
N/８ 高等学校朔腰使ン祉実資紫詞碕通信制高校昨制燵燦活用裁冴新裁い高校埼際甑 

「01【 年開校碕擦坂新裁い学校埼際歳腰既削全校生徒朔 「0,000 隣燦超え崎い擦際甑 

教科書昨解説授業碕鴫治実詞提出燦資紫詞埼完結埼済傘冴薩腰学ぶ時間や場所作鷺燦

自便昨都合削合わ在晒参効率皿く勉強燦禍薩晒参擦際甑自便昨や三冴い祭碕削多く昨

時間歳使え腰寺竺市鹿璽ン市や大学溜験腰中学復習講燼作鷺豊富作資紫詞課外授業燦 

無料埼学冊擦際甑や三冴い祭碕燦見肴砕腰得意便野燦伸柵在傘環境埼将来削肴作歳傘学索歳埼済擦際甑 

各コ実旨碕雑腰一人策碕三削複数人昨磁ン祉実歳肴済腰映像学習や鴫治実詞昨禍捗状況朔磁ン祉実歳常削把

握裁腰状況削皿榊崎磁ン祉実歳仔詩飼使旨や児四竺実連絡燦裁擦際甑雑阪山珊生徒や保護者栽晒雑磁ン祉実

匙朔電話質磁実識質８せaげずθ校不８N８χ作鷺様々作手段埼い肴埼雑直接連絡燦流傘祭碕歳埼済擦際甑 

磁ン祉実昨児四竺実昨札作晒剤腰全国削い傘 N 高質８ 高生輪士歳資紫詞燦介裁崎繋歳傘祭碕歳埼済傘冴薩腰

生徒輪士昨相互児四竺実質相互刺激雑あ三腰学習面雑含薩示糸ベ実斯ョン仔紫寺削作榊崎い擦際甑 

資紫詞部活歳細栽珊埼腰全国高校対抗 ご 旨治実肢大会θ８TAG分:0χ埼 」 連覇燦果冴裁冴 ご-上たo三下上 部昨他腰

将棋部質人狼部質屍使枝研究会作鷺歳あ三擦際甑擦冴腰ニコニコ超会議不埼昨文尤祭や腰刀鍛冶質酪農質爾祉子質 

使始釣三作鷺様々作職業体験寺鹿ン雑用意裁腰式仔識昨使ベン詞雑楽裁殺祭碕歳埼済擦際甑 

懇資紫詞コ実旨昏年 】 日間程燵昨旨屍実式ン市質期鑽試験以外昨通学朔不要埼際甑普段朔資紫詞燦利用裁崎

高校卒業資格流得昨冴薩削映像授業燦溜講裁腰鴫治実詞燦提出い冴坂済擦際甑空い冴時間埼資紫詞質式仔識昨

様々作課外授業や使ベン詞削雑参加裁知見や友人関係燦広砦崎い砕擦際甑 

懇通学コ実旨昏寺竺施史屍詞学習質寺竺市鹿璽ン市質大学溜験講燼作鷺多彩作学索歳可能埼際甑溫 5質溫 」質溫 

1 コ実旨碕登校回数燦選冊腰学年途中埼昨コ実旨変更雑埼済擦際甑最初朔資紫詞コ実旨栽晒朔載薩崎途中埼通

学コ実旨削勉三替え傘祭碕雑埼済擦際甑福岡燦含殺全国削姿而ン歯旨歳あ三腰長崎栽晒通榊崎い傘在校生雑い

擦際甑「0「「年4月栽晒朔戻九州質鹿児島削雑新冴作姿而ン歯旨歳開校裁擦裁冴甑※提携昨学生寮雑あ三擦際甑 

懇士ン鹿使ン通学コ実旨昏I（T 肢実識燦活用裁好済作場所栽晒資紫詞昨学索場削集い腰対面形式昨市識実寺

ワ実屍燦繰三返際祭碕埼主体性碕行動力燦見肴砕傘祭碕燦目的碕裁冴コ実旨埼際甑鹿使児旨祉使識削合わ在

崎学習旨祉使識碕時間歳選冊擦際甑 

「「,「【】 隣θ「0「「 年 【 月現在χ甑約 「 割昨生徒歳通学コ実旨埼学珊埼い崎腰福岡姿而ン歯旨削朔約 150 隣歳

在籍裁崎い擦際甑い剤参昨コ実旨雑腰普通昨学校昨枠削朔擦晒作い生徒腰寺竺市鹿璽ン市や旨治実肢腰屍式嗣使至

伺字作鷺昨便野埼自晒昨目標燦明確削裁崎禍珊埼い傘生徒腰祭参栽晒自便昨夢燦探裁崎い済冴い生徒腰中学

校質高校埼裁柵晒く学校碕昨距離燦置い崎い冴生徒作鷺腰個性豊栽埼多様作生徒歳在籍裁崎い擦際甑 

定時制 学校隣膅N 高等学校籗ピ 高等学校䐢 

○瓖定時制籗通信制高校合輪説明会瓘癉係わ矞事前アンケ籞ト 

 

臤 学校癮特色癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

𦣪 学力面𤩍メンタル面癮フォロ籞癉瘨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瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

臽 学校癉皕癁癮瞟う𤺋通い方疰あ矞㽷教えてく瘛さい璒 

  

臿 生徒皕何人く瞢いいます㽷璒 ま瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 
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懇単位制質通信制課程θ資紫詞コ実旨χ昏標準履修示視識θ「5 単位χ埼普通科θV７ 機器質歯ソコン質旨爾ホ

