
定時制         学校隣膅長崎工業高等学校 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

質夜間昨定時制高校埼際。毎日ǖŚ：ǚ５～ǘǖ：ǹ５昨中にǜ時間昨授業歳あ三ま際。アル飼イトや捗事

昨後に学冊傘設定に作榊ていま際。 

質修業年限はǜ年。工業技術科碕建築科昨忠つ昨学科燦設置してい傘工業高校埼際。工業技術科は腰2年生栽

晒機械コース腰電気コース昨忠つ昨コースに分栽参ま際。 

質普通教科昨直に腰機械系質電気系質建築系昨専門科目歳あ三腰そ参財参昨実習作鷺燦通して腰興味質関心

燦高薩腰将来昨職業選択昨可能性燦広砦傘こ碕歳埼済ま際。 

質少人数燦い栽して個々昨適性や能力に応載冴指導燦行榊てお三腰家庭的作雰噬気昨中埼学校生活燦=傘こ

碕歳埼済ま際。 

質約Ś割昨生徒歳アル飼イト燦してお三腰早い時期栽晒社会人碕して昨自覚燦持つこ碕埼腰卒業後もス痔ー

枝に社会に入榊ていくこ碕歳埼済ま際。 

質各種検定試験や資格試験に挑戦し成果燦あ砦ていま際し腰各種大会やコンテストにも積極的に参加してい

ま際。

質学力面については腰授業前昨個別指導腰禍学や各種検定試験昨冴薩昨補講作鷺多方面栽晒フ四ローしてい

ま際。ま冴腰授業も基礎中心埼腰科目に皿榊ては複数昨教員埼指導にあ冴榊ていま際。 

質磁ンタル面については腰気軽に相談歳埼済傘環境作三燦心歳け腰屍ラス担任腰学年腰学科腰相談部昨支援

はも碕皿三腰校外昨ス屍ールカウンセラーやス屍ールソーシ而ルワーカー燦活用し冴個別相談も実施して

いま際。 

質生徒交流会腰校不生活体験æ表会腰定通体育大会腰校不競技大会腰体育祭腰文尤鑑賞会腰予餞会θ=別滋

ウ式ン市大会χ腰修学旅行θǚ年逗にǘ泊ǚ日χ腰県不企業見学会腰県不企業説明会作鷺昨学校行事歳あ三腰

生徒会歳中心碕作榊て行わ参傘行事も多い埼際。 

質部活動へ昨参加は希望制埼腰軟式野球腰飼ス師ット滋ール腰飼鴫ー滋ール腰裕球腰飼詩璽ントン腰総合文

尤θ輪好会χ腰工業技術部歳あ三ま際。痛和ǜ年Ľ月に行わ参冴長崎県定時制通信制体育大会埼は腰飼ス師

ット滋ール腰裕球腰飼詩璽ントン昨ǚ競技に出場しまし冴。 

質定時制は腰通信制碕涉榊て毎日登校際傘こ碕に皿三卒業燦目指しま際。弭方栽晒登校し腰ǜ時間昨授業燦

溜けま際。全日制昨学校皿三も学校埼過斎際時間歳短い昨歳特徴埼際。 

質通学方法は腰飼スやŃＲ作鷺昨公共交通機関昨直に腰許可制埼飼イ屍通学も埼済ま際θǖǘ５ｃｃま埼χ。 
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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 入学検査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 

 

質生徒数は全校生徒ǜĽ隣θŚ月鑽現在χ腰そ昨う阪女子生徒歳ǜ隣埼際。現在昨生徒昨年齢は腰主にǖ５歳

～ǘǹ歳代前半埼際。 

質椌中学校埼不登校燦経験し冴生徒や腰学習面に不晧燦感載傘生徒腰ま冴腰経済的作理ょ埼働済作歳晒通学

際傘生徒作鷺腰さま菜ま作事情燦抱え冴生徒歳在学していま際。 

質生徒そ参財参歳直者燦尊裴し腰作斎や栽作雰噬気昨中埼学校生活燦=榊ていま際。 

θ痛和ǜ年度入学生昨例χ 

工業技術科 建築科 

入学当初納入金 49,785付 48,090付 

授業料θ月巸χ2,700付×12ヶ月 ※ǖ 32,400付 32,400付 

校納金θ含殺修学旅行積立金質給食費 ※ǘχ 

θ月巸χ5,440付×ǖǘヶ月 
65,280付 65,280付 

合  計 147,465付 145,770付 

※ǖ 高等学校等修学支援金燦申請して認定さ参傘碕腰授業料燦納薩傘必要歳作く作三ま際。 

※ǘ 給食燦申し込ま作い場合θ給食費：月巸 800付χ昨校納金は月巸 4,640付埼際 

質入学検査は腰坤作文碕面接墾埼際。 

質痛和５年度入学検査昨日程は以託昨碕お三埼際。出願は在学してい傘θま冴は卒業し冴χ中学校燦通して

昨出願碕作三ま際。 

懇レ期昏θ出願期間χ痛和５年ǘ月ǖĽ日θ木χ～ǘ月ǘǘ日θ水χ腰θ検査日χǚ月 Ś日θ火χ 

懇ロ期昏θ出願期間χ痛和５年ǚ月ǖ５日θ水χ～ǚ月ǘǘ日θ水χ腰θ検査日χǚ月ǘǚ日θ木χ 

質転入質編入昨時期は原則的に年度当初埼際。そ昨冴薩昨手62済は前年度昨ǚ月に作三ま際歳腰鑚校は工業

高校埼際昨埼腰溜け入参にはカ式キュラ痔等昨条件歳あ三ま際。詳しくは直接鑚校へ問い合わせてくださ

い。 

質就職については腰学科やコース埼学珊だこ碕燦生栽せ傘皿う作県不企業に就職際傘生徒歳多い埼際。ま冴腰

在学中に学校栽晒紹跳さ参冴アル飼イト先に腰そ昨まま塡社員碕して就職際傘師ースもあ三ま際。 

婚長工定埼人生燦変え傘恨燦合い言葉に腰毎日頑張榊ていま際。 

中学校や前籍校埼不登校だ榊冴け参鷺も腰ǜ年間頑張榊て登校し腰卒業していく生徒も冴くさ珊いま際。 

もし斎不明作点や坤学校見学墾等昨斎希望歳あ参柵腰いつ埼も斎連絡ください。 

 ℡ ǹŤ５θ８５Ľχǹǖǖ５θ代χ  担当：θ教頭χ松尾質θ教務主任χ竹不 
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定時制         学校名膅  鳴滝高校 通信制  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 学校癮特色癉つ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 生徒皕何人くらいい𥆩す㽷璒 𥆩瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

