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本日のスケ秖ュ籞ル 

時 間 帯 内  容 

9：30 ～ 
 9：50 

○ 唄  付 

9：50 ～ 
 10：00 

○ 開会行～ 

 
1階 大会議室会場 ┿ントふンス 

10：00 ～ 
 10：15 

○ 定時れ通信制について 

定時制れ通信制高校等 

合同説明会 

10：15 ～ 
 10：30 

○ ひゾこ┢┪ 

10：30 ～ 
 10：45 

○ 心┈ズ┩だ 

10：45 ～ 
 11：00 

○ 進路選択 

11：00 ～ 
 11：15 

休  憩 

11：15 ～ 
 12：15 

○ 在校生のし┣┙┪場 

13：00 ～ 
 15：30 

午前中の講演会┈ 

実行委員会学校の動亶上映 

 

台注意点 

れ食～┏勵庁 2階食堂┲パ利用ください。 

 (食堂の営業┏休業してお┪ますがﾎ┿ントふンスにて弁当の販売がパピいます) 

れ講演会れ説明会共に入退場自亞┇す。いつ┇┢い┩してください。 

れ施設の都合上ﾎ15:30┲最終終了時刻┈させてい〞だゾます。 

 

進路┲決定す┫上┇ﾎポひ各学校の説明会れ合同相談会の情報┲活用さ┬てください。 

ま〞ﾎ後日学校へ訪問さ┬┫場合┏ﾎ必ペ～前に学校へ連絡し〞うえ┇訪問してください。
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今後の進路へ向けて 

ó 進路先について確認し〞いこ┈ 

 

 

ó 全日制高等学校┈┏れれれ 

 全国┇最┢数が多いのが全日制課程┇ﾎ中学校┈同様のイメろ[┇す。毎日朝ズ┩ 1日教育活

動が行わ┬ます。授業┏日れ噤日や夏休┟┊┉の長期休暇┲除い〞腦 5～6日が基本┇ﾎ1日 6

時間程度の授業があ┪ﾎ基本的に┏毎日学校に通┃て授業┲唄けます。 

 修業年限(在籍し┊け┬┐┊┩┊い期間)┏法脂┇定┡┩┬ﾎ3年間┇す。 

 

 

ó 定時制高等学校┈┏れれれ 

 時間帯┲区ε┃て学習す┫のが定時制課程の特長┇ﾎ夜間の場合 1日に 4時間程度の授業┲行

うこ┈が多くﾎ4年間┇卒業す┫こ┈┲基本┈す┫時間設定に┊┃ています。時間帯＃外┏ﾎ全

日制┈殆┉変わ┪ませ┳。定時制高校が指定す┫授業れ講斎┇衣位┲嘘得す┬┐ﾎ3年間┇卒業

す┫こ┈┢嬰能┇す。 

 定時制┈いえ┐ﾎ夜間のイメろ[が強い┈思いますがﾎ昼間部┊┉の課程┲持つ高校┢あ┪ﾎ

3年┇卒業す┫こ┈が┇ゾます。通い方┏他の全日制高校┈変わ┩┊いこ┈が長崎の特徴┇す。 

 

 

ó 通信制高等学校┈┏れれれ 

 通信に┨┫教育┲行う課程┇ﾎ修業年限┏ 3年＃上┈定┡┩┬ています。 

 通信制┏ﾎ個々に合┃〞ペろス┇学習しﾎ卒業資格┲嘘得す┫こ┈が┇ゾ┫〞┡ﾎ働いてい┫

人やÖ登校の人ﾎ中退し〞人ﾎ学業Ö振者に適しています。 

 まポろト(報告課題)ﾎス╆ろへン╇(面接授業)ﾎテスト┲通プて衣位┲嘘得していゾます。学年

制┨┪┢衣位制の学校が多くﾎ個々の進┡方┇学習┲進┡ていくこ┈が嬰能┊〞┡ﾎ最短┇ 3

年ﾎ在籍期間┲活用して 10年＃上ズけて卒業す┫人┢います。 

  

➤ 興味れ関心┏┉┳┊┈ころ┇すズ。 

➤ 精嘯面れ健康面の特徴やﾎ配慮す┙ゾこ┈┏あ┪ますズ。 

➤ 通学時間や距離┏┉う┇すズ。(近くが┨いズﾎあ┫程度離┬てい〞方が┨いズ。) 

