
第２２回 通信制・単位制等高校合同説明会の報告 
（案内文）  

 残暑の候、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新型コロナ対策等多くのの課題に取り組まれておりられるこ
とと存じます。しかし、不登校生など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、本年度も通信制・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３年 ６月１４日（月） 13:00 から 16:30 
 
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１２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１９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。 
 昨年は 6 月８日(月)第 20 回の説明会や 7 月 1 日(水)の合同で高等学校訪問を予定してお
りましたが新型コロナ対策のためやむなく中止させていただきました。代替として web 上
での相談会を実施させていただいたところです。（詳細はホームページを見てください。）
当日は十分な感染症対策を行い実施したいと思います。 

感染症対策 

 ・受付時に検温と手指消毒、受付簿に氏名・所属・連絡先（携帯番号等）の記入。受付済みの
証明書（仮）を来場者へ渡す。各校の机、親の会控室などに手指消毒等用のアルコール、卓上パ
ーテーションを設置。今回はカウンセリングは実施しない。必要な感覚をとる、など 

   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) 



（参加者宛郵送分） 

令和３年６月１日 

 

参加者 各位 

 

福岡県通信制高等学校連絡協議会  

会  長   伊 藤  金 光  

ぼちぼちの会 

  会  長   木 村  素 也  

   代  表   志 賀  美代子 

 
福岡県通信制・単位制高等学校 進学合同説明会の参加について（お願い） 

 

この度は、第 22 回福岡県通信制・単位制高等学校 進学合同説明会へ申込みをいただき、
誠にありがとうございます。 

本説明会は、中学卒業後の大切な進路を選択するために、必要な情報を得られず悩んでい
る多くの生徒・保護者の皆様への進路情報の提供を目的に開催しています。 

福岡県下では緊急事態宣言が延長されましたが、本説明会の趣旨にご理解をいただき申込
みされた皆様の期待に応えたく、感染症対策を勘案した内容に変更し開催することとしま
した。 

つきましては、皆様方にはご不便をおかけいたしますが、下記の感染症対策にご理解と
ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

【感染症対策】 

１．お申込みをいただいた参加者の方々を２つのグループに分け、三密を回避する対策を
講じますので、該当する時間にご来場ください（完全入替制）。 

１グループ ： １２時００分 ～ １４時００分（受付開始１２時００分より） 

２グループ ： １４時３０分 ～ １６時３０分（受付開始１４時３０分より） 

※待合場所はございませんので、受付開始時間以降にお越しください。 

２．ご来場の際はマスクを着用し、受付時に受付名簿への記入、検温・消毒へご協力をお
願いします。 

３．当日、発熱（37.5℃以上）や喉の痛み、咳等の風邪症状がある場合は、ご来場をお控え
ください。 

４．今年度は全体説明の時間はございません。受付後、各校ブースへ直接着席ください。 

５．各校ブースへの着席は、最大５校までとなります。同封の各校概要を事前にご確認の
上、ご来場ください。 

 

【参加日までご家庭でお願いしたいこと】 

１．毎朝の検温をお願いします。発熱等（３７．５℃以上）の風邪症状が２日以上みられ
る場合や当 日に体調不良等の症状がある方は、ご来場をお控えください。 

２．食事前や外出後は、手洗い・うがいの徹底をお願いします。 

３．必要に応じて、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしてご利用ください。 

 

【お問合せ先】 

福岡県通信制高等学校連絡協議会事務局 （星槎国際高等学校 福岡中央学習センター内）   

 Tel.０９２－６０５－０５７７  担当：吉本 

 

ぼちぼちの会 Tel.０９０－５７２５－９４６９ 担当：志賀 

 



参加者  

 

【当日受付】２３９名 

【参加者内訳】 

第 1 グループ 

教員６名／生徒（中・高生）33 名／保護者 46 名／行政関係 5 名／関係者・その他 21 名 

教員 18 名／生徒（中・高生）50 名／保護者 52 名／行政関係 5 名／関係者・その他 3 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  

筑紫丘・壱岐丘・青葉・宮竹・元岡・原・友泉・三筑・内浜・高宮・高取・野間・

壱岐・香椎第３・姪浜・玄洋・友泉・当仁・箱崎清松・田隈・西陵・三宅・城西・

高取・席田・那珂・吉塚・香椎第２・春吉・城南・松崎・西福岡・多々良中央・多々

良・東光・梅林・博多・板付・片江・老司・和白 

合計：４１校      

 

