
平成 30年度通信制・単位制等高等学学校見学会報告書

通信制・単位制等高等学校見学会のご案内

初夏の候、皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、現在各学校の不登校生に対する取り組みが進んでおります。しかし、その進路選
択でなかなか十分な情報が得られず悩んでいる生徒も多くおります。そのため、進路選択
の幅を広げ、自らの生き方を考えていく一助として通信制・単位制等高校の学校訪問を下
記の通り企画しました。必要な生徒・保護者にご案内いただき当日参加の希望がありまし
たら FAXなどで申し込みいただきますようお願いいたします。

１．実施時期 平成３０年７月４日(水) 9:00から 15:00

２．訪問校 立花高校、および希望の通信制・単位制高校など複数高校
（訪問校など詳細は検討中です）

つくば開成福岡高校、星槎国際高校、屋久島あおぞら高校(KTC)中央高等学院）、飛鳥未来高校、、
YMCA学院高校、クラーク記念国際高校、第一学院高校、北海道芸術高校、勇志国際高校、ヒ
ューマンキャンパス高校、神村学園高等部、立花高校、など

３．内 容
・市内３カ所(西区・南区・博多区)から４台の貸し切りバスで巡回。（参加費無料）
・立花高校、を見学した後バスのコースによって希望の通信制高校を 2校回る予定で
す。見学する通信制・単位制高校はアンケートを採ります。（合計 3校見学）
・参加者の申し込み状況によって最終的な集合（乗降）場所を決めたいと思いますの

で詳細は参加者に後日連絡します。

運行計画の予定(案)です(最終的には申し込みの様子で決定します)
１号車 7：40大橋駅降車場集合-立花高校－博多地区－15:30大橋駅解散
２号車 8：00博多駅筑紫口集合-立花高校－博多地区他－15:30博多駅解散
３号車 7：40姪浜バス停集合－立花高校－天神地区－15:30天神解散
４号車 7：40姪浜バス停集合－立花高校－薬院地区－15:30姪浜解散
５．対 象 福岡市内の不登校生および保護者(当日保護者だけでも可)

通信制・単位制・定時制高校の進学希望者および保護者
進路担当教職員・不登校対応教員・スクールカウンセラーなど

６．申し込み方法 裏面用紙に氏名・住所・連絡先・必要事項などを記入しファクス等で
申し込みください。なるべく 6月 19日(火)までに下記連絡先まで申し込んでください。
（間に合わない時は下記にお問い合わせください）

７．連絡先 『ぼちぼちの会』代表 志賀美代子 ０９２－５１５－７４４９
ＨＰアドレス http://bochibochinokai.com

８．後 援 福岡市教育委員会 西日本新聞社 読売新聞社
広域通信制高等学校福岡県連絡協議会、(公法)こども教育支援財団

『ぼちぼちの会』は不登校生の保護者の会として活動している、結成１5年目の団体です。
毎月第１金曜日１８:３０から若久公民館で学習会を開くとともに、学校間を超えて、高校
訪問やレクレーションなどを通し、こどもの進路保障や生き方を考えています。この学校
訪問は毎年実施させてもらっており今年で 1８回目になります。昨年度は１５７名の生徒・
保護者・先生などが参加されました。今後は平成 30年６月 11日（月）に第 16回合同説明
会をアクロス福岡で開催しました。