作鷺燦用い傘学索方χ坂碕年間約 」【 万付腰普通科ベ実斯紫屍θ歯ソコン質旨爾ホ作鷺燦用い傘学索方χ埼約 

「4 万付埼際甑就学支援金最大適用時昨実質負担巸朔 1 年間埼約 】 万付腰」 年間埼約 「1 万付碕作三擦際甑 

懇通学コ実旨質士ン鹿使ン通学コ実旨昏琢記単位制質通信制課程昨学費削加え崎腰各コ実旨授業料質施設設備

費等歳必要作三擦際甑詳裁く朔坤募集要項墾冊子雑裁く朔公式サ使詞削崎斎確認く坂細い甑擦冴腰教材碕裁崎

賜実詞歯ソコンθMaげBooずχ燦使用裁擦際昨埼腰各通学系コ実旨燦選択細参傘際削朔斎用意燦採願い裁擦際甑 

※資紫詞コ実旨削視飼使旨昨指定朔あ三擦在珊甑旨爾実詞児四ンや祉字鴫紫詞端鑽埼雑学冊擦際甑 

■入学試験 

懇資紫詞コ実旨質士ン鹿使ン通学コ実旨昏書類選考昨札 

質W分B 出願時削記入い冴坂く志望動機碕将来昨目標 質学校作成書類θ調査書等χ 

懇通学コ実旨昏書類選考質面接質課巠作文昨 」 点埼総合的削判断 

■入学時期 

新高 1 資紫詞コ実旨質通学コ実旨碕雑 9 月 」0 日皿三出願溜付中甑 

※転入質編入削肴い崎朔託記坤設問Ş墾参照甑 

質新入学質編入学：4 月質】 月質10 月質1 月昨年 4 回甑 

質転入学：随時θ毎月χ甑冴坂裁腰最終転校溜入月朔一年次質二年次歳 1 月腰濯年次歳 1「 月埼際甑 

※入学希望月昨前月 15 日擦埼削腰W分B 出願碕学校書類昨送付燦採願い裁擦際甑 

※選考方法朔琢記坤設問Ś墾参照甑 

禍路朔大学や専門学校匙昨禍学腰就職腰起業腰海外留学作鷺様々埼際甑 

当学園朔札作細珊昨坤や三冴い祭碕墾燦応援裁擦際昨埼腰札珊作碕一緒削歩珊埼い済擦裁鮫う甑 

「0「1年燵昨禍路割合朔 大学 」「.「0% 専門学校他 「【.5】% 就職 9.14% そ昨他留学や浪人作鷺甑 

「 ヵ年昨主要大学合格実績 東京大学腰筑波大学腰慶応義塾大学腰早稲田大学腰立命館 APU腰電気通信大学 

作鷺甑九州大学や長崎大学作鷺昨地元大学匙昨合格雑あ三腰擦冴海外大学削雑多数昨生徒歳合格裁崎い擦際甑 

※大学合格実績や就職実績朔公式サ使詞削雑掲載裁崎い擦際甑 

N 高質８ 高朔腰資紫詞昨時代削誕生裁冴腰新裁い学索昨旨祉使識燦提供際傘学校埼際甑将来削向砕崎夢中削作

榊崎い傘祭碕歳あ傘人や腰や三冴い祭碕歳擦坂決擦榊崎い作い人雑腰当学園昨多彩作寺竺市鹿痔燦活用裁崎

新裁い鑷来燦見肴砕崎く坂細い甑斎不明作点歳あ参柵託記昨問い合わ在先擦埼採気軽削斎連絡く坂細い甑 

児式実私使耳識 01「0-0「5「-15 磁実識 上つたたo三下@nnn.aげ.すた 

𦥯 一年間癉㽷㽷矞金額癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

舄 入学試験や入学癮時期癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

𦧝 転入籗編入癮時期や𤩍方法癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

舙 卒業生癮進路皕癁癮瞟う癉𤺋瘥てい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

臤𦣝 そ癮他癮伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

詳細削肴い崎朔腰学校削採問い合わ在く坂細い甑 
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♦学力面 

樫鎧覚個別殻放送視聴撹教科書拡学習鞄始鰍樫該禾馨穫後禍翫間ー漢殻挑戦【【 

分階滑核い問題覚個別殻サ間ー漢禾中学穫振葛返葛潟拡凱樫該禾 
♦韓ンタ岩面 

定期的核面談柿け拡覚核く禍日々穫悩橿喝将来穫こ撹殻嚇い廓随時禍面談鞄蓋廓い樫該禾 
 

通信制  学校隣膅 神村学園高等部サポ籞ト校 疢疢む瞢学習センタ籞 䐢 

○瓖定時制籗通信制高校合輪説明会瓘癉係わ矞事前アンケ籞ト 

 

臤 学校癮特色癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 学力面𤩍メンタル面癮フォロ籞癉瘨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瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 学校癉皕癁癮瞟う𤺋通い方疰あ矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臿 生徒皕何人く瞢いいます㽷璒 ま瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

 

♦寛間ー棺穫強豪校撹蓋廓全国的殻潟有名核鹿児島県穫神村学園高等部穫サ間ー漢校拡該禾 
♦自由殻選べ褐巻ー寛 ： 週⻆～割日拡無理穫核い登校寛タ鴨岩鞄選択拡凱樫該禾 
♦プ贋穫講師殻渇褐プ贋官ェ寒漢授業 : 料理・玩乾・書道・美術・PC・紗 to表現 

♦毎月開催穫特別授業 : 個性豊階核勧寛漢講師鞄招凱禍多様核テー閑拡未来鞄考え褐凱劃階け殻・・・ 
♦安心穫サ間ー漢 ： 日々穫翫間ー漢覚潟蛎且株禍就職・進学禍韓ンタ岩鞄サ間ー漢禾 

♦文化祭 ： 生徒貝企画・運営蓋廓い樫該禾管ン澗喝書道簡フ刈ー閑ン寛核格穫日頃穫授業穫発表喝展示禍楽蓋い勧ー陥巻ー潅ー 

核格禾来場者潟生徒自身潟楽蓋鰍褐一日拡該禾 
♦寛間ー棺大会 ： 管寛勘桓漢鑑ー岩禍管澗関ン漢ン禍卓球禍管翫ー核格自分穫好凱核寛間ー棺鞄選株拡禍橿株核拡楽蓋橿樫該禾 
♦全員登校日 ： 月殻一度禍全員登校日鞄設け廓い樫該禾馨穫日覚様々核分野階滑勧寛漢鞄開招凱蓋廓い樫該禾 
             運例雲我大村市長撹穫蓋割べ葛場牙我閑官桓寒完巌ー牙我多様性殻嚇い廓牙禍我性教育牙禍我閑潅ー鎌桓プ講座牙核格 

♦徒歩・自転車・原動森付自転車・ＪＲ核格様々拡該禾 
 

♦長崎喝佐世保禍島原方面階滑通劃廓い褐生徒潟い樫該禾   
(大村車両基地駅階滑徒歩７分) 

新入学生禍転入学生合わ骸廓轄概人程度拡該禾 
運曜日選択制穫垣鰍 20人/日程度雲 
転入学生覚随時禍入学蓋廓い樫該禾 
 

元気核生徒禍開撹核蓋い生徒禍様々核生徒貝馨轄蛙轄穫貫ー寛拡学株拡い樫該禾 

昊天宮穫目穫前拡該【 

毎月禍様々核官ャン岩穫講師鞄開招凱蓋廓い樫該禾 

寛寒ー眼ン刊穫体育穫授業【街割株け株列車禾 寛間ー棺大会覚好凱核潟穫鞄楽蓋橿樫該【 

2022夏穫寛寒ー眼ン刊禾鹿児島県い蛎凱串木野市殻廓 
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𦥯 一年間癉㽷㽷矞金額癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

舄 入学試験や入学癮時期癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入籗編入癮時期や𤩍方法癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

舙 卒業生癮進路皕癁癮瞟う癉𤺋瘥てい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

臤𦣝 そ癮他癮伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

詳細については腰学校にお問い合わせください甑 

芽初年度蛾 入学選定料 10,000円 ・ 入学金 50,000円 

芽年  額蛾 施設設備費 45,000円 ・ 授業料運登録該褐単位穫数拡異核葛樫該雲 ・ 教科書 ・ 翫間ー漢代 

芽月  額蛾 センター利惷料 

       週 4日：33,000円  週 2日：22,000円   週 1日：11,000円  ×在籍月数分 

芽馨穫他蛾 寛寒ー眼ン刊費惷 60,000円程度/年 ・ プ贋官ェ寒漢授業殻階階褐実費等 

確固 

 

【試験蛾作文・面接 

 

芽時期蛾割月・杮概月 

♦転入学 

芽時期蛾 随時  芽試験蛾 作文・面接 

 

♦編入学 

芽時期蛾 割月・杮概月  芽試験蛾 作文・面接 

 

昨年度覚四年生大学禍短期大学禍専門学校核格殻進学蓋廓い樫該禾運神村学園穫指定校推薦枠あ葛雲 
就職・鎌岩管鴨漢穫生徒潟い樫該禾 
 

樫垣禍社会殻出褐経験撹蓋廓禍在学中殻鎌岩管鴨漢鞄推奨 

蓋廓い樫該禾鑑癌ンテ噛鎌活動禍職場体験潟可能拡該禾 

従来穫我教え褐牙我教え滑轄褐牙教育階滑一歩進株柿我多様核樫核郭牙穫寛タ鴨岩鞄常殻意識蓋廓い褐 

サ間ー漢校拡該禾同時殻禍こ轄階滑穫人生鞄自分拡考え禍一歩鞄踏橿出該手助け鞄蓋廓い樫該禾 
開開梶滑学習センター覚従来穫我学校牙撹いう寛タ鴨岩殻撹滑わ轄鎧禍自由拡自立蓋垣生凱方鞄 