 

校訓碕裁崎坤共削生済傘 強く策た殺済削墾燦掲砦腰多様作生徒削対裁崎高校祐業資格昨流

得碕輪時削社会性燦身削肴け腰自晒昨力埼生済崎いけ傘生徒燦育崎傘祭碕燦目標碕裁崎い傘甑 

 

○面接日埼昨指導削加え腰個人指導削雑応載擦際甑 

○基礎学力昨定着燦希望際傘生徒削朔基礎学力学習会腰禍学燦希望際傘生徒削朔禍学学習会燦

そ参財参月３～ǜ回剤肴実施裁崎い擦際甑 

○鑚校専属昨ス屍実識カ司ン止ラ実碕ス屍実識ソ実斯而識ワ実カ実昨先生方歳い擦際甑 

 

○学校行事 新入生歓迎鴫屍鴫実斯ョン腰ス治実肢フ史スタ腰文化祭θ鳴通祭χ等昨行事燦実施

裁崎い擦際甑 

○裕球 飼詩璽ントン 作鷺放課後昨部活動雑行っ崎い擦際甑 

○生徒会雑熱心削活動裁崎お三腰朝昨校庭清掃やあいさ肴運動腰学校行事昨運営削頑張っ崎い

擦際甑 

 

徒歩や公共交通機関昨利用昨他削腰飼イ屍や自家用車埼通学際傘祭碕雑可能埼際甑祭昨場合

朔申請歳必要削作三擦際甑 

 

痛和ǜ年度 在籍者数Ą３ǘ隣  不ǜǘĄ隣歳活動者碕裁崎学珊埼い擦際甑 
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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 入学試験や入学癮時期癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入・編入癮時期や𤩍方法癉つ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お問い合わ在く坂さい甑 

会 諸経費質質質入学時 約１ǘ，ǹǹǹ付θ諸納金質体育館斯自実枝等χ 

  ※ 毎月昨納金作裁 

  ※ ǘ年次以降朔腰年度始薩削Ť，Ľǹǹ付程度歳必要 

解 受講料質質質１単位１ǹǹ付 た坂裁修学支援金制度等昨ゅ当者朔不要 

回 教科書質学習書質補助教材質質質毎年約ǘǘ，ǹǹǹ付歳必要 

 

○新入生  ǜ月入学生昨札募集  懇書類審査昏 

○転編入生 ǜ月入学生昨札募集  懇書類審査質面接質作文昏 

○輪琢 

 

痛和３年度祐業生禍路状況θ祐業生１ǘĄ隣χ 

 四年制大学１３隣  短期大学 １隣 各種専門学校 ǘĽ隣  就職 １Ą隣 

主作禍学質就職先 

 禍学：熊鑚大学 滋賀県立大学 長崎純心大学 鎮西学院大学 長崎総合科学大学 

西九渝大学 大手前大学 九渝大谷短期大学 長崎高等技術専門校 

    轍世保高等技術専門校 いさ朔やコン侍自実タ質カ鴫紫施 姶良高等技術専門校 

 就職：長崎県職員 陸琢自衛隊 海琢自衛隊 θ株χ梅月堂 θ株χ耳爾サキ 

 θ株χ施而歯ネ紫トコ璽自ニ師実斯ョン枝 θ株χビ紫市示実タ実 作鷺 

θ株χ濯菱歯ワ実長崎工場 θ株χ大洋食品 

○ 自分燦癈裁腰頑張三作歳晒高等学校祐業資格昨流得燦目指際人削朔腰最適作学校埼際甑 

○ 楽燦裁崎祐業燦期待裁崎い傘人削朔腰全く不向済作学校埼際甑 
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定時制         学校名膅 鳴滝高校夜間部     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 学校癮特色癉つ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 生徒皕何人くらいい𥆩す㽷璒 𥆩瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

 

 

現れ中学校┇不登校┲経験し〞人ゼ多く通┃┆いますﾏ 

働ゾ┊ゼ┩学び〞い┈いう人〞━┢いますﾏ高校教育┎必要性┲再認識し〞人┢いますﾏ 

ま〞ﾎ打━込┠┢┎ゼあ┃┆時間ゼほしい人〞━┋┢便利┊学校┇すﾏ 

長崎地区┎県立学校┇┏唯一ﾘ商業科ﾙゼあ┪ﾎ商業┎各種資格ゼ嘘得┇ゾますﾏ 

普通科れ商業科┈┢┋少人数クラス┊┎┇ﾎゾ┡細やズ┊対応ゼ┇ゾますﾏ 

希望す┫生徒┋┏添削指玄や補充授業等┲行┃┆いますﾏま〞ﾎ考査┎前┋┏学習会┢行┃┆いますﾏ 

スクろほカウンセラろゼ鰈名ﾎスクろほソろシャほワろカろ┢鰈名い┫┎┇ﾎ様々┊相談ゼ可能┇すﾏ 

 

 

生徒会ゼ主催す┫行事┋┏ﾎ歓迎まクろション(鰊月)ﾎ校外清掃(鰄れ鰤れ鰒月)ﾎ競技大会(鰛れ鰆鰈月)ﾎ 

文化祭(鰆鰌月)ﾎ卒業生┲送┫会(鰈月)ゼあ┪ますﾏそ┎♀┎学校行事┈し┆修学旅行ゼあ┪ますﾏ 

部活動┏ﾎ体育系鰊部ﾎ文化系鰄部ゼあ┪ますﾏ 

 

