を目指す生徒たちです。一人一人の生徒は純粋で素直な生徒

が在籍しています。 