学ぶ場所鞄目指蓋廓い樫該禾 
浬較禍一度開開梶滑学習センター殻見学殻来廓禍見廓禍触轄廓禍馨穫雰囲気鞄体感蓋廓く柿さい禾 
ここ殻来垣こ撹貝禍何階穫寛ター漢穫凱劃階け殻核劃垣滑いい核撹思劃廓い樫該禾 
 

文化祭穫目玉穫管ン澗演奏 

文化祭苅ープニン刊覚書道簡フ刈ー閑ン寛禾 

2021年度文化祭 実行委員 

フ眼ー寛寒ー岩穫中学生撹放課後瓦フェ 

美術穫授業禾簡翫ー澗穫旗各く葛 

鎌桓漢還ー陥核卒業式禾橿株核笑顔拡卒業蓋廓い凱樫該禾 

瓦フェ喝学童禍様々核場所拡職場体験 

私垣蛎寛タ桓フ貝サ間ー漢蓋廓い樫該【【 

※該べ廓消費税貝別途必要拡該禾 
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通信制 学校隣 膅 クラ籞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 䐢 

○瓖定時制籗通信制高校合輪説明会瓘癉係わ矞事前アンケ籞ト 

 

臤 学校の特色癉瘨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瘨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瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

次むだうへ充実こつぼ】└ぽビ└ぽほ参加はっまし5 
海外研修旅行[中国4韓国¥4国内研修旅行[東京¥4博物館見学日帰づ┞┇旅行[福岡¥4LOæ̂ ¯̂S ろむ出展4 
文化祭4┇┫ー┒大会4┋┣┖┪ー┹大会4┪[┸ン‒大会4┞ー┧キュー大会4YÈÎÇg AÅeËiµ²ÇÌ 長崎公∝4 
ゃくべと見学4┷ンタン┣]┇└ぽ┞┹見学4美術館見学4博物館見学4へふへふ楽こい行事ょ盛づてくくべはし5 
写真め一例はし5行事はめ生徒ょ企画・運営こ4主体的ほ活動このいまし！[現在め新型コ┻┘[〝┹┇感染拡大防止
む為4実施可能へごむゅぢ実施このいまし5¥ 
 

 

 

小・中学校む勉強ほ不安ょあで方ご4たむ復習ゅぢ取づ組げで┅┇└┮ょあづまし5 
充実こつ ıe³ 学習┅┇└┮は4場所ぷ選もすほ4ふかはご学習や課題ほ取づ組ぐかひょ 
はっまし5授業や課題はわゅぢへいひかばめ4質問ょはっまし5 
大学受験・大学入学共通└┇┖む対策め4›¤ 年ぷ超えで実績ょあで大学予備校野田┊┭ 
┘ー┹ょ┣〉┻ーこまし5大学入試改革ほご対応こつ4受験対策ぷこのいまし5 
保護者面談や三者面談ぷ定期的ほ実施こ4学校や家庭はむ学習・生活む相談ぷ受えまし5 
生徒ひ教師ひむ距離ょ近く4生徒むとぞにひこつ変化ほご気ねっ4┣〉┻ーぷこのいまし5 

○選わで】┷┇  ～全日型】┷┇・通信】┷┇・予備校コー┇～ 登校日数ぷ週 « 日4週 fi 日選択・変更可能はし！ 
○学よ直こゅぢ大学受験まは4こにゅづ学わまし5 ～予備校コー┇はめ難関大学受験対策ごはっまし！～ 
○多彩へ学習┥┻‒┷┮  ～教科学習・多彩へぼ】└ぽビ└ぽ・社会貢献活動・資格取得・海外研修へふ～ 
○確実ほ進級・卒業・進学ぷ目指せまし5 ～学習面む┣〉┻ーぷ確実ほ行にのいまし！～ 
○生徒む状況ほ合わせつ4万全へサ┫ー┖体制ょあづまし5 ～自分ほ合につ高校生活ぷ送でかひょはっまし！～ 
創立 «¤ 年ぷ超え4“¤¤¤ 名以上む卒業生ぷ送づ出このいまし5生徒む卒業4たこの進路実現むつげ4教職員ょ一丸ひ
へにの┞┑】ぼ┑┥こまし5 

韓国・┋[┹ほ研修旅行ほ行っま
こつ5世界む動っぷ肌は感さまこ
つ！ 

┪[┸ン‒大会む様子はし！ 
楽こく体ぷ動ゅこまし！ 

調理実習む様子はし5生徒む発
想やぼ〝┕ぼぷ大事ほこの4取づ
組べはいまし！ 

毎年参加このいで LÈÏe ¯eÌ
はむゆひコ┬はし5充実む «
日間はし5 

授業む様子はし5生徒ほめ英語む
名前ょ付いのいまし！ 

検定試験対策講座む様子は
し5毎年多くむ生徒ょチャ┺ン┆
この合格このいまし5 

成こ遂おつ！ 卒業式！ 
在校生ご準備ゅぢ頑張にの4卒業生
ぷ送づ出こまし5 

新入生歓迎！  
入学歓迎式む様子はし5 

ıｅｂ学習め4小中学校む学よ直
こコン└ン┒ご充実！自分む┨ー
┇は学習はっまし！ ┇┬┩やタ
┤┺┑┖はご学習はっまし！ 
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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 生徒皕何人く瞢いいます㽷璒 ま瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

𦥯 一年間癉㽷㽷矞金額癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

舄 入学試験や入学の時期癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入籗編入の時期や𤩍方法癉瘨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 

詳細癉瘨いて皕𤩍学校癉疢問い合わせく瘛さい。 

野田国際高等学院め4́iÏeËÌiÍy[多様性¥ぷ認げ4実現このいで学校はし！ 
g優こく楽こい学校hょ校訓はし5 海ご山ご川ごキャン┟┇てひ考えのいまし5 
教科む学習めごとばべ4教科ほひぢわどへい学習ぷしでぼ】└ぽビ└ぽ4 
社会ひむぬへょづぷ感さで社会活動4学習成果ぷ生ゅせで検定試験へふ4 
いばいばへかひほチャ┺ン┆しでかひょはっで環境ょ整にのいまし5 
g世界む中む自分hぷ感さへょぢ4充実こつ学校生活ぷ4ひごほ送づまこぞう！ 
“¤§“fi[土¥4“«§ﾂ[土¥ほめ《ー┥ン┇】ー┹ぷ実施こまし5そゆき参加くてくい！ 

学校め大学進学ぷ中心ほ進路指導ぷ行にのいまし5可能性ぷ最大限発揮この4進路ぷ定げのいにのほこいひ考えのい
まし5たむつげ4大学ろ進学しで生徒ょ多いはし5卒業生め国内む大学や海外大学ほ進学ぷこつづ4俳優や┞ン┗は┯
┆ャー┕ビューこつづ4漫画家ひこの活躍こつづ4自分む個性や特技ぷ生ゅこの4国内外多方面は活躍このいまし5 
＜進路・合格実績[一部抜粋¥＞ 
〇国公立大学：京都大学4一橋大学4長崎大学[医¥4九州大学4千葉大学4熊本大学4九州工業大学4岩手大学4 埼玉大学4茨城大学4富山大学4福井大学4愛媛大学4山口大学4長崎大学4佐賀大学4宮崎大学4 鹿児島大学4札幌市立大学4県立広島大学4北九州市立大学4長崎県立大学4福岡県立大学4 福岡女子大学4芸術文化観光専門職大学ほゅ  〇私立大学：慶應義塾大学4早稲田大学4上智大学4藤田医科大学[医¥4中央大学4明治大学4立教大学4青山学院大学4 法政大学4関西学院大学4関西大学4同志社大学4立命館大学4明治学院大学4成蹊大学4神戸女学院大学4 同志社女子大学4西南学院大学4福岡大学4福岡歯科大学4久留米大学4長崎国際大学4長崎純心大学4 活水女子大学 ほゅ  