鰊年間┇卒業し〞い人┏ﾎ月～蕚曜ま┇ 17:30ズ┩毎日鰊時間┎授業┲唄けますﾏ 

鰒年間┇卒業し〞い人┏ﾎ鰆年目┏月～蕚曜ま┇ 17:30ズ┩毎日鰊時間┎授業┲唄けﾎ 

鰈れ鰒年目┏ 15:00ズ┩毎日鰮時間┎授業┲唄けますﾏ鰺〞─し月曜日┏ 15:55ズ┩鰄時間┎授業鯲 

 

％和鰊年度┏鰒鰤名┇ス』ろトしまし〞ﾏ生徒┎年齢構成┏鰆鰌£ゼ鰥鰊．鰮％┇すﾏ 

約半数┎生徒ゼ♂事れアほバイト┲し┆いますﾏ 
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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 入学試験や入学癮時期癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入・編入癮時期や𤩍方法癉つ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 

入学時鰺鰊月鯲┋必要┊蕚額┏ﾎ普通科鰡約鰊鰄,鰌鰌鰌円ﾎ商業科鰡約鰊鰮,鰌鰌鰌円┇すﾏ 

入学後┏毎月ﾎ授業料鰈,鰄鰮鰄円ﾎアほバムれ修学旅行積立蕚鰒,鰌鰌鰌円ﾎ 

給食費鰊,鰄鰌鰌円鰺鰆年次┏全員ﾎ鰈年次ズ┩┏希望者鯲ゼ必要┇すﾏ 

※ﾘ高等学校等就学支援蕚制度ﾙ┋申請しﾎ認定ビ┬〞方┏ﾎ授業料┲納付す┫必要┏あ┪ませ┳ﾏ 

※♂事れアほバイト┲し┆い┫人┏ﾎ申請┲す┬┐教科書ゼ無償┋┊┪ますﾏ 

※♂事れアほバイト┲し┆い┫人┏ﾎ申請┲す┬┐給食費ゼ鰒,鰈鰌鰌円┋┊┪ますﾏ 

 

入学者選抜┋┏Ⅰ期選抜┈Ⅱ期選抜ゼあ┪ますﾏ 

Ⅰ期選抜┏鰄教科┎学力検査┈面接検査┲行いますﾏ 

〞─しﾘ作文┋┨┫唄検願ﾙ┲提出し〞成人者┏作文検査┈面接検査┲行いますﾏ 

Ⅱ期選抜┏作文検査┈面接検査┲行いますﾏ 

入学┎時期┏鰊月┇すﾏ 

 

転入学検査┏原則┈し┆一家転住ま〞┏希望者┎転勤れ転職等┎事情ゼあ┫場合ﾎ 

鰥月下旬┈鰒月下旬┋実施しますﾏ学力検査┈面接検査┲行いますﾏ 

編入学検査┏鰈月┋予備面接┲行いﾎ鰒月下旬┋学力検査┈面接検査┲行いますﾏ 

 

％和鰒年度┎卒業生鰆鰌名┏ﾎ就職鰊名ﾎ進学鰒名鰺大学鰆名ﾎ各種学校鰈名鯲ﾎ 

アほバイト怫怦鰒名┇し〞ﾏ 

 

少人数┇すゼﾎ在校生┏毎日楽しく高校生活┲送┃┆いますﾏ 

実際┋授業┎様子┊┉┲見学し┆い〞─く┎ゼ良い┈思いますﾏ 

本校┇┏定期考査等┲除ゾﾎい┄┇┢見学し┆い〞─けますﾏ 

見学┲希望ビ┬┫方┏事前┋パ連絡く─ビいﾏ 
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通信制  学校隣膅 一ツ葉高等学校 福岡博多駅前キャンパス 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 

 