➤ 所得衣位数┏規定＃上┈┬┫┨うに┊┃ていますズ。 

➤ 経済状況にあ┃〞┈ころ┇すズ。 

➤ 学費補助や奨学蕚┊┉の制度┲利用し〞い場合ﾎ利用┇ゾそう┇すズ。 
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ó サポろト校┈┏れれれ 

 通信制高校に在籍す┫生徒に対してﾎ早期(最短┇ 3年)┇卒業┇ゾ┫┨うにﾎ衣位嘘得ﾎ進級

等に必要┈さ┬┫支援┲行う民間の教育施設のこ┈┇す。 

 通信制高校の生徒┏自学自習┈┊┫の┇ﾎ挫折してしまう╈ろスやﾎ卒業ま┇に 5年＃上ズズ

┃てしまう╈ろス┢目立━ます。そうい┃〞生徒┲学習面ﾎ生活面ﾎ精嘯面┇サポろトします。 

 サポろト校┇┏ﾎ高校卒業資格嘘得の〞┡の衣位の認定┲行わ┊いの┇ﾎ通信制高校に同時入

学が必要┈┊┪ます。 

 

 

ó 高等学校卒業程度認定試験 (高認試験)┈┏れれれ 

 高校卒業程度の学力┲認定す┫〞┡の試験┇す。合格者┏高校卒業者┈同等の＃上の学力があ

┫┈認┡┩┬ます。大学れ短大れ専門学校の唄験が認┡┩┬┫だけ┇┊くﾎ就職や資格試験にお

いて┢ﾎ高校卒業┈同等┈して扱わ┬┫こ┈があ┪ます。 

 唄験┇ゾ┫方┏ﾎ当睹年度に満 16歳＃上に┊┫方┇ﾎ大学入学資格┲持┃てい┊い方に┊┪

ます。台高認試験に合格して┢ﾎ最終学迫┏あくま┇ﾘ中学卒業ﾙ┇す。 

 

 

ó ＜後ﾎ心がけ〞いこ┈ 

 

 

悗ワンポイント捩 衣位制┈学年制の違い 

 

 ﾘこ┳┊┏ペプ┣┊ズ┃〞…。ﾙ┈┊┩┊い┨うにﾎ学校説明会や合同相談会に┏
┇ゾ┫だけ参加す┫┨うにしまし┧う。 

 学校説明会や相談会の他ﾎ個別に学校見学や相談の対応┲してく┬┫学校┢あ┪ま
す。そういう場合┏ﾎ～前に連絡┲してﾎお願いして┟まし┧う。 

 在籍校があ┫場合┏ﾎ必ペ＜の担任の先生や進路指玄の先生に┏相談┲し┊が┩ﾎ
進路┲決┡ていゾまし┧う。 

進路先の学校┈だけ┇睾┲進┡┊い┨うに気┲付けてください。 

高卒資格の条件の 1つにﾘ各学校が定┡┫ 74衣位＃上┲嘘得す┫ﾙ┈あ┪ます。 

瓖単位制瓘 

授業科目┲衣位┈呼┐┬┫学習時間数に分けて修得していく方式┇す。 

学習す┫教科れ科目┲一定の決ま┪の中┇選┳┇時間割┲作┃ていゾます。 

瓖学年制瓘 

各学年┇の教育課程の修了┲繰┪返して学習していく方式┇す。 

学年パ┈に必要┊衣位数が決ま┃てい┫〞┡ﾎそ┬┲修得す┫┈進級┇ゾます。 
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参加定時制・通信制高等学校等 一覧 

ú長崎市 

○ 長崎勵立鳴滝高等学校 (定時制昼間部れ定時制夜間部れ通信制) 

ﾞ850-0011 長崎勵長崎市鳴滝 1-4-1 

TEL：095-820-0056 

せろてペろ[ http://www.news.ed.jp/narutaki-h/ 

最寄駅れうス停：新中劫電停 ズ┩ 徒歩 約 5分 

○ 長崎勵立長崎工業高等学校 定時制 

ﾞ852-8052 長崎勵長崎市岩屋亳 41-22 

TEL：095-856-0115 (£表) 

せろてペろ[ http://www2.news.ed.jp/section/nagasaki-th-t/ 

最寄駅れうス停：JR九号 長崎本線 道あ尾駅 ズ┩ 徒歩 約 10分 

○ こころ未来高等学校鰺広域通信制高等学校鯲 

ﾞ850-0822 長崎勵長崎市愛宕 3-19-23 

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

せろてペろ[ http://www.kokoromirai.ed.jp 

最寄駅れうス停：弥生ヶ丘ズ┩徒歩 約 3分 

○ ╆ふろ╆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 

ﾞ852-8134 長崎市大橋亳鰈鰒-鰒 (大橋校れ本部)  

