
      学校隣膅 希望疰丘高等特別支援学校 䐢 

○坤特別支援学校墾癉係わ矞事前アンケ籞ト 

 

臤 学校の特色癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 学力面𤩍メンタル面のフォロ籞癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 学校行事や部活動𤩍生徒会活動等癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 学校癉皕癁の瞟う𤺋通い方疰あ矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 生徒皕何人くらいいます㽷璒 ま瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

知的æ署に遅参歳あ三腰自立通学歳可能埼あ傘者に対して腰職業的自立質社会的自立燦目指し腰就

労に必要作能力や態度燦身に沈けさせ腰直燦思いや傘豊栽作人間関係燦築済腰社会昨一員碕して腰自

己昨生活燦充実させ皿う碕際傘人間燦育成際傘碕してい傘。 

ǚ学科Ľコース昨専門的作教育燦行う教育課程燦設置してい傘。 

◇生活サービス科θ雌ウス屍式ー誌ン市質ウ嗣ア屍式ー誌ン市χ 

◇流通サービス科θ事務流通コース質食品加工接客コースχ 

◇環境視孜イン科θ農芸コース質木工コースχ 

 

 鑚校昨教育課程は知的藴害特別支援学校学習指導要領にそ榊て編制していま際。特に各教科において

は日常生活に根菜し冴教科指導燦行榊ていま際。 

 磁ンタル面昨フ四ローについては特別支援学校に設定さ参てい傘坤自立活動昨指導墾に力燦入参てい

ま際。自立活動昨指導碕は坤学習琢又は生活琢昨困難燦改善克服際傘冴薩昨指導墾埼際。併せて各教科

里索自立活動昨指導には生徒個別昨坤個別昨指導計き墾燦作成し腰指導にあ冴榊ていま際。 

 学校全体埼昨坤体育祭墾や坤希望祭θ文尤祭χ墾作鷺歳あ三ま際。ま冴腰個々昨禍路実現昨冴薩に職業

意識燦高薩傘冴薩に坤校不実習墾や坤現場実習墾腰視ュアルシステ痔型現場実習作鷺も導入していま際。 

部活動については運動部埼陸琢競技部腰サッカー部腰飼ト璽ントン部腰ウ嗣イト式フテ伺ン市部歳あ三ま際。

文尤部埼は和徂鼓部腰美術部腰家庭部腰新聞部歳あ三ま際。 

 生徒会活動も盛珊埼坤挨拶運動墾にも流三04珊埼いま際。 

 鑚校昨志願条件昨中に坤自力埼通学埼済傘者墾碕示していま際。通学範噬は長崎市腰諫早市腰大闌市腰

雲珍市腰東彼杵郡作鷺栽晒 JRや飼ス燦使榊て登校していま際。 

 携帯電話昨使用燦許可制埼認薩ていま際。登託校時に自然災害や交通機関昨爾事作鷺歳起こ傘場合は

坤磁ール磁イト墾使用し腰情報æ信にも努薩ていま際。 

 現在昨生徒数は８ǚ隣埼際。鑚校昨定員はǖ学年ǚǘ隣埼腰定員ǚ学年に際傘碕ŤĽ隣に作三ま際。 

 鑚校昨生徒は卒業後に就職し腰社会自立燦目指際生徒冴阪埼際。一人一人昨生徒は純粋埼素直作生徒

歳在籍していま際。 
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𦥯 一年間癉㽷㽷矞金額癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

舄 入学試験や入学の時期癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入・編入の時期や𤩍方法癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

舙 卒業生の進路皕癁の瞟う癉𤺋瘥てい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臤𦣝 その他の伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

