
第１９回 通信制・単位制等高校合同説明会の報告

秋冷の候、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、現在各学校において不登校生に対する取り組みがすすんでおります。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や保護者も多くおります。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
校合同説明会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 令和元年１０月２２日(日) 13:00から 16:30（12：30受付）

２．場 所 アクロス福岡 ７階大会議室および 701会議室 702会議室 703会議室 他
（〒810-0001 福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号 電話 092-725-9113）

３．内 容
・通信制・単位制等高校の説明(13時 30分より全体説明をします：自由参加)
・福岡地区の通信制・単位制等高校１３校程度の個別相談･説明

（学校別にブースを作っていますので時間内であれば個別に自由に相談できます)
４．参加校 (予定)

つくば開成福岡高校、星槎国際高校、KTCおおぞら高等学院、飛鳥未来高校、

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、NHK学園高校、立花高校、等

５．対 象 福岡地区及び近郊の不登校生・保護者
通信制・単位制等高校の進学希望者・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

(当日保護者だけでも相談可)

６．申し込み方法 ファクスで氏名・所属・連絡先・質問事項などを送ってください
（事前申し込みなしでも可） ０９２－５１５－７４４９ （志賀美代子）

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 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 西日本新聞社 読売新聞社
福岡県通信制高等学校連絡協議会 (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１６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。
当日はカウンセラーも常駐しますので気軽に相談してください。（別室で個別相談可）
今年も 6 月 10日(月)第 18 回の説明会や 7 月３日(水)に合同で高等学校訪問も実施しま

した。第 18回は約 400名、見学会は 159名の保護者生徒などが参加しました。毎月定例会
を開いていますので詳細はホームページを見てください。「ぼちぼちの会」で検索。

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)