ﾞ852-8137 長崎市若葉亳 1-鰈鰄 (文教校れ5 号館) 

TEL：095-847-0639  FAX：095-848-1656 

せろてペろ[ http://www.nodagakuin.jp 

最寄駅れうス停：ﾘ岩屋橋ﾙうス停½車徒歩約鰆分ﾘ岩屋橋ﾙ電停½車徒歩約鰆分 (大橋校れ本部)  

         ﾘ長崎大学前ﾙうス停前 ﾘ長崎大学前ﾙ電停前 (文教校れ5 号館) 

○ トふイ式高等学院長崎キャンパス 

ﾞ852-8154 長崎勵長崎市住衛亳 2-26‶ャンぉ┼けま住衛 2F 

TEL：0120-919-439 

せろてペろ[ https://www.try-gakuin.com/support_kyoten/nagasaki/nagasaki/ 

最寄駅れうス停：住衛電停 徒歩 1分ﾎ JR 西浦上駅 徒歩約 5 分 
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ú諫早市 

○ NHK学園高等学校 (通信制) 

ﾜ東京本校ﾝ 

ﾞ186-8001 東京都国立市富士見影 2-36-2 (東京本校) 

ﾜ長崎勵内ス╆ろへン╇会場ﾝ 

ﾞ854-0082 鎮西学院高等学校 長崎勵諫早市西低田亳鰆鰈鰆鰈番地鰆 

TEL： 0120-451-424鰺月～土ﾎ9:30～17:30台噤日れ特別休業日除く鯲 

Mail：せろてペろ[上に問い合わせく╀ろてがあ┪ます 

せろてペろ[ https://www.n-gaku.jp/sch/ 

最寄駅れうス停：JR諫早駅西瓜┨┪徒歩約鰆鰛分ﾎ』╆‶ろ約鰄分鰺破籠’方面へ鯲 

○ 希望が丘高等特別支援学校 (特別支援学校) 

ﾞ859-0401 長崎勵諫早市多良見亳化屋 986-6  

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

せろてペろ[ http://www2.news.ed.jp/section/kibougaoka-ss 

最寄駅れうス停：喜々津駅½車鰺徒歩鰆鰄分鯲ﾎ勵営うス喜々津駅通┪½車鰺徒歩鰄分鯲 

    諫早日赤病院前½車鰺徒歩鰈分鯲 

 

ú大村市 

○嘯村学園高等部 通信制課程サポろト校 おお┠┩学習セン』ろ 

ﾞ856-0807 

長崎勵大村市宮現路 2¢目 538-1  Mail：info@manabisya.com 

TEL： 0957-51-5329 

せろてペろ[ https://www.manabisya-oomura.com 

最寄駅れうス停：JR大村車両基地駅┨┪徒歩 7分れ 宮現路うス停┨┪徒歩 1分 

○ 長崎勵立大村高等学校 定時制 

ﾞ856-0835 長崎勵大村市久原鰆¢目鰄鰤鰆番地 

TEL： 0957-54-5713   Mail：omura-t@news.ed.jp 

せろてペろ[ http://www2.news.ed.jp/section/omura-t/index.html 

最寄駅れうス停：鰺最寄駅鯲大村駅れ鰺最寄うス停鯲ツ園入瓜 
 

ú島原市 

○ 長崎勵立島原高等学校 定時制 

ﾞ855-0036 

長崎勵島原市城内‖¢目鰆鰆鰒鰌番地  Mail：ｓ鰛鰌鰌鰛鰈＠news.ed.jp 

TEL： 0957-51-5329 

せろてペろ[ http://www.shimabara-h.ed.jp/shimako/index.php 

最寄駅れうス停：島原鉄道 島原駅 
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ú福岡勵 

○ 高宮学院れ高等部 (精華学園高等学校れ福岡中央校) (通信制) 