あ作冴昨坤夢墾昨実現燦応援際傘学校埼際甑通信制高校坂栽晒祭罪埼済傘瀧人策碕三削合わせ冴対応が

魅力埼際甑ǘǹǘǘ年卒業率はŤŤ％！多く昨生徒が在籍していま際が腰大学進学削向けて昨溜験学

習腰基礎学力昨定着腰私ンス鴫紫スン腰ス治実肢活動腰芸能活動腰仔識飼使ト作鷺削力燦入参ていま

際甑卒業後削自信燦持榊て前削進殺祭碕が目標埼際甑 

児四竺実は際冊て担任削お任せく坂さい！ 

あ作冴削侍紫祉式合榊冴担任が児四竺実しま際！ 

質問や疑問点はいつ埼雑電話や磁実識腰ＳŰＳ作鷺燦利用して相談埼済ま際甑 

雑阪山ん勉強面以外埼雑生活や進路昨祭碕作鷺気軽削相談埼済傘システ痔埼際甑始ウンセ鹿

実雑いま際昨埼腰担任は始ウンセ鹿実碕連携して腰皿三良い方法燦提案してい済ま際甑  

学校行事は鏤削 1 回以上行いま際甑学校行事坂け埼作く部活動質

輪好会等匙昨参加雑任意埼際甑や三冴い祭碕坂け燦埼済傘昨埼腰

良好作友人関係が築けま際甑学校行事はキャン歯ス燦利用際傘雌

竺ウ伺ン歯実テ伺実腰屍式ス爾ス歯実テ伺実腰ｅス治実肢大会や

郊外活動昨運動会腰ス治紫糸ャ腰飼実ベキュ実腰お花見作鷺昨楽

しい行事碕専門学校説明会腰大学説明会作鷺昨将来燦考え傘行事

削分栽参ま際甑ＷĂŔ高校生私ンス部対抗Ą〆〃Ą埼は初代糸ャ

ン侍士ン削作三まし冴！ 

毎日通学す矞コ籞ス㽷ら𤩍全く通学し𤺋いコ籞ス疰あ瞤ます璒今ま𤹪長崎県㽷ら毎日通学してい矞生徒睘いまし

瘓璒 毎日通学す矞生徒皕大学溜験対策の生授業砅溜講し瘓瞤𤩍資格流得や箵ポ籞トのサポ籞ト𤺋癁砅溜講し

瘓瞤しています璒登校日砅決めて通学す矞生徒皕捗事や趣味𤩍スポ籞ツ𤩍芸能㿉両立しています璒全く通学し𤺋

いコ籞ス𤹪睘礥ンライン𤹪大学溜験のライ𥫤授業や箵ポ籞トサポ籞ト砅行瘥ています璒通い方皕異𤺋瘥て睘担任

㿉のコミュニケ籞ション𤹪楽しい高校生活砅送矟ます璒 

福岡博多駅前キャン歯ス削は ǖǹ鏤現在腰約ǖĄǹ隣昨生徒が在籍していま際甑 

不登校削皿傘転入燦際傘生徒が多い埼際甑体調不良や対人関係作鷺理ょは様々埼際甑冴坂腰自宅栽晒出

傘祭碕が埼済作栽榊冴生徒埼雑ス屍実式ン市削参加して友署が埼済まし冴腰碕て雑楽し栽榊冴碕いう皿

う削体験型ス屍実式ン市が交流昨場削作榊ていま際甑友署燦増やして腰罪参財参昨目標燦実現際傘冴め

削瀧緒削がん柵参傘学校埼際甑 

LINE� 
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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 

 

懇高等学校削栽栽傘費用昏 

質入学金Ą万円 質授業料(1邑位)Ş千円 質教育充実費Ą万円 質教科書代碕ス屍実式ン市費用は実費  

⇒ǘĽ邑位流傘場合:約ǚĽ万円 *世帯収入削皿榊て就学支援金が溜給埼済ま際甑 

懇キャン歯ス利用昨費用昏 

登校日数削皿榊て異作三ま際昨埼腰お問い合わせく坂さい※年度途中埼昨追加徴収はあ三ません甑 

入学時期:新入学はǜ鏤碕ǖǹ鏤昨ǘ回埼際甑 

     中学ǚ年生はＡŢ入試(専願)腰推薦入試(専願)腰瀧般入試(併願)栽晒選択埼済ま際甑 

     ＡŢ入試はǖǹ鏤栽晒腰推薦入試質瀧般入試はǖ鏤栽晒行いま際甑  

入学試験:作文(事前作成)碕面接(ǖĄ分程度)昨札埼際甑 

出願書類:本人準備(入学願書腰学生証用写真提出票腰作文)碕学校書類θ調査書χ 

入学時期:転入学は随時溜け付けていま際甑(高校ǚ年生はǖ鏤ǖ日付書類ま埼)  

     編入学はǜ鏤碕ǖǹ鏤昨ǘ回埼際甑 

入学試験:作文(事前作成)碕面接(ǖĄ分程度)昨札埼際甑 

出願書類:本人準備(入学願書腰学生証用写真提出票腰作文)  

     学校書類θ転入学Ź調査書腰在学証明書腰転学照会χθ編入学Ź調査書腰在籍証明書χ 

転入学昨学校準備 調査書腰在籍証明書腰転学照会 編入学昨学校準備 調査書腰在学証明書

主作実績(瀧部抜粋) 指定校推薦枠あ三ま際Ź早稲ゅ大推薦枠θǚ枠χ作鷺多数 ℧今年度ǖ枠増！ 

国公立大学 東京大ǘ隣θ現役合格ǖ隣χ腰東北大医学部医学科ǖ隣θ現役合格χ 

      北海暑大農学部ǖ隣θ現役合格χ腰熊本大学医学部医学科 作鷺 

私立大学  早稲ゅ大ǖǹ年連続合格腰慶應義塾大腰上智大腰東京理科大腰明治大腰青山学院大 

      法政大腰立教大腰武蔵野美術大腰関西大腰西遊学院大腰福岡大 作鷺 

海外大学  Brigham Young University-Idahoǘ年連続合格 作鷺 

※坤ǘǹǘǘ年 私立大学合格者数墾過去最高！ǘǹŞ隣合格！ 専門学校進学腰就職雑多数！ 

ト似祉テ！留学ＪＡŕＡŰ日本代表プ竺市鹿痔昨採用数はǘǚ隣甑海外留

学燦果冴際祭碕が埼済傘学校埼際甑坤ǖǜ日あ参柵腰別人削作参ま際墾昨

キャ紫糸コ侍実通三腰多く昨生徒が鐚意義作留学生活燦送榊ていま際甑期

間燦問わ剤削留学埼済腰卒業雑遅参ません甑通信制高校燦選択際傘昨埼あ

参柵腰是非腰留学削雑ト鹿使して札てく坂さい甑 

卒業率ŤŤ％は卓寧作サ治実ト昨証埼際甑大事作学校選索腰是非瀧度腰斎

相談く坂さい！  

詳細削ついては腰学校削 

お問い合わせく坂さい甑 
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通信制           学校名（  やまと高等学校  ） 
○「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。 

 

 

 

◆経験豊富な教職員が自慢です 

◆株式会社が設立した学校だからできることがあります 

◆魅力ある授業、特色ある教育があります 

◆学力面 

 学びなおしから大学受験まで、あなたに合った学び方ができます。 

◆メンタル面 

 担任、養護教諭、カウンセラー（臨床心理士）、特別支援教育コーディネーターが連携して、ひとりひ

とりに合わせた支援を行います。 

◆修学旅行、キャンプ、スキー&スノーボード体験など、さまざまな行事を計画中です。 

「BBQがしたい！」などイベントの提案も大歓迎です！ 

 

◆部活動では、e-スポーツ部が大会に向けて練習中です！ 

やまと高等学校 学習等支援施設「そよ風学舎」への通学プラン 

 

福岡校・熊本校・鹿児島校 週 5日通学プラン、週1通学プラン、週2通学プラン、週3通学プラン 

リモート校プラン、出張サポート校プラン 

通学プランについて詳しくは、お問い合わせください。 

◆やまと高校在校生 32名（9/20現在） 

 

「学校行事には全て参加します」と意気込む生徒、大学進学を目指し、日々勉強に励む生徒、アルバイ

トや趣味など自分の時間を大切にする生徒など、個性豊かな生徒が在籍しています。 

みんながお互いの個性を認め合い、楽しく学校生活を過ごしています。 
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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。 