参加団体（保護者の会）
ぼちぼちの会（南区）ステップスクール当仁（中央区）でこぼこの会（西区）
ひだまりの会（西区）ひまわりの会（西区）えがおの会（筑紫地区）



９. 参加者【参加者内訳】

生徒２８名／保護者５４名／教員３名／その他 (行政 .主任児童員他 )６名

合計 ９１名

１０. 感 想・反 省

前日の台風７号の影響もあって当日の天候が心配されましたが天候も回復し

て、青空の出た一日でした。実際には次の日からまた激しい雨が降ることにな

り、奇跡的に天気に恵まれた一日となりました。立花高校では斎藤校長先生の

お話後の見学や食事と多彩に見学をしました。その後４つのコースに別れ各地

の通信制高校見学し無事に終了しました。

平成30年度学校見学会行程表

・見学先別に立花高校でバスを乗り換えます。各コースとも40名定員（先着順）。

・自分の自宅と違う方向に帰るバスに乗る人は、現地解散ができます。

１号車 7：40大橋駅降車場集合--博多駅--9：30立花高校（食事）－11：30立花高校出発－

12：30呉服町（北海道芸術高校）発13：30→ 15:30 大橋駅解散

13：45博多駅南（屋久島あおぞら高校(KTC)中央高等学院）または飛鳥未来高校，）15：00発

２号車 8：00博多駅集合－天神日銀前--9：30立花高校（食事）－11：30立花高校出発

12：30博多駅（第一学院高校または勇志国際高校、）13：30発

14：00神村学園高等部終了15：00発 →15:30 博多駅解散

３号車 7：40姪浜バス停集合－天神日銀前--9：30立花高校（食事）－11：30立花高校出発

12：30天神（ヒューマンキャンパス高校、発13：30→

13：45 つくば開成福岡高校、15：00発） 15:30 姪浜解散

４号車 7：40姪浜バス停集合－西新・唐人町-9：30立花高校（食事）－11：30立花高校出発

12：40薬院（星槎国際高校、発13：40→

13：50 クラーク記念国際高校）15：00発 15:30 姪浜解散



2018（H30）年7月4日 高校見学会 アンケート集計

回収数（全参加者91名からスタッフ11名を除く）参加者79名（保護者43学生28先生・行政
9）

→43枚回収 48名（保護者34学生11中学校の先生1行政2）

回収率 60.7％ 保護者からの回収率79.1％

1号車（16名参加）→7枚（保護者6学生3）

2号車（18名参加）→11枚(保護者7学生1中学校の先生1行政・関係者2)

3号車（27名参加）→16枚（保護者14学生5）

4号車（17名参加）→9枚（保護者7学生2）

立花高校のみ（関係者3名）→配布せず

Q1 見学会をどのようにして知ったか？

(複数回答を含む。親子で1枚に記入の場合、2名と計上）

 （アクロス福岡などでの）通信制・単位制高校「合同説明会」で 18

 保護者の会 21

(内訳） ぼちぼちの会 9

ステップアップスクール当仁 7

ひだまりの会 2

かたりぃ 1

その他 2

 学校を通じて 17

 行政機関を通じて 2

 はまかぜ 2 6

 えがお館 2

 先生から 1

 ぼちぼちの会ホームページを見て 1 ・同僚の勧めにより1

 保護者から1 ・友人や知人から1 ・オープンスクール先の先生から1

Q2 立場 （1枚に親子で記入の場合、それぞれ計上）

保護者34 学生11 行政機関の職員・関係者2 学校の先生・関係者１

Q3意見・感想

１号車：北海道芸術・KTC・飛鳥未来
 イラストコースの事を詳しく知りたい。いろんな高校をまわって、学校の雰囲気や授



業の内容を知れて良かったです。(学生）

 どの学校もざっくりとした説明見学でしたが、ただもっと良く知っていけばいろんな

選択があるんだなーと思いました。KTCで生徒の生の声が聞けたのがとても良かった

。(保護者）

 自分ではなかなか行く事ができない学校に行くことができて良かったです。それぞれ

に特徴があって考える幅が増えたように思います。ありがとうございました。(保護者）

 中学校を卒業したらすぐに進路を決めて高校を卒業したらまたすぐに就職か進学かを

決めさせないといけないと思っていましたが、立花高校の学校長の先生が、１８才で

すぐに自分の道を決める必要はないというふうな内容のお話を聞いて子どもの為に自

分の考え方を改めないといけないなとハッと気づかされた大切な日になりました。そ

こに気づかされてもらっただけで今日はとても充実した日でした。(保護者)