●福岡市外及び私立中学校  

春日野・春日西・春日東・春日南・春日・春日北（春日市）・二日市・那珂川北・

篠栗・三輪・新宮・須恵・志免・古賀・古賀北・大野東・大野・福間東・須恵・福

間・津屋崎・大利・河東・志摩・岡垣東・新宮・新宮東・前原東・前原西・粕屋・

福岡教育大学付属福岡中・西南学院中・筑紫女学園中 宇美桜が原（大村市）宗像

中央・新津・太宰府東・筑紫野・筑紫野南・天拝・日の里・平野 

 合計：２９校  

 

●関係者・その他  

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

ペランサ・えがお館・こども健全育成委員・福岡県若者自立相談窓口・福岡市子ど

も健全育成課・生涯学習課 各区保護課、ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 第２２回福岡県通信制高校合同説明会 アンケート集計 

『ぼちぼちの会/福岡県通信制高等学校連絡協議会』 

回収 72枚（159枚配布）回収率４５％ ＊セット 159部配布 

１．ご参加された方はどちらですか。（記入者についてご回答ください）計１１７ 

学校職員１２・保護者６０・中学校生徒（３年４１・2年３）・高校生０その他（相談員１） 

 

２．ご参加された方の性別を教えてください。   男性２７・女性６７    計９４ 

 

３．この会を何でお知りになりましたか。   計９０ 

学校からの連絡６０・知人、友人から９・説明会チラシ１１ 

その他；えがお館３・ホームページ２・フリースクール・職場・通級・ぼちぼちの会・ひ

まわりの会（すべて１） 

４．お住まいはどちらですか？    計８３ 

 

 

 

 

５．説明会の内容はいかがでしたか。     計７８ 

とても分かりやすい３５・ 分かりやすい３７・ 普通６・ 分かりにくい０ 

 

６．今回の合同説明会に参加されて、良かったことは何ですか？（複数回答可） 

全体説明５・ ブースでの説明６６・ 生徒保護者向けプレゼンテーション（7階大会議室） 

その他での相談６・ その他（      ） 

 

７．今後の学校選びのポイントとして、どんな点を重視しますか。（複数回答可） 

学習内容５０・交通アクセス４０・学校の雰囲気６１・施設・設備１３・教員の雰囲気３０ 

知名度２・進学・就職状況２９・制服１２・校則８・授業料３７・その他（個別支援） 

 