参加者

【当日受付】２３５名

【参加者内訳】教員１２名／生徒（中・高生）６２名／保護者１３０名／関係者２２名

／行政関係・その他１９名

【参加者在籍校など一覧】（受付記入分）

●福岡市内公立中学校

壱岐丘・下山門・長尾・元岡・内浜・高宮・高取・那珂・野間・原中央・城南・壱

岐・香椎第１・姪浜・当仁・金武・香椎第３・田隈・青葉・西陵・三宅・次郎丸・

吉塚・東光・警固・春吉・松崎・能古・百道・西福岡・老司・梅林・城香・曰佐・

長丘・志賀・和白丘・北崎・照葉 合計：３９校

●福岡市外及び私立中学校

前原東・前原西・篠栗・春日野・春日西・筑紫野南・学業院・大野東・西南学院中

羽犬塚・久留米信愛・粕屋・津屋崎・宇美東・宇美南・河東・櫛原・志免・久留米

江南・久留米城南・筑山・三国・平野・大刀洗・付属久留米中・諏訪合計：２７校

●高等学校等

博多青松高校・西南学院・大濠高校・東海大福岡高校・香椎高校・朝倉高校・講倫

館

合計：７校

●関係者・その他

福岡市教委 ・主任児童員 ・民生委員 ・ SSW ・フリースクール関係者 ・えがお

館・こども健全育成委員・行政関係者（生涯学習課・子育て支援課・教育相談課）・

ピースフル関係者など

アンケート集計結果
回収枚数：６０枚（１枚のアンケートに親子で

書き込まれた分も集計）



１．参加された方はどなたですか。 ５．説明会の内容はいかがでしたか。

学校職員 2 とても分かりやすい 24

保護者 59 分かりやすい 40

中学校生徒（１年） 0 普通 6

中学校生徒（２年） 1 分かりにくい 0

中学校生徒（３年） 5 他（途中参加のためわからない） ０

高校生（１年） 0

高校生（２年） 1 計 70

高校生（３年） 1

２．参加された方の性別を教えてくだ

さい。

６．今回の合同説明会に参加されて、良

かったことは？

男 17 全体説明 12

女 56 ブース 49

計 73 プレゼン（607） 11

その他での説明 8

計 80

３．この回を何でお知りになりましたか。
７．学校選びのポイントとして重視す

る点は？

学校から 40 学習内容 55

知人・友人から 5 交通アクセス 43

説明会チラシ 19 学校の雰囲気 50

その他 11 施設、設備 11

（ぼちぼちの会ＨＰ） 1 教員の雰囲気 35

（ネット） 2 知名度 2

（新聞） 1 進学、就職状況 19

（市の職員） 1 制服 5

（SSW） 1 校則 5

（えがお館） 2 授業料 25

（親から） 1 その他（部活動） 1

（協議会の HP） 1 その他（本人の気持ちなど） 3

計 75



４．お住まいはどちらですか。

博多区 2

東区 11

南区 9

早良区 6

西区 10

城南区 11

春日市 1

筑紫野市 3

糸島市 1

福津市 1

志免町 3

須恵町 1

宇美町 3

久留米市 7

小郡市 2

８．参加しての感想

先生方のお話を聞き、優しい雰囲気や受け入れてくれそうな雰囲気を感じ安心しました。進路につ

いて前向きに考える事が出来そう。

直接お話を伺う事で学校の雰囲気を味わう事が出来ました。

休憩室があり子供本人が助かりました。ありがとうございました。久留米にもこういう親の会があれ

ばいいのにと思います。

個別ブースでわかりやすく説明していただきありがとうございました。どんな学校がどこにあるの

か、学校の特徴がわかってよかったです。

不安が少しなくなりました

学校所在地や最寄駅のマップが助かった。会場ロビーに椅子があり開放的な景色で雰囲気がよか

った

参加できる機会がありよかったです。ありがとうございました。

たくさんの学校の特徴が分かってよかったです。ありがとうございました。

いろいろな学校を知れてよかった。



カウンセリングに並んでいて、後ろからきた横から入ってきた人を先に受付したのはどうかと思った

当日は忙しかったのでパンフレットを主に入手したのですが、たくさんの方々が来られているので同

じ状況の方がいるんだなと勇気づけられました。

通信制高校と全日制高校の違いが分かった

専門的な勉強をする学校が多くあってよかったです

つくばのブースで話しを聞きました。姉が行っていた学校の先生だったので安心して話しをきくこと

ができました。

聞きたかったことを分かりやすく教えてもらって助かった

ブースでの説明、聞きやすくてとてもよかったです

いろいろな話しを聞けてとてもよかったです。ありがとうございました。

一回目の参加でしてのでまわりきれませんでした

学校のフォロー体制が聞く事ができてよかったです

気になるブースで話しが聞く事ができてよかったです

事前に気になっていた学校の説明を詳しく聞けたので良かった

最近気になり始めた学校の説明をしていただきたのもありがたかったです

通信制のお話が聞けてよかったです。高校に不安がありましたが、少し安心しました。これからいろ

いろ探すことが楽しくなりました。

色んな話しを聞けてためになりました

１分間説明はプリント順にして欲しかった

今回の説明会の開催について、中学校の先生から情報提供をいただきました。なかなかこのような

説明会に関する情報が個々の生徒に入りにくいので、今後の子供たちのためにもその点に留意し

ていただけたら幸いです。

マイペースなあせりのない息子の刺激となり良いと思います。

中学校の先生からの勧めで来ました（説明会のチラシをもらって）

もっと説明会のチラシの内容が充実していると良いと思いました。

一日のスケジュールが来てからでないとわからなかったので・・・。

合同説明会は大変貴重な時間でした。このような会を作っていただき感謝いたします。

性格をのばす教育の学校を紹介して欲しい

わからなかった事がわかってよかったです。

ブースでの説明会が分かりやすかった

本人が来て話しを聞いていきたいと思える学校に出会えたことがとても良かったです

とても分かりやすかった

各ブースでの説明になるとは思いますが、授業料のことはＮＨＫ以外触れていないのが気になりま

す。この事は保護者にとって一番大きな問題でもありますのでプレゼンの場で少し説明があっても

よいかと思いました。



会場全景（アクロス福岡）

会場写真

開会あいさつ

木村ぼちぼちの会会長 松永連絡協議会事副会長 市教委生徒指導課内田課長

全体会

各校 1 分間アピール

個別の説明がきけて良かったです

直接お話しする事で不安が解消されました。

通信高校の色や特徴を子ども自身で選ぶ、子どもに伝えたいと思います。



各ブースでの個別説明



学校別プレゼン （6 階 607 会議室）

保護者の会の相談

受 付

カウンセリング他会場の様子