２号車：第一学院・勇志国際・神村学園

 10～15年前には、こんなにも通信制・単位制高校は無く、選択することができなかっ

たのに、現在こんなにも魅力ある高校があることは不登校や引きこもりのこどもたち

にとってありがたいことだと思います。ぼちぼちの会の皆様には毎年計画され運営し

ていただきありがたいです。居場所のない自尊意識の低い不登校の子どもの受け皿と

して今後さらに重要な役割があると思います。だからこそ学校側も独自色、特別な何

かをアピールし子どもたちが通いやすい環境づくりを工夫してほしいと思います。本

日は有難うございました。参考にさせていただきます。(行政機関職員)

 子どもたちにはいろいろな選択肢があることを、親と子が他の不登校の皆さんと一緒

に知る、考える機会があるのは、すばらしいと思いました。人生のタイムスケジュー

ルは、いわゆる世間の常識で考えるのではなく、その子その子のタイミングに合わせ

て、ゆっくりと物事をすすめていく必要があるんですね。(行政関係職員)

 生徒の言葉が良かったです。参考にできます。ありがとうございました。（中学校の

先生)

 今日は朝からお世話になりありがとうございました。立花高校の校長先生のお話は心

に染みました。娘にも聞かせたかったです。時間が限られていたので仕方がないかな

と思ったのですが、立花高校が独自に取り組まれている教育を具体的にお聞きしたか

ったです。(例・保護猫の活動など) (保護者)

 今日は親だけの参加となりましたが、いつか子どもが実際に見て決める事が出来たら

いいなとおもいました。きっと子供にあう所があるような気がしました。今日は本当

にありがとうございました。神村学園で生徒さんの話が聞く事もでき良かったです。(

保護者)

 今回見学会に親子で参加させて頂きありがとうございました。自分達だけではなかな

か行動出来ない所ですがみなさんと参加させて頂けてリラックスして見学する事が出

来ました。進学に対して不安ばかり抱えていたのでこうして実際に見学したり現場の



先生や生徒さんと話す事も出来て、前を向いて考えたり話し合ったりと親子での良い

機会を与えて頂いたなと感じてます。とても手配や御準備大変だったと思います。あ

りがとうございました。お世話になりました。(保護者)

 今日はありがとうございました。スタッフの方、バスの運転手さんもいい方でよかっ

たです。神村学園で在校生の体験談とても感動し光があるということを確信しました

。(保護者)

 実際に通っている生徒さんの話が聞けてよかったです。少しでも子供が興味をもって

くれたら嬉しいです。(保護者)

3号車：ヒューマンキャンパス・つくば開成
 とても充実した時間を過ごせました。全日制以外の高校のあり方を初めて知りました

。高校生活を楽しく過ごしてもらえるような所を選びたいです。他のコースの高校も

行ってみたいです。大変お世話になりました。ありがとうございました。(保護者)

 立花高校：校長先生に会えてよかったです。ほっとします。ありがとうございました。

ヒューマン：生徒さんの話が聞けてとてもよかったです。

つくば：子どもへの接し方をおしえてくれてありがとうございます。AO入試の事が聞

けてよかった。こちらも生徒さんの話が聞けてよかった。

ありがとうございました。(保護者)

 去年、ぼちぼちの会を知ったのが中２になる前でした。自宅にいて時間もあり、去年

も参加しました。その頃は実感なかったですけど、今回もう一度参加して、見学・説

明を本人とできて良かったです。一学期の残りと卒業までを中学校でどのように過ご

すのかの課題はありますが、それも含め、前向きに考えていきたいです。立花高校とヒ

ューマンキャンパスで生徒さんの感じの違いも実感でき、来て良かったです。(保護者)

 ありがとうございました。とても為になる一日でした。(保護者)

 混雑することもなく、わかりやすくていねいに説明していただけました。(保護者)