高等学校卒業削は作三ません甑入学削は条件があ傘冴め腰詳細削ついては学校削お問い合わせく坂さい甑 

入学時に制服や教科書代作鷺ǖǹ万付程度必要埼際。但し腰特別支援学校昨生徒にθ国碕県栽晒χ支

給さ参傘θ保護者昨収入に応載てǚ段艹に設定χ修学奨励費碕いうも昨歳あ三ま際。多く昨生徒歳そ参

に皿三腰経済的負担歳軽減さ参ていま際。 

 鑚校昨入学選考検査はǖ月初旬に実施しま際。懇痛和ǚ年度は痛和ǜ年ǖ月ǖǚ日θ木χ質ǖǜ日θ金χ昏

願書昨溜沈は痛和ǚ年ǖǘ月Ľ日θ月χ栽晒ǖǹ日θ金χ埼際。志願昨条件碕して知的藴害歳あ傘こ碕

歳必要埼際。療育手帳昨所持栽鑚校歳実施燦際傘溜検資格認定ǖǖ月５日θ金χ栽晒ǖ５日θ月χ昨感

歳溜沈埼際。 

 入学式は例年ǜ月８日碕していま際。 

 鑚校は高等特別支援学校埼際昨埼腰年度途中昨転入や編入は埼済ませ珊。入学選考検査燦溜け腰合格

し冴者昨札歳入学昨資格歳あ三ま際。 

 県不昨一般企業や福祉就労歳主作も昨に作榊ていま際。作お腰直昨高等学校碕涉榊てほ碕珊鷺歳企業

埼昨現場実習燦行い腰就労埼済傘栽墓断い冴だ済腰就職碕いうスタイル燦碕榊ていま際。多く昨卒業生

歳ǚ栽月昨トライアル邊用燦しても晒い腰就労していま際。 

 鑚校昨使和は就職率ǖǹǹ％埼際。そ昨冴薩に普通科埼は作く専門学科へ碕学科改変燦しまし冴。学

校碕しては卒業時に坤生徒歳行榊て良栽榊冴学校墾坤保護者昨皆さ珊歳通わせて良栽榊冴学校墾咲く三燦

していま際。校隣昨皿うに希望昨丘に生徒昨夢燦栽作え傘学校埼際。是非希望歳丘燦見学してください。 
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そ癮他         団体名膅親癮会瘓ん眵眵䐢 

 

臤 癁ん𤺋活動砅してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 利用す矞癉皕癁うす矟ばいい㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 利用癮対象者皕定めら矟てい矞㽷𤩍癁矟くらい癮方疰利用してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 窓口や開所日・開所時間癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 利用料金癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦥯 そ癮他癮伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

 

輪載立場埼悩殺親たち歳腰語三腰励擦裁あい作歳晒腰子鷺雑昨気持ち燦理解裁腰見晤傘親燦薩菜裁腰１ŤŞ 

Ť年１１月削æ足裁擦裁た甑訪参た一人策碕三歳腰無理燦裁作い埼腰抱え崎い傘不安や焦三燦話裁合い作歳 

晒腰互い削受け止薩腰学索合う場埼際甑  

親や子鷺雑削寄三添い腰相談や講演燦行っ崎い傘広木克行先生θ4/11戸大学隣誉教授χ昨助言燦受け作歳晒腰 

子鷺雑碕共削育ち合う祭碕燦願っ崎活動裁崎い擦際甑 

親昨会た珊撮撮へ斎連絡燦お願い裁擦際甑詳細燦斎案不裁擦際甑 

親昨会た珊撮撮：095-829-2945θ木曜午後昨札χ 

代表連絡先：090-9723-2651θ代表 虜豊糧子χ 

原則腰ɔ校拒否質不ɔ校質策済祭雑三等埼悩珊埼い傘親腰家族腰親族昨方燦対象碕裁崎お三擦際甑 

親昨会月例会：毎月１回 土曜日擦た朔日曜日θそ昨月削皿っ崎異作三擦際χ昨主削 13 時～17 時 

フ式実スペ実ス長崎θ不ɔ校昨子鷺雑質策済祭雑三等昨青年昨居場所χ：毎溫木曜日 12 時～17 時θ3/11日腰

年鑽年始等休札時期あ三χ 

式ボ実ンθ策済祭雑三等昨青θ成χ年昨語三場χ：毎月第３火曜日 18 時～21 時θ3/11日腰年鑽年始腰休札時

期あ三χ 

親昨会月例会参加費：1000 付／策碕家族 

フ式実スペ実ス長崎：4000 付／毎月 

式ボ実ン：100 付／一回 

 

親昨会た珊撮撮撤所 

〒850-0854長崎市銀屋町 2-16虜滿町共輪ビ識 401 

46



その他           団体隣膅多機関型地域包括支援センタ籞 䐢 

 

臤 癁ん𤺋活動砅してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 利用す矞癉皕癁うす矟ばいい㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 利用の対象者皕定めら矟てい矞㽷𤩍癁矟くらいの方疰利用してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 窓口や開所日・開所時間癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 利用料金癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

  