【入学時のみ】 入学試験検定料 10,000 円  入学金 60,000 円  施設充実費 40,000 円 

 

【年間】    授業料 単位数×12,000 円  ※「就学支援金制度」を利用できます 

教育充実費   46,000 円  教科書・副教材費  約 20,000 円 

スクーリング時の宿泊料金  約 20,000 円 (4 泊 5日、1泊 3食付) 

 

 【試験】 書類審査・面接試験 

 

 【時期】 4月 

◆転入学 

 【時期】 随時  【試験】 書類審査・面接試験 

 

◆編入学 

 【時期】 4月、10月 【試験】 書類審査・面接試験 

やまと高校は今年の4月 1日開校の新設校ため、卒業生はいません。 

 

在籍している3年生に、大学・専門学校への進学に向けた受験対策を行っています。また、就職活動に

向けた履歴書の作成・面接対策など、担任、進路と連携して生徒の進路実現に向けた準備を個別に対応

しています。 

やまと高校には、指導経験豊富な教職員が集まっています。全国屈指の進学校のスーパーティーチャ

ー、特別支援教育スーパーコーディネーター、熊本県教育委員会課長、指導主事、公立学校校長、東京

都の私立高校教頭などの経験者が在籍。年齢構成も若手からベテランまで。 

 教育は教師次第と言っても過言ではありません。本校の教職員と直接会って、話をしてみてください。 
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定時制         学校隣膅 勇志国際高高等学校 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 

 

 

 

坤長所燦認薩て長所燦伸柵際墾教育方針昨も碕腰ICT 教育燦積極的に流三入参腰生徒一人策碕三に合榊冴個別サ治ート埼高い

卒業率燦維持していま際。士ンライン埼高校生活燦=傘坤ネット生墾碕溫ǖ～５日腰自分昨時ース埼通え傘坤通学生墾昨ǘつ昨

学習スタイル歳あ三ま際。ス屍ー式ン市は邊団宿泊タイプ昨坤ス時シ而ルス屍ー式ン市墾碕会場歳選冊傘日澣三タイプ昨坤ス屍

ー式ン市墾栽晒選ぶこ碕歳埼済腰碕ても参加しや際い環境燦整えていま際。学費は非課税世帯昨場合腰年間ǖǜǹ⅕ǘ５ǹ付

θ入学金込χ碕大変負担昨少作い金巸碕作榊ていま際。 

入学時に学習用端鑽碕して iPad燦無償貸諾してお三腰学習や学校生活に必要作アプ式歳揃榊ていま際。鴫治ート対応昨動き授

業歳あ三腰いつ埼も何度埼も繰三返し視聴埼済腰鴫治ート蛬出も 24時間いつ埼も行うこ碕歳埼済ま際。担任制燦導入してお三腰

担任腰副担任歳入学栽晒卒業ま埼サ治ートしま際。定期的に濯者面談や忠者面談燦行い腰学習昨禍捗昨確認や禍路腰日々昨生活

習慣についてもア詩飼イス燦行いま際。希望際傘生徒腰保護者は専任昨カウンセラーに皿傘士ンラインカウンセ式ン市燦溜け

傘事も埼済ま際。 

入学式腰卒業式腰秋には勇志祭θ学園祭χや弁論大会歳あ三ま際。際冊て士ンライン埼配信腰参加埼済傘環境燦整えてお三腰痛

和ǚ年度勇志祭埼は腰坤THE FIRST TAKE STAGE墾初代市ランプ式碕して輝い冴卒業生坤麗奈墾さ珊昨ス時シ而ルライ字や東

京士式ン侍ッ屍銀磁私式スト渡隣喜風遊選手昨トー屍ショー腰生徒に皿傘ステー施企き燦開催しまし冴。直にも長崎在住昨生

徒燦対象碕し冴地癒活動θ痛和ǘ年度は iLand 試姉サキ埼昨爾式ンア屍テ伺ビテ伺腰痛和ǚ年度は島原市周辺埼昨体験活動χ

作鷺燦行い腰生徒輪士昨交流燦深薩傘企き歳あ三ま際。 

士ンライン埼高校生活燦=傘坤ネット生墾碕溫ǖ～５日腰自分昨時ース埼通え傘坤通学生墾昨ǘつ昨学習スタイル歳あ三ま際。

通学生は福岡腰熊鑚腰宮崎腰千葉に校舎歳あ三ま際。ネット生スタイルは士ンライン埼ネット昨高校に登校しま際。次ー痔ルー

痔や午前中は zoom燦活用し冴式アルタイ痔昨授業燦溜講し冴三腰午後は Growth Program埼自分昨興味昨あ傘分野について

士ンライン授業燦溜講し冴三際傘こ碕歳埼済ま際。士ンライン学習室θ自習室χや士ンライン部活動θ噬碁部作鷺χもあ三ま

際。 

1,557隣θ痛和ǜ年８月ǚǖ日現在χ埼際。θ⺿時転編入燦溜け沈けてお三ま際。χ 

半数以琢昨生徒歳不登校経験者埼腰人碕昨関わ三にコンプ鴫ッ屍ス昨あ傘生徒腰学力に不晧昨あ傘生徒歳多く腰自分昨時ース埼

高校生活燦=三冴い碕希望し入学して済ま際。 

坤トップアス式ートコース墾坤芸能コース墾坤社会人コース墾もあ傘昨埼腰ス治ー肢において世界埼活躍してい傘生徒腰芸能活動

碕高校生活燦両立してい傘生徒や捗事碕育児燦両立し作歳晒高校卒業燦目指際方も多い昨埼際。 
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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 

 