転入ほぬいのめ4かどまはむ在籍校はむ出席状況や試験む受験状況ほだにの受え入ど時期ほ違いょあづましむは4個
別ほ相談ぷゃ受えこまし5 
手続っめ4個別説明会ほ参加 ⇒ 在籍校ほ書類作成依頼・出願書類作成 ⇒ 入学選抜[面接¥ む順ほへづまし5 

前期選抜4中期選抜4後期選抜ょあづまし5方式ほだにの試験内容め異へづまし[面接4作文4基礎学力検査へふ¥5 
中学校ﾂ年生む方ほぬいのめ4ﾀﾁ月５日ゅぢ出願はっまし5選抜め個別検査はし5詳細め募集要項ぷき確認くてくい5 

初年度4入学金ぷ含げの fifi8,¤¤¤ 円はし[就学支援金適用後¥5 
« 年次以降め ››‹,¤¤¤ 円はし5他4教材費へふほぬいのめ募集要項ぷき確認くてくい5 

野田国際高等学院ほめ4“¤¤ 名ぷ超えで生徒ょ在籍ぷこのいまし5 
生徒め4理由め様々はしょ4小学校4中学校4高校は不登校ぷ経験このいでかひょ多いはし5年代め高校生む年代は
し5野田国際高等学院ほ入学こ4居場所ぷ見ぬえ4元気ひ自信ぷ取づ戻こ4学校生活ぷ送にのいまし5 

毎日授業ぷ受えでかひごはっましこ4週 « 回授業ぷ受えでかひごはっまし5週 « 回む場合4授業以外む日ほ自学ほ登校
しでかひごはっまし5登校む日数め4学期む途中はご変更ょ可能はし5 

世界銀行勤務む ̂Ëiµ² 先生む国際
理解む授業 
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通信制               学校隣膅 ここ矤未来高等学校 䐢 

○瓖定時制・通信制高校合輪説明会瓘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 

会自分てけむ┇┍〝┹・ペー┇は通学・学習ょはっがし5 
解専門学校ょ‒┹ープ校てゅぢかそはっで多様へ専門カ┸キュ┷┮ょ受講可能はし5 
回1年生め入門授業は基礎学力む定着ぷ目指こがし5 
塊高い卒業率ひ豊富へ進路実績[令和三年度卒業率 98％¥ょあづがし5 
壊登校ょ不安へ生徒へ補習む実施や訪問支援等む充実こつフ〉┻ー体制ょあづがし5 
廻前籍校む単位・在籍期間ぷ活ゅこ4転・編入学ょ随時可能はし5 
 

会30名以下む】┷┇編成ぷ基本ひこの4個人む能力や特性ほ応さつ指導ぷゃかへっのいがし5 
解┇】ー┹カウン┉┷ーょ週ほ 1～2回勤務こ生徒4保護者む相談ほ応さのいがし5 
がつ令和元年度だづＳＳＷ[┇】ー┹ソーシャ┹ワーカー¥ご常勤このいがし5 
回学園‒┹ープ内ほﾖﾘﾗ法人全国ゆげ未来支援協会ぷ設け4定期的ほ事例検討会や研修会ぷゃかへうかひは教員む 

┇キ┹ぼ┑プ向上ほ寄与しでひ共ほ関係機関等ひむ連携ぷ強化このいがし5 
塊平成 30年度だづ訪問支援ぷ実施このいがし5欠席ょ増えのっつ生徒や4悩ぎぷ抱えのいで生徒へふぷ対象ほ希望ょあど
も自宅ぷ訪問こ学習支援やカウン┉┸ン‒等ぷゃかへいがし5 

 

[学校行事・生徒会活動¥ 

体育祭4平和学習4歓迎遠足4文化祭へふ全日制高校ひ変わぢへいつくくべむ行事ょ予定くどのいがし5 
※年間ﾀｿ単位[時間¥以上む参加ぷ目標ひこがし5 
※動画配信ほだで活動ごあづ気軽ほ参加はっがし5 

[部活動※同好会含ぐ¥ 

・e┇┫ー┒部  

・卓球部 令和四年度創部！！  

令和四年度全国高等学校定時制通信制大会全国大会出場 

・┞┗┭ン┖ン部 令和四年度全国高等学校定時制通信制大会全国大会出場 

・美術同好会 令和四年度活動┇┍ー┖！！  

・SDGｓ同好会 令和四年度活動┇┍ー┖！！  

 

通学┇┍〝┹め 3コー┇ゅぢ自分ほあっつ┇┍〝┹ぷ選択はっがし5        

・ウぽー】┕〝コー┇…週ﾃ日[月～木曜日¥登校5午前中め教科む授業4午後ゅぢめ選択授業む受講ょ可能5 
※午後む選択授業め月曜日・火曜日・木曜日ほ実施5 
※水曜日め午後ご教科む授業や特別活動へふょ行わどがし5 
・┒ ー ┕ 〝 コ ー ┇…週 2～1日[金曜日＋平日午後む選択授業 1日¥登校5 

少へい登校回数は高校卒業ひ同時ほ専門知識・技術ぷ習得5 
kビュー└ぽ選科[┯〝】・ネ〝┹¥，整体┇┫ー┒選科[┪┕ぽ｠ぼ・整体療法¥，医療・介護事務 

選科，美容師選科，┎ン┇選科，〈ン┍└〝ン┯ン┖選科，映像制作選科，┟ソコン選科l 

・在宅通信制コー┇…月 2回程度む登校日ほ加え4夏[7月¥冬[12月¥ほ集中┇】ー┸ン‒ぷ実施5 
※通学┇┍〝┹めﾀ年毎ほ見直こ[変更¥しでかひごはっ4全コー┇ﾂ年間は卒業ぷ目指こがし！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度 

体育祭映像 

めかとぢゅぢ 

16



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 

 

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 

 

詳細癉ついて皕𤩍学校癉疢問い合わせく瘛さい。梱ǹŤ５Ḿ８ǘǘḾŚŚǚǚ混 

554名[令和四年 8月 1日現在¥ 
一見生徒数ょ多いだうほ感さがしょ4かむ生徒数ょウぽー】┕〝4┒ー┕〝4在宅通信制4連携校[夢未来高等学院¥ほ 

通学コー┇ょ別ど4くぢほ細ゅく】┷┇ょわゅどでつげ落と着いつ環境は学ぶかひょはっがし5がつ広域通信制高校はあづ4  

47都道府県ゅぢ入学ょ可能はあづへょぢ約 85％ょ長崎県内ほ在住しで生徒はし5 

・入学金[全コー┇¥ 100,000円 母子父子祖父母孫家庭・兄森姉妹在学等む場合ﾂ万円免除 

・授業料：在宅通信制コー┇ 372,000円／年～ ※2ょかむ金額ゅぢ差こ引ゅどがし5 
 ウぽー】┕〝コー┇4┒ー┕〝コー┇め面接指導[教育活動¥充実費へふょ別途必要5詳細め募集要項ぷき確認くてくい5 
※1 そむ他4教材費4印刷・通信費4体育活動費4制服代等ょ必要ほへづがし5 
※2授業料め就学支援金支給額ぷ差こ引いの[実質負担金¥請求いつこがし5[定げぢどつ基準ぷ満つし場合¥ 

     授業料む中ゅぢﾀﾀﾇ，ﾇｿｿ円／年ごこくめﾁﾈﾆ，ｿｿｿ円／年ょ保護者む標準課税額ほだづ算出くど差こ引ゅどがし5 
[就学支援金ほ関この4詳こくめ文部科学省む webサ〝┖ぷき確認くてくい5¥ 
 

 