子育て碕親昨跳護埼大変腰藴害昨あ傘子碕自分昨病気昨治療埼捗事も埼済剤鷺うし冴晒いい…作鷺腰斎鑚人

や斎家族歳抱え傘複合的作福祉昨悩札燦ワンストップ埼溜け溺薩腰そ昨悩札燦様々作相談支援機関碕つ作歳

三作歳晒腰解決に向けて支援していま際。烋成ǘ８年ǖǹ月栽晒長崎市昨示視ル事業碕して腰市不ǘカ所に

相談窓口燦設置していま際昨埼腰ま剤は斎相談ください。 

斎相談は腰来所腰電話腰訪問埼溜け沈けていま際。 

来所さ参傘場合は腰相談員歳不在昨場合もあ三ま際昨埼腰事前昨斎連絡燦お勧薩い冴しま際。 

斎指定昨場所へ昨訪問も可能埼際昨埼腰ま剤はお電話ください。 

長崎市不に在住昨方歳対象碕作三ま際。福祉に関際傘相談不容や年齢等は問いませ珊。 

烋成ǘ８年度θǖǹ月～χは 220 人腰烋成ǘŤ年度は５ǹǹ人腰烋成ǚǹ年度はĽ５ǹ隣昨相談燦溜けてい

ま際。悩札昨解決に向け腰6162して支援していま際。 

開所日   月曜日～金曜日θ祝日腰年鑽年始休業χ 

開所時間  ８時ǚǹ分～ǖŚ時ǚǹ分 

 

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

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

相談は無料埼際。 

多機関型地域包括支援センターは腰長崎市昨委う事業碕して運営していま際。 
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その他         団体隣膅 長崎若者サポ籞トステ籞ション 䐢 

 

臤 癁ん𤺋活動砅してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 利用す矞癉皕癁うす矟ばいい㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 利用の対象者皕定めら矟てい矞㽷𤩍癁矟くらいの方疰利用してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 窓口や開所日・開所時間癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

  

15歳栽晒 49歳ま埼昨方燦対象に腰アル飼イト作鷺燦含薩冴就職活動昨支援燦一人一人昨時ースにあわせて

行榊ていま際。ま冴腰人碕交流際傘質気分転換燦際傘質新冴作こ碕燦学ぶ質社会碕昨接点燦作傘腰作鷺昨目的

昨冴薩に腰滋ランテ伺ア活動やコ璽ュ誌師ーショント鴫ー誌ン市腰ス治ー肢作鷺昨市ループワー屍燦実施し

てお三ま際。い済作三昨捗事歳不晧作方昨冴薩に腰職場体験も実施してお三ま際。 

捗事につい冴あ碕も腰捗事昨悩札作鷺燦相談際傘こ碕も埼済ま際。 

予約してい冴だく碕相談歳ス痔ー枝埼際昨埼腰ま剤はサ治ステま埼お電話栽磁ール燦ください。 

そ昨後腰詳しくお話燦済栽せてい冴だいて腰一人一人昨時ースにあわせ冴形埼支援燦させてい冴だ済ま際。 

見学も埼済ま際昨埼腰お気軽にお問い合わせください。 

15歳栽晒 49歳ま埼昨40年無業者歳対象埼際。 

定時制質通信制高校に在籍さ参てい傘生徒さ珊も対象碕作三ま際。 

ほ栽に腰学校燦中-し冴方腰卒業して禍路歳決ま榊てい作い方腰転職燦考えてい傘方腰こ参栽晒捗事について

考えて札皿う栽作腰碕思い始薩冴方作鷺歳対象に作榊てお三ま際。 

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

場所：長崎市馬か 48-1 長崎県市か闌会館馬か別館 2艹 

開所日時：月曜～金曜 10時～17時 

土曜日は輪載団体歳溜うしてい傘坤ゆ薩お際墾にて対応い冴しま際。 
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臿 利用料金癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦥯 その他の伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

 

■禕ル籞プワ籞祲の様子 

 

際冊て無料埼斎利用い冴だけま際。 

サ治ステま埼昨交通費や連絡昨冴薩昨通信費作鷺昨実費につ済ましては斎負担ください。 

サ治ステ昨次ー痔時ー施に腰坤利用者昨廖墾や坤スタッフ紹跳墾歳あ三ま際。材策斎覧ください。 

ま冴腰サ治ステ昨字ロ市にて市ループワー屍昨様子作鷺も掲載してお三ま際。 

 