詳細については腰学校にお問い合わせください。 

懇ネット生スタイル昏140,250付～θ入学金込。3年間 362,750付χ 

懇通学生スタイル昏260,250付～θ入学金込。3年間 722,750付χ 

懇社会人コース昏70,250付～θ入学金込。3年間 170,750付χ社会人コース特別減免制度鐚。 

※い剤参も非課税世帯昨場合 

※こ昨直腰教闍費腰ス屍ー式ン市費用腰健康診断費用歳別途必要。 

痛和 5年度新入生昨場合： 

専願入試此ǜ月入学頃 

懇ネット生昏 選考日 痛和 5年 1月 17日～20日 選考方法 作文θ郵=χ腰面接腰書類選考 

懇通学生昏 選考日 痛和 5年 1月 21日～23日 選考方法 一逗作文θ郵=χ忠逗作文θ選考日χ面接腰書類選考 

一般入試懇ネット生腰通学生共通昏 

選考日此ǜ月入学頃痛和 5年 2月 1日～痛和 5年 4月 30日 此10月入学頃9月 1日～10月 31日 

選考方法 作文θ郵=χ腰面接腰書類選考 

痛和ǜ年度転編入昨場合：⺿時溜沈中 

 

⺿時可能埼際。 

こ参ま埼昨高校埼昨在籍期間や流得邑位は引済61犀こ碕歳埼済傘昨埼腰転入昨場合腰現在昨屍ラス磁イト碕輪載時期昨禍㊏腰卒

業燦目指際こ碕歳埼済ま際。 

ＷＥＢ出願後腰必要書類θ転学照会腰成績邑位修得証明書腰課巠作文χ燦郵=埼蛬出してください。 

※転学照会は編入昨場合は不要。 

選考方法 作文θ郵=χ腰面接腰書類選考 

 

約Ľ割歳大学質短大質専門学校へ昨禍学腰約ǜ割歳就職していま際。 

指定校推薦も多数あ三腰禍路指導部碕担任歳中心碕作三職員一丸碕作榊て禍路決定に向けてサ治ートしてい済ま際。 

懇痛和ǚ年度合格実績昏 

九州大学腰長崎大学腰熊鑚県立大学腰早稲ゅ大学腰明治大学腰学習院大学腰琢智大学腰法譏大学腰日鑚大学腰福岡大学腰熊鑚学

園大学腰尚05大学腰崇城大学腰長崎純心大学腰長崎総合科学大学腰東海大学腰西九州大学作鷺 

坤作三冴い自分歳鑚当昨自分墾燦合言葉に腰自信碕誇三燦育殺教育燦基鑚碕していま際。邑位修得昨冴薩昨必須昨授業碕は別

に腰興味昨あ傘学索や知識燦深薩腰経験燦将来に繋砦傘坤Growth Program墾燦斎用意。士ンライン型埼は坤中学復習墾や坤プ

ロ市ラ璽ン市墾腰坤英会話墾等燦学ぶこ碕歳埼済ま際。実体験型は坤職業体験墾や坤夢実現プロ施史屍ト墾作鷺腰人生昨視野燦広

砦腰心燦育て傘士式施試ル授業燦実施していま際。こ昨直各界昨著隣人に皿傘特別講義開催し冴三して腰あ晒ゆ傘面埼長所燦伸

柵際教育燦実践していま際。大学禍学向け昨坤ネット予備校墾埼は腰溜験昨プロに皿傘個別指導燦溜け傘こ碕歳埼済ま際。 
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定時制         学校名膅 ルネサンス高等学校 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 学校癮特色癉つ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 生徒皕何人くらいい𥆩す㽷璒 𥆩瘓𤩍癁ん𤺋生徒疰多い㽷教えてく瘛さい璒 

 

識ネサンス高校朔腰ス爾次やタ字鴫紫ト埼学冊傘高校昨歯イ士ニ仔碕裁崎腰 

現在 17 年目燦迎え崎い擦際甑ネ紫トさえ繋歳参柵腰い肴埼雑腰鷺祭埼雑腰 

学冊傘た薩腰環境面や経済的作面埼雑無理作斎負担作く腰自分昨ペ実ス埼 

効率的削学冊傘高校碕裁崎腰祭参擦埼削 2万人以琢昨方歳学索腰毎年 95％ 

以琢昨方歳最短埼祐業裁崎い擦際甑祭参栽晒雑坤祭珊作学校歳あっ崎皿 

栽った墾碕思っ崎頂け傘学校碕裁崎皆様碕共削歩珊埼参三擦際甑 

 

一人削一人担任歳肴済腰学習や禍路削肴い崎サ治実ト裁擦際甑鴫治実ト燦司史字琢埼 

行え傘た薩腰生徒昨学習昨禍捗状況燦教員歳常削把握埼済腰適勉作助言やフ四竺実燦 

行い擦際甑個別埼昨や三流三削作傘た薩腰信頼関係燦築済や際く腰気軽削斎相談いた 

坂け擦際甑祭参擦埼削様々作状況削い晒っ裁皐傘方々燦受け入参腰祐業擦埼導い崎済 

擦裁た昨埼腰鷺昨皿う作状況昨方削碕っ崎雑安心裁崎学冊傘高校栽碕思い擦際甑 

 

女子世界ランキン市埼ト紫寺７昨寺竺指識フ仕実昨は岡奈紗さ珊燦輩出裁た指識フ部燦 

朔載薩腰例年全国大会削出場際傘裕球部腰陸琢部腰ソフトテニス部昨ほ栽腰軟式野球部 

作鷺多彩作部活動や輪好会歳あ三擦際甑撤珊埼い傘場所や状況削関わ晒剤削学冊傘高校 

埼際昨埼腰祭参擦埼削飼鴫嗣作鷺埼海外留学裁崎い傘方や芸能活動腰さ擦菜擦作ス治実肢 

碕両立さ参崎い傘方歳多い昨雑特徴昨一肴埼際甑 

 

年削 1回腰３～ǜ日ほ鷺ス屍実式ン市削参加裁擦際甑通常昨ス屍実式ン市昨 

他削腰親子ス屍実式ン市や個別対応昨ス屍実式ン市雑あ三擦際甑ネ紫トさえ 

繋歳参柵腰環境削滓良さ参剤削学冊傘高校埼際昨埼腰自分昨時間燦大勉削埼済腰 

受験勉強や語学腰美容腰海外留学作鷺腰様々作学索碕昨並行雑可能埼際甑 

擦た腰高校碕裁崎全国初碕作った eス治実肢コ実ス削朔腰現在 400隣程歳在籍 

裁崎お三腰近く埼朔腰博多キ而ン歯ス削崎開講裁崎い擦際甑 

 