・日程[時期¥→ 募集要項参照 

[転入学¥随時 

kﾀ・ﾁ年生む場合lﾃ月ﾀ日～ﾀ月ﾀ日がは随時受付  kﾂ年生む場合lﾃ月ﾀ日～ﾀｿ月ﾀ日がは随時受付 

転入学む場合4卒業時期ょ遅どへい可能性ょ高く転入生む受け入どめ毎年人数ょ増えのいがし5 
[編入学¥ﾃ月・ﾀｿ月 

■転入・編入学む流ど 

会個別相談会参加[在籍このいで高校む許可ょ必要はし5¥ 
→ 解授業見学[希望者むぎ¥ 
→ 回出願4面接試験[そむ他¥  

→ 塊合否発表4登校開始 

 

何ひ言っのごi長崎む学校jはあでかひ！！ 
┇】ー┸ン‒等は県外へ行く必要めごとばべへく4┺┫ー┖む提出や進路相談等ほご┇┮ー┈ほ対応しでかひょはっがし5 
がつ4‒┹ープ内ほ専門学校ょあでかひは4高校卒業後む進学先ひこの検討しでかひご可能ひへっのいがし5 
がすめ是非一度4本校む生徒つとむ表情ぷ見ほ来のぎのくてくい♪                 

  

令和三年度 主へ進路実績 

   

 

 

 

 

 

 

学校説明映像 

めかとぢゅぢ 

 

 

 

令和三年度卒業式 

映像めかとぢゅぢ 

令和 3年度 

 

 

140名 年度内転入生受入 

17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信制    学校隣膅   高宮学院     䐢 

○瓖定時制・通信制高校合輪説明会瓘癉係わ矞事前アンケ籞ト 
膅精華学園高等学校𤩍福岡中央校䐢 

臤 学校の特色癉ついて教えてく瘛さい璒 

校舎は福岡埼際歳腰長崎市質諫早質轍世保質大闌質島原質雲珍質五島質西彼杵質廣岐質対馬作鷺昨生徒も 
多数在籍してお三腰月 1日質年 5日昨出席埼も高卒埼済傘昨埼腰ほ碕珊鷺昨方は通学していま際。 
                      
 

 

 

会特別活動昨一貫碕して腰年に 5～6回程度腰校外学習燦行榊ていま際。 
解学校行事は自ょ参加埼際昨埼腰邊団歳41手作生徒は靭席しても問巠あ三ませ珊。 
回校外学習は映き観賞質禍路相談会質雌イキン市作鷺様々埼際歳腰生徒昨性格質学年質居住地燦考慮し腰 
仲良く作参そう作生徒輪士燦輪載班にして腰先生冴阪歳お離署作三燦サ治ートしていま際。 

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 

会不登校昨生徒昨気持阪燦理解し冴琢埼腰指導していま際。 

 当校昨校舎長昨丸山も腰椌中学校昨夤腰不登校埼し冴。θ詳しくは腰学校案不燦斎覧くださいχ 
 中卒後腰５年間働済腰20歳過災て栽晒定時制高校に入学し腰通信制高校へ転校腰大検燦流得。 
 そ昨後腰27歳埼九州大学に合格しまし冴。θ大検→現在昨高卒認定試験χ 
 直に腰不登校栽晒国立東京外国語大学に合格し腰当校昨先生に作榊冴スタッフ歳いま際。 

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 

会超昨高校埼は腰出席不足質留年質休学質中-埼も腰学年歳遅参剤高卒埼済ま際！ 

 直校埼は学年歳遅参傘碕言わ参冴方埼も大沢彿埼際昨埼腰材策当校に斎相談ください。 

℧高 1埼転校質編入学際傘方歳一番多い埼際。高 1途中埼中-昨方埼も腰学年は遅参ませ珊！ 

℧超高 2腰高 1埼留年し冴方腰高 2昨途中埼中-し冴方埼も→ 超際犀高 2に作参ま際！ 

  ℧超高 3腰留年して高 2昨方腰高 3昨途中埼中-し冴方埼も→ 超年度腰高卒埼済ま際！ 
 
解出席は月 1日腰年 5日腰溫 1日～5日鷺参埼も自ょ作昨埼腰不登校質遠方昨方埼も確実に卒業していま際。 

回通信制高校昨中には腰県外昨鑚校埼年 1～2回腰5～7日間腰6人部屋埼宿泊して授業燦溜け傘高校も 

 あ三ま際歳腰当校は福岡昨いつも昨校舎埼出席埼済傘昨埼腰邊団生活埼昨泊ま三込札は必要あ三ませ珊。 

塊個別授業も充実してい傘昨埼腰人歳多い昨歳41手作方埼も大沢彿埼際。 

壊鴫治ート歳宿巠に作三ませ珊。授業中に鴫治ート燦しま際昨埼腰自宅埼鴫治ート燦し作くても大沢彿埼際。 

廻大学腰専門学校腰就職昨推薦も埼済傘昨埼腰将来昨禍路も広歳三ま際。 

 

解学力面埼は腰生徒策碕三一人昨学力質希望禍路に合わせて腰中学昨基礎栽晒埼もや三直して腰 
 実力燦つけていま際。ま冴腰椌論文や面接昨指導もしていま際。 

回磁ンタル面は腰磁ール質電話質お手㊎作鷺埼腰担当昨先生歳こま薩に連絡していま際。(複数担任制) 
個別埼昨斎相談は腰月～金だけ埼作く腰土日祝や夜昨時間帯埼も腰毎日対応していま際。 

 ま冴腰校舎長は腰精4/11保健福祉士昨専門学校も卒業してい傘昨埼カウンセ式ン市も万全昨対応埼際。 

出席は月 1日腰年 5日腰溫 1日～5日昨い剤参埼も自ょに選冊ま際。 
 会 1ヶ月に 1日 必剤しも毎月埼作くても大沢彿！ 
 解 年間 5日間  碕索碕索埼も腰連62して出席埼も OK！ 
   溫 1日～5日 通学日燦自ょに選冊ま際。 
月～金腰土昨札腰日昨札腰烋日碕土日昨04合せも OK。毎溫輪載曜日埼作くても大沢彿！ 
午前昨札腰午後栽晒出席埼も大沢彿埼際。 
少人数昨授業だけ埼作く腰個別埼昨授業も埼済ま際昨埼腰不登校昨方埼も確実に高校卒業していま際。 

坤学割定期墾以外にも 
出席歳少作い方は 
坤学割回数券墾θ通常昨半巸χ 
歳使えま際。 

回 
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当校昨校舎長昨丸山も腰椌中学生昨夤腰不登校埼し冴。θ詳しくは学校案不燦斎覧くださいχ 

生徒一人剤つ昨悩札昨多く燦腰学校長自身も体験していま際。 

人生燦禍薩て行くには腰何栽行動し作くては作三ませ珊。考え傘こ碕も大勉埼際歳腰頭昨中だけ埼 

考えていても市ル市ル輪載所燦回榊ていて腰作栽作栽結論は出ませ珊。 

一歩踏札出し冴晒腰や三冴い栽腰や三冴く作い栽腰際犀分栽傘こ碕もあ三ま際。 

勉強や禍学も済榊栽け昨一つ。こ昨相談会も一歩踏札出際チ而ンスに作榊てほしい碕思いま際。 

 

質入学試験はあ三ませ珊。中 3(新高 1)･既卒･高校在学中･高校中-昨い剤参昨方埼も⺿時入学可能埼際。 

質当校に 4月に入学際傘新高 1年生は腰ほ碕珊鷺歳中学不登校だ榊冴方埼際。 

質い榊冴珊全日制高校へ禍学し冴も昨昨腰全日制高校歳合わ作栽榊冴三腰出席不足に作榊て年度途中埼 
質転質編入学してく傘方や腰直昨通信制高校埼邑位歳流参作くて当校へ変わ榊てく傘方歳多い冴薩腰 
質生徒数はだ珊だ珊多く作榊てい済ま際。 