一人一人昨時ースにあわせて腰職業的自立に向け冴支援燦行う場所埼際。 

高校在籍中にアル飼イト燦して札冴い･･･。卒業後に禍路について考え冴い･･･ 等 

材策斎利用ください搾。 
詳しくはウ史字サイトへ 

街頭清掃滋ランテ伺ア 

飼詩璽ントン 

就活セ璽試ー 
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その他 団体隣膅 長崎県子癁睘・若者総合相談センタ籞 ゆめ疢す 䐢 

 

臤 癁ん𤺋活動砅してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 利用す矞癉皕癁うす矟ばいい㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 利用の対象者皕定めら矟てい矞㽷𤩍癁矟くらいの方疰利用してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 窓口や開所日・開所時間癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 利用料金癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦥯 その他の伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

国において坤子鷺も質40者育成支援推禍法墾歳烋成 22年 4月 1日栽晒施行さ参まし冴。 

こ参燦溜け腰長崎県埼は不登校腰策済こも三腰誌ート等腰社会生活燦付滑に営殺琢埼様々作問巠やお悩札に対

応際傘冴薩腰総合的に相談燦お溜け際傘坤長崎県子鷺も質40者総合相談センター墾(愛称：ゆ薩お際)燦設置し

てお三ま際。 

ゆ薩お際埼は腰おお殺搾 30代ま埼昨方やそ昨斎家族栽晒昨斎相談燦専門昨相談員歳無料埼溜けつけてお三腰

相談昨不容に皿榊て各公的支援機関やNPO法人等昨民間支援団体碕連携燦噪三腰サ治ート燦行榊ていま際。

斎相談昨秘密は晤三ま際。 

ま剤は腰一度お気軽に斎相談質斎来所ください。 

相談は腰来所腰電話や FAX腰E-mail腰LINE埼溜け沈けていま際。ま剤は斎連絡ください。 

ゆ薩お際へ直接お越しい冴だいても結構埼際。冴だしスタッフ歳対応中碕いうこ碕埼腰お待阪い冴だくこ碕

歳多い冴薩腰皿山しけ参柵斎予約燦お願いい冴しま際。 

おお殺搾 30代ま埼燦想定していま際歳腰そ参以琢昨方も腰ま冴お子さ珊や斎家族昨方もお気軽に斎相談くだ

さい。 

相談不容については特に定薩はあ三ませ珊昨埼腰鷺昨皿う作こ碕埼も斎相談ください。 

電話：095-824-6325 FAX：095-824-6400 

磁ール：yumeosu@n-kodomo-wakamono.jp 

開所日時：月～水質金質土 10:00～18:00 (定休日：日質木質祝日質年鑽年始) 

 ※電話対応は腰22:00ま埼行榊ていま際 (土曜日は 18:00ま埼) 

場所：長崎県長崎市馬か 48-1 長崎県市か闌会館馬か別館 2艹 

相談は無料埼際。 

長崎県子鷺も質40者総合相談センターは腰長崎県昨委う事業碕して運営していま際。 

※事務所ま埼昨交通費作鷺につ済ましては斎負担ください。 

詳しく知三冴い方は腰ゆ薩お際昨次ー痔時ー施燦斎覧ください。 

http://www.n-kodomo-wakamono.jp 
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1階に駐車場があ┫建物が目印 勳暢が目印。お気軽にお入┪ください♪ 

ロビろの様子。予約が┊い時に過パして┢OK 様々┊支援機関や学校の情報┢置いています 

面談室の様子。 

6つの面談室があ┪ます。 

面談室の様子 2。 

大現さまピま┊面談室があ┪ます。 
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その他              団体隣膅 特定非営利活動法人 心澄 䐢 

 

臤 癁ん𤺋活動砅してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 利用す矞癉皕癁うす矟ばいい㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臬 利用の対象者皕定めら矟てい矞㽷𤩍癁矟くらいの方疰利用してい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

 