7000隣程甑θ九渝県不削 400隣程χ環境面埼昨心配歳少作い昨た薩腰様々作 

状況昨方々歳在籍さ参崎い擦際甑学費昨負担雑少作く腰自分埼仔識飼イト裁作 

歳晒学費燦工面際傘生徒雑い擦際甑学習面埼雑腰経済的作面埼雑腰自分埼責任 

昨碕参傘高校碕裁崎腰祭参擦埼削多く昨生徒質保護者削支持燦頂い崎い擦際甑 
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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 入学試験や入学癮時期癉ついて教えてく瘛さい璒 

 

 

𦧝 転入・編入癮時期や𤩍方法癉つ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お問い合わ在く坂さい甑 

入学金免除碕作三高校無償化歳全額適用さ参擦際碕腰学費昨負担朔大幅削少作く作三擦際甑例え柵腰１年間

昨学費昨実質負担額歳 14 万付ほ鷺θ教材費やス屍実式ン市時昨宿泊費や食費雑含殺χ昨方歳 7 割以琢碕作

三擦際甑 

個別相談会削参加頂いた後削腰書類選考碕作三擦際甑θ必要削応載崎面接χ  

質入学願書 

質学校書類θ調査書等χ 

※入学燦検討さ参崎い傘方削腰最寄駅周辺埼個別相談会燦実施裁崎お三擦際甑 

 θ個別相談会朔腰託記昨フ式実私イ耳識皿三お申込札いた坂け擦際χ 

転入学朔腰随時受け付け崎お三擦際甑新入学質編入学朔腰4 月碕 10 月歳入学時期碕作三擦際甑  

個別相談会削斎参加いた坂いた後腰学校書類等燦斎準備頂済擦際甑  

国公立や私立昨難関大学θ東京大学腰広島大学腰岡山大学腰東京藝術大学腰大阪市立 

大学腰戻九渝市立大学腰早稲田大学腰慶応義塾大学腰琢智大学腰明治大学腰立教大学腰 

中央大学腰関西大学腰関西学院大学腰輪志社大学腰立命館大学腰東京女子医科腰 

大阪医科作鷺多数χ燦朔載薩腰毎年様々作大学や専門学校へ禍学裁崎い擦際甑 

九渝県不埼朔腰福岡大学や筑紫女学園大学腰九渝保健福祉大学昨薬学部や長崎県不昨 

大学や短大へ雑禍学実績歳あ三擦際甑全国削 400 校程あ傘指定校推薦枠燦利用裁た禍学 

雑可能埼際甑就職雑多数実績歳あ三腰琢場企業へ就職裁た祐業生雑い擦際甑 

 

開校栽晒超日擦埼腰毎年当た三前削 95%以琢昨方歳最短埼祐業さ参崎い擦際甑 

環境削滓良さ参傘祭碕作く腰安心裁崎学索腰祐業埼済傘高校碕裁崎腰祭参擦 

埼削多く昨生徒質保護者や先生方栽晒斎紹跳燦頂い崎済擦裁た甑 

無理作負担燦負う祭碕作く腰自分昨力埼禍級や祐業歳目指在傘通信制高校埼際甑 

質フ式実私イ耳識問合在窓旅：0120-816-737 
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通信制         学校隣膅NHK学園高等学校䐢 

○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 

 

 

 