ﾞ815-0041 福岡勵福岡市萎区野間 1¢目 11-25-2F  

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

せろてペろ[ http://www.takamiya-gr.jp 

最寄駅れうス停：天嘯ズ┩：西鉄高宮駅 徒歩 3分 

                博多駅ズ┩：うス┇ 15分 野間四角½車 1分 

○ 一ツ葉高等学校 博多駅前キャンパス 

ﾞ812-0011 福岡勵福岡市博多区博多駅前 3-27-24 博多』ゃカビほ 2階 

TEL： 0120-083-259  Mail：fukuoka@hitotsuba.ed.jp 

せろてペろ[ https://www.hitotsuba.ed.jp/ 

最寄駅れうス停：JR博多駅博多瓜ズ┩ﾎ博多駅前通┪徒歩 5分 

○ ほネサンス高等学校 博多キャンパス鰺通信制鯲 

ﾞ812-0011 福岡勵福岡市博多区博多駅前 1-23-2 ParkFront博多駅前一¢目 2F 

TEL：0120-816-737/092-433-8271    Mail：kazynezawa@broadmedia.co.jp 

せろてペろ[ https://www.r-ac.jp/ 

最寄駅れうス停：博多駅ズ┩徒歩 5分程 

 

ú熊本勵 

○ 勇志国際高等学校 天草本校 (通信制) 

ﾞ866-0334 熊本勵天草市御所浦亳牧島鰆鰌鰮鰄−鰒 

TEL：0969-67-3911 Mail：yushi@yushi-kokusai.jp 

せろてペろ[ http://www.yushi-kokusai.jp/ 

最寄駅れうス停：お問い合わせください  

○ やま┈高等学校 

ﾞ861-3902 熊本勵上益城山都亳滝上 223 

TEL：0120-333-053    Mail：info@yamato-hs.ed.jp 

せろてペろ[ https://www.yamato-hs.ed.jp/ 

最寄駅れうス停：お問い合わせください 

  

6



ú沖縄勵 

○ N高等学校れS高等学校 (通信制) 

<N高：沖縄伊計本校>   ﾞ904-2421 沖縄勵う┫ま市Ü那城伊計 224 

<S高：茨城つく┐本校>  ﾞ300-4204  茨城勵つく┐市作谷 578番地 2 

<通学コろス福岡キャンパス> ﾞ810-0004  福岡勵福岡市中央区渡辺通 2-4-8 

                     現学館ビほ 7階 

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

せろてペろ[ https://nnn.ed.jp 

最寄駅れうス停：<N高：沖縄伊計本校>  那覇空港ズ┩車┇約 1時間半 

    <S高：茨城つく┐本校> つく┐駅ズ┩車┇約 30分 

    <福岡キャンパス>  西鉄薬院駅ズ┩徒歩 1分 

 

úその他 

○ 親の会〞┳┝┝鰺登校拒否れひゾこ┢┪┲考え┫会鯲 

ﾞ850-0854 長崎市銀屋亳 2-16閏劫亳共同ビほ 401 

TEL： 095-829-2945(木曜午後の┟) 090-9723-2651(£表 閏豊 史子) 

Mail：nnsrb035@ybb.ne.jp 

せろてペろ[：http://oyanokai-tanpopo.sakura.ne.jp/ 

最寄駅れうス停： ﾔ路面電車ﾕ┡が┍橋電停½車 徒歩鰒分程度 

     ﾔうス停ﾕ 賑橋うス停½車  徒歩鰒分程度 

親和銀行前うス停½車 徒歩鰒分程度ﾎ中央橋うス停½車   徒歩鰄分程度 

市民会館前うス停½車 徒歩鰄分程度 

○ 袷多機関型地域包括支援セン』ろ 

ﾞ851-3212 長崎市琴海村挑亳 704番地 14 

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

最寄駅れうス停：長崎うス 村挑うス定 徒歩 3分 

○ 萎多機関型地域包括支援セン』ろ 

ﾞ850-0922 長崎市相生亳 1-17 メ『ンぉ田中 202号 

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

最寄駅れうス停：長崎うス 石橋うス停ﾎ長崎電気軌道 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』ろ 

ﾞ850-0056 長崎勵長崎市恵美須亳 4番 5号 

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

せろてペろ[ http://nagasakishi-shakyou.or.jp 

最寄駅れうス停：桜亳うス停れ桜亳電停 

○ 長崎勵子┉┢れ若者総合相談セン』ろ ゆ┡おす 

ﾞ850-0022 長崎勵長崎市馬亳 48-1 長崎勵市亳村会館馬亳別館 2階 

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

せろてペろ[ http://www.n-kodomo-wakamono.jp 

最寄駅れうス停：長崎うス 市役所前ﾎ長崎電気軌道 桜亳 徒歩 10分 
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定時制れ通信制高等学校等合同説明会 

参加学校鯔団体紹介 
 

 

 

台 アン╈ろトの回答┏ﾎ各学校ズ┩頂い〞┢の┲そのまま掲載しています。 

 

台 五十音順 
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