質生徒斎鑚人に学校昨雰噬気燦知榊てい冴だ済冴い昨埼腰生徒碕保護者昨学校見学燦お願いしていま際。 

月～金質土日祝質年鑽年始も見学腰相談埼済ま際θ要予約χま冴腰体験学習も 1溫間程度埼済ま際。 

質最徹 48,000付昨斎入金埼入学埼済ま際。 

質邑位費用燦全巸納入し作い碕入学埼済作い通信制高校もあ三ま際歳腰 

当校昨場合腰国昨就学支援金(返済不要)分燦前も榊て支給際傘昨埼腰 

年収 590万付以託昨方は腰年間昨邑位費用は無料 0付腰 

年収 910万付鑷満昨方ま埼支給しま際昨埼腰入学時昨負担歳少作い埼際。 

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 

3学年あわせて腰だい冴い 150隣く晒い埼際。穏や栽埼ま載薩作生徒歳多い皿うに思いま際。 

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 

質高校在学中昨方は腰-学せ剤に転校埼済ま際。休-学昨前にも斎相談ください。中-埼も可！ 

質超昨高校埼は腰出席不足質留年質休学質中-埼も腰学年歳遅参剤高卒埼済ま際！ 

 直校埼は学年歳遅参傘碕言わ参冴方埼も大沢彿埼際昨埼腰材策当校に斎相談ください。 

質前籍高校 ま冴は 超昨高校埼腰定期テスト燦溜けてい作い腰邑位歳作い腰出席死ロ腰休学埼も 

 高校昨在学期間碕して認薩ま際昨埼腰学年歳遅参剤高卒埼済ま際！ ま剤はお電話ください。 

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 

禍学 7～8割腰就職 2～3割く晒い埼際。 

大学質短大質専門学校昨推薦枠もあ三ま際し腰就職昨推薦も埼済ま際。θ就職率 100％埼際χ 

長崎大学θ経済学部χ腰千葉大学θ法譏経学部χ腰琢智大学θ総合人間科学部χ腰福岡大学作鷺腰 

合格実績歳あ三ま際。θそ昨直昨実績は学校案不燦斎覧くださいχ 

長崎県不昨合格実績は腰長崎大学腰長崎県立大学腰長崎純心大学腰長崎国薇大学腰活水女子大学腰 

長崎外国語大学腰長崎総合科学大学腰長崎ウ嗣ス鴫耳ン大学腰長崎市諭師会o護専門学校腰 

長崎諭療技術専門学校腰長崎情報ビ施ネス専門学校腰作鷺歳あ三ま際。 
 

臤𦣝 その他の伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

詳細癉ついて皕𤩍092-554-1777癉疢問い合わせく瘛さい。 
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通信制            学校隣膅膅トライ式高等学院䐢 

○瓖定時制籗通信制高校合輪説明会瓘癉係わ矞事前アンケ籞ト 

 

臤 学校癮特色癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦣪 学力面𤩍メンタル面癮フォロ籞癉瘨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瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

 

臽 学校癉皕癁癮瞟う𤺋通い方疰あ矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

臿 生徒皕何人く瞢いいます㽷璒 ま瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

詞鹿イ式高等学院朔腰不登校昨解決栽晒大学禍学昨目標達成擦埼腰一人ひ碕三昨状況削合わ在崎爾ン肢実爾ン埼支治実詞燦行 

い擦際甑問題解決昨冴薩昨磁ン祉識児四竺実朔雑阪山珊腰学校行事やイ持ン詞雑充実裁崎い擦際甑擦冴腰高校卒業擦埼削対人関 

係燦克服裁腰社会性燦身削肴け傘祭碕歳埼済傘皿う腰日々昨鹿ン糸祉イ痔やキ而ンパ旨独自昨イ持ン詞腰林間学校質修学旅行質 

ハワイ留学等腰段艹的作支治実詞雑充実甑坤斎家族や採子細擦昨夢や目標燦絶対削あ済晒薩作い墾燦示紫詞実削腰全教職員歳一 

人ひ碕三昨明傘い未来昨冴薩削責任燦雑榊崎流三組珊埼い擦際甑 

■学力面：高校卒業や専門学校禍学質就職燦目指際懇普通科昏碕大学禍学燦目指際懇特禍科昏 不登校昨解決栽晒高校卒業質大学

禍学質就職作鷺腰そ昨先昨禍路昨実現削向け崎腰無理昨作い学習始式キュ鹿痔燦士実私実磁イ詩埼作成甑採子細擦一人ひ碕三昨

夢や目標昨実現削向け崎 1 対 1 埼支治実詞裁擦際甑烝度昨途中埼雑思実旨変更歳可能埼際甑 ǖχ普通科：高校生活削慣参冴

い方や腰将来昨夢燦見肴け冴い方削採際際薩甑専門学校へ昨禍学や就職燦目指裁擦際甑 ǘχ特禍科：大学禍学削向け腰溜験専

門昨寺竺講師削皿傘 1 対 1 授業碕詞鹿イ式 AI 学習削皿三腰合格燦目指裁擦際甑 ■磁ン祉識面：採子細擦昨状況削合わ在冴 

3 肴昨支治実詞体制 会通学思実旨：キ而ンパ旨昨通学日数燦月 1 回栽晒自由削設定埼済擦際甑友人作三や行事参盆作鷺燦通

載崎自信燦深薩崎い済擦際甑溫 5 回通学裁腰全日制高校碕変わ晒作い充実裁冴学校生活燦=傘祭碕雑可能埼際甑対人関係や体

調面作鷺腰様々作採悩札燦持肴採子細擦や集団生活削不安歳あ傘採子細擦歳安心裁崎通学埼済傘擦埼棡済擦際甑 解在宅思実旨：

斎自宅削講師や始ウン止鹿実歳訪問裁腰学習支治実詞質磁ン祉識支治実詞燦行い擦際甑授業燦通載崎椌細作成凡 体験燦積札腰

自己肯定感燦高薩腰徐々削自信燦肴け崎い済擦際甑 回士ン鹿イン思実旨：士ン鹿イン指棡や支治実詞燦溜け腰自便昨時実旨埼

着実削高校卒業質大学溜験燦目指裁擦際甑一人埼朔 禍薩咲晒い鴫治実詞雑腰作成質提出削向け崎授業燦行い擦際甑い肴埼雑通

学思実旨腰在宅思実旨へ昨勉三替え歳 可能埼際甑 

学校生活埼朔毎日採昼削鹿ン糸祉イ痔燦設け崎採三腰参盆埼済傘生徒細擦朔祭昨場埼少裁剤肴思璽ュニケ実斯ョン昨練習燦行 

い腰充実裁冴キ而ンパ旨鹿イ児燦=榊崎い擦際甑擦冴次実痔識実痔やイ持ン詞腰全国昨士ン鹿インイ持ン詞燦朔載薩腰体育祭質 

文化祭質林間学校質修学旅行質留学作鷺腰楽裁い行事歳盛三坂く細珊甑高校時代昨大勉作思い出燦一緒削作三擦在珊栽？ 

雑阪山珊参盆朔自由作昨埼腰自便昨時実旨埼参盆埼済擦際甑集団生活削不安昨あ傘生徒細擦埼雑友達歳作参傘皿う腰キ而ンパ旨

長や旨祉紫児腰担任歳生徒細擦輪士燦引済合わ在腰居場所歳埼済傘皿う万全昨支治実詞体制燦碕榊崎い擦際甑 

輪載趣味燦持肴者輪士昨出会い燦作傘祭碕埼腰安定裁冴通学燦実現裁擦際甑 

通学思実旨昨生徒細擦朔自便昨時実旨埼キ而ンパ旨削通榊崎い擦際甑キ而ンパ旨朔烋日昨 9 時～18 時昨間削開校甑月 1 日栽

晒溫 5 回腰午前中栽晒埼雑午後栽晒埼雑腰一人ひ碕三削合わ在冴時間割燦作成際傘昨埼腰無理作く自便昨時実旨埼旨祉実詞際

傘祭碕歳可能埼際甑慣参崎済冴晒通学時間や日数燦徐々削増や際祭碕雑埼済擦際甑キ而ンパ旨埼朔授業坂け埼作く腰学校行事や 

死璽腰ク鹿字活動削雑自由削参盆埼済腰友達作三削糸而鴫ン施際傘祭碕歳可能埼際甑 在宅思実旨や士ン鹿イン思実旨昨生徒細

擦昨キ而ンパ旨通学雑大歓迎埼際甑慣参冴晒通学思実旨削変更際傘祭碕雑可能埼際甑 
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𦥯 一年間癉㽷㽷矞金額癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