８．本日、ご参加していただいた感想をご記入ください。（どのような事でも結構です。） 

＜学校職員＞ 

１ 無理を言って、保護者・生徒・担当者を参加させていただき、本当にありがとうござ

いました。生徒の進路決定に役立ててくれたらと思います。 

2 残念ながら２校しか聞くことができなかったです。また、学校に来ていただけることを

期待しています。 

博多区９ 中央区 2 東区９ 南区８ 早良区４ 西区５ 城南区８ 春日市４ 大野城市６ 

太宰府市２ 筑紫野市１１ 糸島市１ 古賀市３ 福津市 2 宗像市１ 那珂川市２ 新宮町０ 

粕屋町２ 志免町１ 篠栗町０ 須恵町０ 宇美町２ 久山町０ その他（京都郡苅田町１） 



3 あらためて、需要の多さを感じました。 

４ 詳しく知る良い機会であります。 

５ 子どもたちの進路選択が多様化してきており、通信制高校を選択する生徒の数も増え

たと感じています。そのような中で、通信制にはどのような高校があるか、それぞれどの

ような特徴・特色があるのか等に関して今回の説明会で知ることができたので、とても有

意義でした。また、緊急事態宣言下であり、実施するかの判断や感染症対策など、大変だ

ったことと思います。あらゆる対策を講じながらも説明会を実施していただき、本当にあ

りがとうございました。 

６ 学校によって色々なことが全然ちがいましたので、興味を持つことができました。オ

ープンスクール等気軽に行ってみたいと思っています。 

７ もっと多くの学校のブースに行きたかったですが、一度にいろいろな情報を得られる

機会はとても貴重でありがたかったです。 

８ とても丁寧に対応していただきました。各学校の特色が知れてよかったです。 

９ 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 

＜保護者（中学３年）＞ 

１ いろんな所で話を聞くので、休憩スペース（親子打合せスペース）があるとありがた

かったです。個々に話を聞けたのは、とてもわかりやすくよかったです。 

２ 不登校の息子が高校に行けるのか心配だったのですが、数校、ここだったらというと

ころがあったので、少し安心しました。息子が一歩踏みだす時のために情報収集でき良か

ったです。 

３ 通信制への選択がこれまではなかったのですが、型にはめずに自由な生活スタイルの

子供のライフスタイルに合っているかもと思いました。 

４ とても分かりやすく説明してくれたので、高校への進学に前向きになれました。 

５ それぞれのブースに分かれていたので良かったです。 

６ つくばの待ち人数が多く、希望していましたがはいれませんでした。時間が足りなか

ったように思います。 

7 時間が短かった。 

８ このような場をもうけてくださりありがとうございました。 

９ 一度に学校の様子・情報を得ることができ、そこから整理して興味ある学校のオープ

ンスクールに参加という流れがくるので参加してよかった。 

１０ 聞きとりにくい説明もあったけど、子供のことを考え、ていねいに教えてくれた学

校もあった。 

１１ 説明会を開催して頂けてありがたいと思います。各学校の先生から直接お話をうか

がえるのはとても貴重でした。もう少しゆっくり各ブースでお話できたらもっとよかった

と思います。後ろに人が待たれると少しあせりました。ありがとうございました。 



１２ とても分かりやすい説明でした。通信制高校にもっと興味がわきました。楽しかっ

たです。 

１３ くわしく説明が聞けて良かったです。 

１４ 個々に話をきくことができよかったです。待ち時間が少し気になりました。 

１５ このような場があり、大変助かりました。 

１６ 直接説明を聞くことができてよかったです。 

１７ 個別に相談にのっていただき、ありがとうございました。説明を受けきれなかった

高校もあったので、また、後日、同じような会があると助かります。 

１８ 通信高校について知る機会がなかったので、個別に質問までできてよかったです。

不安だった気持ちが少し安心に変わりました。 

１９ とても良かったです。 

２０ 参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

２１ 先に学校に見学に行かせていただいていたので、家に帰ったあと、質問することを

考えて相談にこれました。 

２２ 待ち時間が長かった。 

２３ サポート校のしくみがしれたり、話を聞いた学校の特色が知れて良かったです。 

２４ もう少しくわしい情報が知りたい。オープンキャンパスに行かないとわからない。

行ってみたい学校が見つかった。 

２５ 何がわからないのかが、まだわからない。 

２６ いろんな学校の話が聞けて、進路選びの参考にすごくなりました。今回参加して大

変良かったです。ありがとうございました。 

２７ 時間があっというまでした。ありがとうございました。 

２８ このような機会を設けていただきありがとうございました。コロナ禍ということで、

個別ブースでの相談でしたが、希望の学校全てまわることができなかったのが残念でした。 

２９ 情報を集めることができず親子で困っていたので、大変助かりました。ありがとう

ございました。 

３０ 各ブースへの誘導がはっきりしていないのが残念でした。当日不参加の学校があっ

たのも残念でしたが、資料を一回でいただけるということで考えればいいのかなと思いま

した。 

３１ 進路を決めて行く中で大変参考になりました。ありがとうございました。 

３２ 以前より気になっていた学校の先生のお話を直接聞けて良かった。 

３３ 本人（中３女子）がいってみたいと話していた高校の話が聞けて良かったです。 

３４ 大変ためになりました。ありがとうございました。 

３５ 待ち時間が長くて２か所しか話が聞けなかったので残念でした。 

３６ ありがとうございました。 

３７ 参加できて良かったです。 



 

＜中学３年＞ 

１ 分かりやすく説明してくれたので良かったです。 

２ とても分かりやすく説明してくれたので、高校への進学に前向きになれました。 

３ いろいろな高校のせつめいがきけてとてもよかった。知らないことだらけだったけど

分かるようになってとってもよかった。 

４ ３校しか回れなかったのが少し残念だった。通信制高校のパンフレットがまとめても

らえたのと、実際に質問できたのがよかった。 

５ 知らないことが分かってよかったです。 

６ せつめいがとても分かりやすかった。 

７ いろいろな学校が集まっていてとても視野が広がった。 

 

 

会場全景（アクロス福岡） 

 

会場写真 



 