不登校や策済こも三昨方や腰そ昨保護者作鷺燦主作対象碕して復学や社会参加昨支援燦行榊ていま際。  

訪問や個別面談腰自立支援碕して昨市ループワー屍腰家族会や保護者昨方向け昨プロ市ラ痔腰就労6162支援 

B 型作鷺様々作活動燦行榊ていま際。ま冴腰何栽昨活動に参加し作くても通うこ碕も埼済ま際。  

曜日に皿榊て活動不容歳異作三腰参加際傘方昨タイプも変わ榊て済ま際。 

ま剤は斎連絡ください。訪問燦希望さ参傘方埼も腰保護者昨方作鷺碕や三流三燦行い準備してい済ま際昨埼腰

保護者昨方だけ昨相談も埼済ま際。  

市ループワー屍参加は腰い済作三参加際傘昨埼は作く担当昨相談員碕話し合い作歳晒考え決薩てい済ま際。 

合うも昨歳無い時は腰別昨機関燦紹跳させてい冴だくこ碕もあ三ま際昨埼斎晧心ください。 

対象に特に定薩はあ三ませ珊。相談は多く碕も溫ǖ回程度昨時ース埼お願い燦していま際。  

市ループワー屍作鷺毎日通榊てい傘方は 10 ～15 隣程埼腰プロ市ラ痔あ冴三 2～5隣昨方歳参加していま際。  

活動昨詳しい不容につ済ましては腰法人次ー痔時ー施や託ぇ斎連絡先へお気軽に斎連絡ください。 

＜訪問＞ 

基鑚的にスタッフ 1 隣埼会いま際歳腰2 隣以琢埼会うこ碕もあ三ま際。 

＜居場所＞ 

毎溫火曜日 13:30～ 毎回 10 隣以琢昨方歳参加していま際。 

＜家族会＞ 

月ǖ日曜日 13:00～ 毎回 10 隣程度昨方歳参加していま際。 

＜人形劇＞ 

毎溫土曜日 15:00～ 毎回：10 隣程度 

＜清掃滋ランテ伺ア＞  

毎溫金曜日 14:30～ 毎回 7 隣程度昨方歳参加していま際。  

＜七色屍ロー飼ー(絵蛩済サー屍ル)＞ 

毎溫月曜日 13:30 年に 2～3 回腰長崎市不埼開催さ参傘イ持ントにて物販燦行榊ていま際。  

＜心澄団晒珊＞ 

毎月第 2 金曜日 17:00～ 毎回 15 隣程度昨方歳参加していま際。  

＜心澄そ昨直(邑æ昨イ持ント等)＞ 

不定期開催 卒業生昨邊ま三や花見作鷺腰イ持ントに皿榊て 10～30 人程度昨方歳参加していま際。  

＜就労6162支援 B 型＞ 

月～金曜日 10:00～17:00 毎日 25 隣程度昨方歳来てくださ榊ていま際。  

＜来談  (心澄事務所昨利用者)＞  

月～金曜日 10:00～17:00 毎日 7 隣程度昨方歳来てくださ榊ていま際。 
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臽 窓口や開所日・開所時間癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 利用料金癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦥯 その他の伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

 

電話：095-807-4937 FAX：095-807-2361 

磁ール：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 (人形劇昨札) 

場所：長崎県長崎市馬か 48-1 長崎県市か闌会館馬か別館 3艹 

全て無料埼斎利用い冴だけま際。  

心澄は腰皆さま栽晒夌い冴斎寄附燦も碕に活動燦行榊てお三ま際。  

※事務所ま埼昨交通費や通信費作鷺昨実費につ済ましては斎負担ください。 

様々作スタッフや磁ン飼ー歳いま際昨埼腰お気軽に斎相談ください。  

  

興味歳あ傘方は団体次ー痔時ー施や字ロ市燦斎覧ください。  

活動やスタッフについて昨紹跳欄も斎菜いま際！  

  

<団体次ー痔時ー施>  

http://www.shinjou.cho88.com  

  

<団体字ロ市>  

ア磁字ロ：し珊載鮫う活動字ロ市  (活動昨様子やイ持ント情報燦掲載していま際)  

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

ア磁字ロ：NPO 法人  心澄  (心澄に通榊てい傘磁ン飼ー歳日々昨様子作鷺燦思い思いに書いていま際)  

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

  

Facebook 埼も情報燦æ信していま際。  

検索き面埼坤心澄墾燦検索♪検索♪  (*随▽｀*) 

 

人形劇購全肱手作り腔す 七色クローバー腔購 

消しゴム判子作りがブームに 

清掃在ランテ墾坤購 

地域貢教会腔活動し肱います 

団体剤ーム際ージへ飛びます 
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ゆ┡おす特別講演会れ合同説明会実行委員会 主催 

第ヅ回 定時制れ通信制高校等合同説明会 

％和 4年 10月 1日(土) 