舄 入学試験や入学癮時期癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

𦧝 転入籗編入癮時期や𤩍方法癉瘨いて教えてく瘛さい璒 

 

舙 卒業生癮進路皕癁癮瞟う癉𤺋瘥てい矞㽷教えてく瘛さい璒 

 

臤𦣝 そ癮他癮伝え瘓いこ㿉疰あ矟ば教えてく瘛さい璒 

 

詳出削肴い崎朔腰学校削採問い合わ在く坂細い甑 

通学思実旨：男女 120 隣程度 ／ 在宅思実旨：男女 20 隣程度 ／ 士ン鹿イン思実旨：男女 10 隣程度 様々作理由埼学校削登

校埼済作栽榊冴生徒細擦歳冴く細珊い擦際甑不登校栽晒昨高校卒業坂け埼朔作く腰そ昨先昨禍路燦何碕 栽裁冴い碕いう思い燦

皆細珊持榊崎い擦際甑擦冴自便自身昨境遇燦踏擦え腰キ而ンパ旨削通う友人昨心昨痛札燦理解埼済傘優 裁い生徒細擦歳多数在

籍裁崎い擦際甑初薩崎登校際傘生徒細擦削朔在校生歳積極的削声燦栽け崎く参傘昨埼腰斎安心く坂細い甑 

入学金：［通学思実旨質在宅思実旨］88,000 付θ税込χ／［士ン鹿イン思実旨］55,000 付θ税込χ 

授業料：普通科碕特禍科歳あ三腰普通科埼あ参柵私立全日制高校碕輪等程度碕作三擦際甑 

詳出朔思実旨質学烝質流得単位数質支治実詞不容削皿榊崎異作三擦際昨埼腰斎相談く坂細い甑 

2023 烝度入学試験 ※全期間募集定員あ三甑詳裁く朔キ而ンパ旨削採問い合わ在下細い甑 

1χ推薦入試 懇レ期昏出願期間質試験期間 7 月 1 日～9 月 30 日  終了 

懇ロ期昏出願期間質試験期間 10 月 1 日～12 月 27 日  

2χ一般入試  懇単願昏出願期間質試験期間 1 月 6 日～3 月 31 日  

            懇併願昏第レ期 出願期間質試験期間 10 月 5 日～10 月 25 日  

第ロ期 出願期間質試験期間 11 月 5 日～11 月 25 日  

第ヮ期 出願期間質試験期間 12 月 2 日～12 月 22 日  

第ワ期 出願期間質試験期間 1 月 5 日～1 月 25 日 

⺿時溜付中甑高校 3 烝生昨輪学烝卒業削採け傘最終溜付朔 12 月 1 日転入擦埼甑詳裁く朔斎相談く坂細い甑 

 
詞鹿イ式昨卒業率朔ｗ99.5％ｘ甑高校卒業燦指実識碕在剤腰一人ひ碕三昨採子細擦削寄三添い腰卒業後昨禍路燦見据え冴キ而式

ア支治実詞歳充実裁崎い擦際甑擦冴一般的削腰通信制高校昨大学禍学率歳 20％弱碕言わ参崎い傘中腰詞鹿イ昨禍学率朔ｗ69.2％ｘ

燦誇三擦際甑一般選抜θ旧：一般入試χ朔雑阪山珊昨祭碕腰総合型選抜θAO 入試χや学校推薦型選抜θ指定校質公募制推薦入

試χ埼雑毎烝合格者燦輩出甑志望校削特化裁冴士実私実磁イ詩昨学習始式キュ鹿痔碕完全爾ン肢実爾ン指棡腰詞鹿イ式 AI 学習

埼腰採子細擦昨夢や目標燦実現細在擦際甑詳裁く朔面談削崎斎相談く坂細い甑 

※1.卒業対象昨う阪腰-学者燦除い冴割合 ※2.禍路決定者昨う阪腰大学質短大質専門職大学削合格裁冴割合 ※3.過去 5 烝間昨㊗計実績θ詞鹿イ式高等学院昨札χ 

■キ而ンパ旨見学や個別相談腰士ン鹿イン相談朔⺿時溜付中 

■在校生主体昨士実寺ンキ而ンパ旨 (要予約) 

10 月 8 日 10 時～／10 月 8 日 11 時半～／10 月 15 日 11 時～／10 月 22 日 11 時～ 

そ昨他腰斎要望削合わ在崎個別削斎提案歳可能埼際甑採気軽削斎相談く坂細い甑 
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定時制         学校隣膅 大村高等学校 定時制 䐢 

○瓖定時制・通信制高校合輪説明会瓘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 

 

 

○昼間アル飼イト燦し作歳晒腰夜学ぶ夜間定時制高等学校θ普通科質学年制χ埼際。修業年限はǜ年間埼際。 

○鳴滝高校通信制課程碕昨併修燦際傘碕腰ǚ年間埼卒業際傘こ碕も埼済ま際。θ定通併修χ 

○授業は基礎学力昨定着燦目指し腰希望際傘生徒には始業前や譌課後等燦利用し冴個別指導燦行榊ていま際。ま冴腰検定試験 

等昨希望者についても輪様埼際。 

○ǘ人担任制埼生徒へ昨支援燦行榊ていま際。職員全員歳授業等埼全学年θ全屍ラスχに関わ榊てお三腰生徒一人策碕三に細 

や栽作対応歳埼済傘皿うにしていま際。ま冴腰ス屍ールカウンセラーやス屍ールソーシ而ルワーカー歳配置さ参てお三腰教 

育相談体制昨充実燦噪榊ていま際。 

○学校行事：歓迎遠足θǜ月χ腰競技大会θŚ月腰ǚ月χ腰も札載祭θ体育質文尤祭Ǹ10月χ腰作鷺歳あ三ま際。 

○部活動：飼詩璽ントン腰裕球腰噪書腰噬碁質将棋腰サッカー輪好会作鷺歳あ三ま際。定通体育大会長崎県予選θĽ月χや中地 

癒定時制体育大会θ11月Ǹ大闌質諫早質島原昨ǚ校歳参加χに向けて練習していま際。 

○生徒会活動：生徒会役員歳中心碕作榊て腰歓迎遠足やも札載祭作鷺各種行事昨企き質運営燦行榊ていま際。 

会ǜ年間埼卒業燦目指際場合θ基鑚昨修学方法埼際χ 

  月曜～金曜昨烋日腰ǖ日ǜコ爾昨授業θ45分×ǜχ燦溜け腰卒業に必要作邑位燦流得しま際。 

  始業 17：20～終業 21：05 

解ǚ年間埼卒業燦目指際場合θ出願には成績や出席状況等昨条件歳あ三ま際χ 

  会に加え腰ǘ質ǚ年生埼鳴滝高校通信制課程燦併修し腰卒業に必要作邑位燦流得しま際。 

○痛和ǜ年度昨在籍者は 44隣埼際。θǖ年 13隣腰ǘ年 7隣腰ǚ年 14隣腰ǜ年 10隣χ10代歳 40隣腰20代歳 4隣埼際。 

○59％昨生徒歳捗事質アル飼イト燦していま際。θ鑚年Ť月現在χ 
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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 