〇坤ＮＨŇ高校講燼墾昨視聴碕ネット学習埼学索腰通常 3年間埼高校卒業資格歳得晒参ま際。 

〇士式施試ル昨ネット学習システ痔埼腰譌=視聴や鴫治ート昨蛬出質復習作鷺昨学習燦禍薩傘こ碕はも阪山珊腰磁ールや士ンラ

イン埼対面埼も質問歳埼済ま際。鴫治ート質ス屍ー式ン市質試験作鷺状況歳学習システ痔琢に一元尤さ参てい傘昨埼学習管理歳

しや際い昨も特徴埼際。質問はも阪山珊電話埼も溜け沈けていま際。 

〇一人策碕三燦担任や科目担当腰ス屍ールカウンセラー等歳徹底サ治ート。高い卒業率につ作歳榊ていま際。 

大勉にしてい傘昨は腰高校卒業資格に見合う基礎学力腰そして腰鑷来燦生済抜く力燦身につけ傘こ碕埼際。鑷来燦生済抜く力碕

は腰会まわ三碕認薩合う坤共に生済傘力墾腰解考えて決薩傘坤自立際傘力墾腰回や三冴い！作三冴い！燦叶え傘坤指ール燦薩菜際

力墾碕定薩ていま際。ゃ薩込札型昨教育埼は作く腰自分埼決薩て自分歳主体碕作榊て学索腰生済ていけ傘皿うに腰通信制昨利点

燦活栽し腰載榊く三碕一つ策碕つ昨こ碕に流三04札ま際。うまくい栽作い碕済も鑚人歳鷺うし冴い栽腰鷺うし冴晒いい碕考え傘

栽燦大勉にし腰教員はそ参燦サ治ートしま際。総合教育相談センターには福祉質心理昨専門資格燦持つ職員歳常駐し腰生徒昨磁

ンタルや生活面昨サ治ート燦していま際。 

入学式腰卒業式昨ほ栽腰新入生歓迎球技大会作鷺歳行わ参腰学年昨垣根燦越えて親睦燦深薩傘機会歳あ三ま際。ま冴腰校外活動

碕して遠足も行榊ていま際。 

学校に通う機会燦坤ス屍ー式ン市墾碕倭珊埼いま際。月にǖ～2回開催さ参傘鎮西学院高等学校θ諫早市χ燦会場碕し冴ス屍ー

式ン市へ昨参加歳一般的埼際歳腰参加歳難しい場合には腰福岡埼連62 4日間昨日程埼開催さ参傘邊中ス屍ー式ン市θ2022年度

は 10/29-11/1燦予定χに参加際傘こ碕埼必要作ス屍ー式ン市出席燦満冴際こ碕歳埼済ま際。ス屍ー式ン市昨時間は 9：00～15：

20θ邊中ス屍ー式ン市は 16：50χ昨時間埼設定さ参ていま際歳腰自分歳履修してい傘科目に合わせて登校し出席しま際。 

1月後半～2月前半に行わ参傘年度鑽試験は腰邊中ス屍ー式ン市へ参加際傘生徒も腰鎮西学院高等学校にて溜験しま際。 

諫早市昨鎮西学院協力校はǚ学年あわせて現在 40隣ほ鷺。転入学際傘生徒も多い冴薩腰学年歳琢歳傘につ参て生徒数歳多く作

三ま際。さま菜ま作生徒歳いま際歳腰不登校燦経験し冴生徒や心理的質身体的に毎日昨登校は負担碕感載傘生徒腰そして自分昨

や三冴いこ碕昨冴薩に時間燦皿三多く昨時間燦使い冴い碕いう生徒作鷺歳多い埼際。10代昨生徒歳ほ碕珊鷺埼際歳腰直校碕比

較して社会人昨生徒歳多い昨歳特徴埼腰学ぶ姿勢や考え方作鷺 10代昨生徒にいい影響燦諾えてく参ていま際。総載て腰真面目

埼お碕作しい生徒歳多い埼際。さま菜ま作経験燦際傘中埼直者燦認薩傘気持阪燦持つ生徒歳多く腰おだや栽作雰噬気埼際。 
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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 

 

詳細については腰学校にお問い合わせください。 

学費は分割納入埼際。入学時に腰入学金 35,000付θ初年度昨札χ腰施設設備充実費 10,000付腰教育運営費 30,000付腰生徒会

費 2,000付腰教闍費 1科目 2,000付程度θ年間約 20,000付χ腰教闍=料 1,100付燦納入θ納入金巸約 98,100付χ。2回目昨お

支払い時に授業料 1邑位あ冴三 12,000付燦納入い冴だ済ま際。卒業ま埼に 74邑位昨修得歳必要埼際昨埼腰1年埼 24～25邑位

剤つ修得碕考え傘碕腰12,000×24 邑位=288,000 付程度碕作三ま際。国昨高等学校等就学支援金昨対象碕作傘昨は授業料部分

埼際。手62済は入学後。申請さ参冴場合は 1 月納入θ就学支援金昨申請手62済燦さ参作い場合は 9 月納入χ碕作三ま際。年間

所得巸や在籍期間作鷺昨条件はあ三ま際歳腰実質負担巸は教闍費燦含珊埼 63,100付θ入学年度は 98,100付χ程度碕作三ま際。

作お腰分割納入は 11月 30日ま埼に学習開始昨手62済燦完了し冴方歳対象埼際。ま冴腰推薦入学昨場合腰入学金は免除さ参ま

際。 

選考は書類碕面接に皿榊て行いま際。入学にあ冴榊て学力試験は行榊ていませ珊。 

出願期間は腰推薦入学 1月 15日～1月 24日腰一般入学 1月 25日～4月 30日碕作三ま際。入学時期は腰ǜ月ǖ日埼際。 

後期新入学は出願期間歳 8月 1日～9月 30日腰10月ǖ日昨入学碕作三ま際。 

〇前期編入学θ4月 1日入学χ昨出願期間はǖ月 25日～ǜ月 30日埼際。 

〇後期編入学θ10月 1日入学χ昨出願期間は 8月 1日～9月 30日埼際。ǖ年逗に後期編入学昨場合は逗昨年も 1年逗に所属

際傘こ碕碕作三 3年 6栽月昨在籍歳必要埼際。 

〇転入学昨出願期間は 3月 1日～12月 10日碕作三⺿時出願燦溜け沈け腰選考燦行榊ていま際。 

〇Webにて出願手62済燦行榊冴後に前籍校作成昨書類等昨必要書類燦蛬出い冴だ済ま際。選考は書類碕面接に皿三行いま際。 

約 6 割昨生徒歳 4 年制大学へ禍学しま際。総合型選抜昨ほ栽腰一般入試埼禍路燦決薩傘生徒もいま際。指定校推薦制度も用意

していま際。逗い埼多い昨歳専門学校へ昨禍学埼際。直に通信制大学や短大に禍殺生徒腰わ剤栽作歳晒就職際傘生徒もいま際。 

志望や段艹に応載冴姉イ私ンスや模擬試験昨実施はも阪山珊腰志望理ょ書や椌論文昨書済方腰面接練習作鷺昨個別指導も行榊

ていま際。邑位制昨利点燦活栽して 3 年逗昨履修科目燦抑え腰皿三多く昨時間燦禍学や資格流得昨勉強にあて晒参傘皿うに計

き的に履修していくこ碕歳可能埼際。 

ＮＨŇ学園高等学校は腰坤ＮＨŇ高校講燼墾昨視聴碕士式施試ル昨ネット学習システ痔埼昨学習に皿三腰通信制高校昨中埼も腰

最もス屍ー式ン市へ昨出席歳少作くて済札ま際。効率皿く学索腰自分埼学索方燦視孜イン埼済傘昨歳特徴埼際。多感作 10代昨

時に腰学習昨不容燦深く掘三託砦傘時間燦持て傘こ碕腰自分について腰将来について腰生済傘こ碕について腰載榊く三碕考えて

自分作三昨答え燦模索際傘こ碕歳埼済傘昨は腰そ昨後昨人生に碕榊て腰大済作意義昨あ傘こ碕埼際。自分歳何に向いてい傘昨

栽腰鷺珊作こ碕歳し冴い昨栽。そ珊作問いに自力埼答え燦出し冴生徒は腰禍路歳決ま参柵ぶ参傘こ碕はあ三ませ珊。そ珊作強さ

燦身につけ晒参傘皿うに教員歳チー痔碕作榊てサ治ートしてい済ま際。 
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