 本日は本当にありがとうございました。１人１人に対する対応が細やかでわかり易か

ったです。このような取り組みが、全ての学校で出来れば良いなと思います。斉藤校

長先生のあのオーラはすごかった。子どもを信じてブレない姿勢、私も同じ価値観で

動けるようになりたいと思いました。(保護者)

 今日は暑い中ほんとにありがとうございました。立花高校をはじめ、他２校の先生方

、生徒さんたちの話を聞く事が出来て、少し安心することができたような気がします

。今回、息子と一緒には来ませんでしたが、「どんな所か先に見てきて」と言われて

いるので近々一緒に来れたらいいなと思っています。とっても充実した一日となりま

した。ありがとうございました。(保護者)

 3号車初参加。立花高校：生徒さんと先生の距離が近いのにびっくりしました。ヒュー

マン・つくば：生徒さんの生の声聞けてよかったです。お世話になりました。(保護者)

 立花高校の学校のシステムがよく分かったので良かったです。つくば開成は学校見学



をしたかったので今回のバスツアーに参加できて良かった。（学生・保護者）

 初めて高校見学ツアーに参加しました。準備や当日のお世話までスタッフの方たちに

は感謝しています。できれば、年に何回か企画してほしいです。（単位制を２校だけ

でなくもっと見学したいので）単位制の学校など、個人で見学に行くよりツアーの方

が行きやすいです。

 見学会の企画・運営ありがとうございました。とても有意義な時間を過ごすことがで

きました。(保護者)

 スタッフの方々に丁寧に臨機応変にいろいろとお世話をして頂きまして感謝していま

す。楽しく一度に３校もバスで気楽に行く事なんてなかなか自分ではできないので有

り難いです。このような企画をして下さったぼちぼちの会等支援団体の方にも、都合

が合う時には参加して情報収集や気分転換できたらいいなぁと思いました。三校とも

各々全く雰囲気が違っていて体験できて良かったです。（保護者）

 つくば開成の時間割や授業料など、昨年の資料でも良いのであればなお良かったと思

いました。（保護者）

4号車：星槎国際・クラーク記念国際
 こういったタイプの学校は、イメージがわかないので、バスツアーで何校も巡る事が

出来、イメージしやすかったです。とても有り難いです。（学生・保護者）

 実際に目で見て、本人の気持ちも違ってきた様で、参加できてよかったデス。（保護者）

 暑い中ありがとうございました。バスがきれいで良かったです。学校は迷いました。2

校選択は、時間の問題もあるから仕方ないですが…。とにかくおせわになりました。

ありがとうございました。（保護者）

 朝早くから引率いただきありがとうございました。今後の進路を決定するうえでの貴

重な体験となりました。娘も“○○高校はいいなと思った”など感覚でつかめたこと

も多くあったように思います。暑い中ありがとうございました。（保護者）

 立花高校の校長先生のお話は、感動し涙が出ました。不登校の辛さを心底ご理解され

暖かく生徒を受け入れている感じを受けました。全体的にはクラーク高校が好印象で

した。学習の立て直し、セーフティ制度が魅力的です。今回初参加でしたが、一日3校

巡る事ができ、有意義な時間でした。又参加したいです。本日は暑い中一日中ご引率

いただきありがとうございました。（保護者）

 立花高校の校長先生の「大丈夫、大丈夫」の言葉に勇気づけられました。きれいなバ

スでの移動、ありがとうございました。（保護者）

 今日は一日ありがとうございました。バスで自分が行きたいコースに連れて行ってい

ただき、丁寧な説明をして下さり、本当にありがたかったです。娘も親も直接学校を

見る事ができて良かったです。話を聞くだけではわからないので、貴重な機会をあり

がとうございます。（保護者）

 学校を見学できてよかったです。ありがとうございます。（学生）



立花高校



4号車 ：星槎国際高校

クラーク記念国際高等学校
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