 

詳細については腰学校にお問い合わせください。 

会 納沈金についてθ痛和 5年度徴収予定巸χ 

費   目 給食燦希望際傘場合 給食燦希望し作い場合 

入学当初納沈金授業料  9,050付    8,400付    

授業料 月巸 2,700付※ǖ×12 栽月 32,400付    32,400付    

入学後納沈金  ５月～翌年ǚ月昨 11 栽月分 

θ月巸χ 

20,350付    

θ1,850付χ     

13,200付    

θ1,200付χ 

合   計 61,800付    54,000付    

※ǖ 就学支援金燦申請し認定さ参傘碕腰授業料昨納沈は必要あ三ませ珊。 

 

解制服について

※ǘ 

制服ま冴は規定に沿榊冴私服碕昨選択制に作三ま際。希望者は大闌高校昨制服燦購入埼済ま際。 

  

○レ期日程碕ロ期日程歳あ三ま際。 

レ期日程 … ǚ月Ś日θ火χ質８θ水χǸ学力検査θ５教科χ碕面接 

ロ期日程 … ǚ月 23日θ木χǸ作文碕面接 

○入学はǜ月初旬埼際。 

○転入学は一家転住等埼事情歳あ傘場合腰ǚ月に転入試験燦実施しま際。学力検査θ国質数質英昨ǚ教科χ碕面接燦行いま際。 

○編入学はǘ月に予備面接燦行い腰ǚ月に編入試験燦実施しま際。学力検査θ国質数質英昨ǚ教科χ碕面接燦行いま際。 

○痛和ǚ年度卒業生 14隣昨禍路は腰就職８隣θ学校紹跳χ腰禍学ǚ隣θ専門学校χ腰アル飼イトǘ隣腰鑷定ǖ隣埼し冴。 

○鑚校埼は定期考査等燦除済腰事前に申し込札歳あ参柵授業や休札時間昨様子作鷺昨見学歳埼済ま際。 

学校見学や問い合わせは腰託ぇに斎連絡ください。 

電話：ǹŤ５ŚḾ５ǜḾ５Śǖǚ  

担当：θ教頭χ烏山

栽晒際やま

腰θ教務主任χ濵

はま

口

犀阪
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定時制         学校隣膅長崎県立島原高等学校䐢 

○瓖定時制・通信制高校合輪説明会瓘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 

 

 

 

れほ┈┳┉の生徒が♂～れアほうイト┲し┊が┩通┃ています。 

れ鰆学年の鰊月┈鰆鰆月に中学校┇学┳だこ┈┲範囲┈す┫ﾘ基礎学力テストﾙ┲行いﾎその結果┲┢┈に生徒に合┃〞授業┲

行┃ていくの┇学┓直しが┇ゾます。 

れ各学年少人数┇あ┫〞┡ﾎ生徒一人一人に細やズ┊サポろトが┇ゾます。 

れ鰒年間┇卒業す┫ﾘ定通併修ﾙの制度があ┪ます。 

 

れ学力面について┏ﾎ鰆～鰊人の少人数┇授業┲進┡┫の┇ﾎわズ┩┊い┈ころがあ┃て┢個別に対応┇ゾます。 

れメン』ほ面について┏ﾎ年度当初┲┏プ┡定期的にス╆ろほカウンセふろやス╆ろほソろ‶ャほワろカろ┈の面談┲行┃て

います。ま〞ﾎ2人担任制に┨┪ﾎ一人一人の生徒の心に寄┪添いﾎ心の╈アろ┲充実させています。 

 

れ主┊学校行～┏新入生歓迎うスいイ╆鰺隔年┇新入生歓迎遠足鯲ﾎ全国定通体育大会長崎勵予選(鰮月)ﾎ球技大会(鰛れ鰆鰈月)ﾎ

文化祭う¨ろ鰺全日制の文化祭に参加鯲(鰤月)ﾎ島原城薪能鑑賞会(鰆鰌月)ﾎ中地区定時制体育大会(鰆鰆月)ﾎ╈ろキ作┪(鰆

鰈月)ﾎ┢━つゾ大会(鰆月)ﾎ予餞会(そろへン╇)(鰈月)┊┉があ┪ます。 

れ部活動┏うぉミントン部があ┪ます。 

 

通い方┏家族の方に┨┫車┇の冐迎ﾎうスﾎ自動車ﾎ原付ﾎ自転車ﾎ徒歩┈様々┇す。 

 

れ鰆年生鰒疫ﾎ鰈年生鰆疫ﾎ鰒年生鰊疫ﾎ鰊年生鰒疫の計鰆鰆疫┇す。年齢層┏鰆鰮歳～鰈鰊歳┇す。 

れ生徒について┏中学校┲卒業してそのまま入学し〞生徒が約鰛割ﾎ別の高校┲退学して入学れ編入学し〞生徒が約鰒割┇す。 
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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 

 

詳細については腰学校にお問い合わせください。 

れ入学時納付蕚が約鰈鰊,鰌鰌鰌バ┇す。 

れ入学後┏毎月授業料┈して鰈,鰛鰌鰌バﾎ諸納蕚┈して鰒,鰒鰌鰌バが必要┇す。 

台ﾘ高等学校等就学支援蕚制度ﾙに申請しﾎ認定さ┬〞方┏ﾎ授業料┲納付す┫必要┏あ┪ませ┳。 

台♂～れアほうイト┲してい┫人┏ﾎ申請┲す┬┐教科書れ給食費が無償に┊┪ます。 

 

れ入学者選抜に┏Ⅰ期選抜(鰒月上旬)┈Ⅱ期選抜(鰒月½旬)があ┪ﾎⅠ期選抜れⅡ期選抜┈┢に作文検査┈面接検査┲行いま

す。 

れ入学の時期┏鰊月┇す。(他の勵立高校┈同プ) 

 

れ転入学について┏ﾎ原則┈して一家転住ま〞┏希望者の転勤れ転職等の～情があ┫方┲対象┈しﾎ鰥月½旬┈鰒月½旬に転

入考査┲実施します。内容┏保護者同伴面接┈学力検査(国れ数れ英)┇す。 

れ編入学検査について┏ﾎ高校┲中途退学さ┬〞方┲対象┈しﾎ鰒月½旬に保護者同伴面接┈学力検査(国れ数れ英)┲行います。 

 

％和鰒年度の卒業生┏鰈疫┇ﾎ進路┏専門学校進学鰈疫┇し〞。 

こ┬ま┇勵内外の企業や自衛官┊┉多様┊分野に就職しています。 

ま〞ﾎ専門学校だけ┇┊くﾎ四年制大学に進学し〞実績┢あ┪ます。 

少人数┇すが生徒┏毎日元気に登校しﾎ楽しく高校生活┲冐┃ています。 

毎月の出席率┢鰤鰄鯤┲超えていてﾎ中学校の┈ゾや別の高校┇Ö登校だ┃〞生徒┢学校に通え┫┨うに┊┃ています。その

中に┏鰊年間皆勤┇卒業してい┃〞生徒┢います。 

見学┲希望さ┬┫方┏～前にパ連絡くださ┬┐ﾎ行～等が┊け┬┐いつ┇┢見学嬰能┇す。ポひ生徒〞━の様子や学校の雰囲

気┲パ覧に┊┃てください。 
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