
                

  

  

プレスリリース にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

令和２年７月１５日 立川市子ども育成課 

送付文書 計３枚 

報道機関 各位  

 

 

定時制・通信制高校等 WEB 版説明会を開催 

 
進路選択に困っている中学生とその保護者、高校を不登校になってしまった高校生やその保護者

等を対象とした『定時制・通信制高校等学校説明会』について、今年度は新型コロナウイルス感染

症対策のため、会場開催ではなくインターネット（WEB）で実施します。 

下記立川市ホームページに該当記事（ページ）を設け、そこから参加校の学校紹介動画を閲覧で

きるサイトにアクセスできます。 

また、参加校の特色を同一質問で比較できる紹介冊子も作成し配布をいたします。 

詳細はインターネットで「立川市 WEB 版説明会」で検索し該当記事（ページ）へ。 

 

詳細は別紙チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】  

立川市子ども家庭部子ども育成課 担当：竹内 佳浩  

℡０４２―５２３―２１１１ 内線１１１０ 

立川市では、不登校、引きこもり等、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を（「教育、福祉、保

健・医療、矯正・更生、雇用、その他」の６分野 31 の）行政、ＮＰＯ、社会福祉法人等の支援機関・団体で構成するネ

ットワークを活用して、本人にとって適切な支援、自立につなげていく（就労・就学等の支援につなげる）事業（『立川

市子ども・若者自立支援ネットワーク事業』）を行っています。 

『立川市子ども・若者自立支援ネットワーク会議』のメンバーが発案し、『きっと見つかる！  あなたに合った学

校！！』をキャッチフレーズに、学校の選び方や違いを知ってもらい、お子さんたち自身に合った学校を見つけてもら

うという趣旨で立川市が開催します。今回、『立川市子ども・若者自立支援ネットワーク会議』のメンバーが発

案し、『きっと見つかる！ あなたに合った学校！！』をキャッチフレーズに、学校の選び方や違いを知っ

てもらい、お子さんたちの自分に合った進路先を見つけてもらうという趣旨で立川市が開催します。 

 



立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業
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≪方法≫

≪対象校≫

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に

参加の定時制・通信制高校

 

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

今年は

 

 

 

〇自

○説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間

○定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

 

WEB

８月１

≪方法≫ 

≪対象校≫

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に

参加の定時制・通信制高校

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

今年は学校紹介動画を配信します

〇自宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

主催：立川市

WEB 版説明会を開催します（今だからやれること）
 

１日（

 下記 URL

URL：https://city.tachikawa.lg.jp/

（検索「立川市

≪対象校≫                                        

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に

参加の定時制・通信制高校

≪その他≫

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！

（詳細は裏面をご確認ください）

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

学校紹介動画を配信します

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

主催：立川市  

版説明会を開催します（今だからやれること）

日（土）から配信開始！

URL または

https://city.tachikawa.lg.jp/

立川市 WEB

                                        

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に

参加の定時制・通信制高校等 １３校

≪その他≫

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！

（詳細は裏面をご確認ください）

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

学校紹介動画を配信します

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

  協力：国立市

版説明会を開催します（今だからやれること）

から配信開始！

または QR コードからアクセス

https://city.tachikawa.lg.jp/

WEB 版説明会

                                        

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に

１３校 

≪その他≫  

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！

（詳細は裏面をご確認ください）

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

学校紹介動画を配信します

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

協力：国立市

版説明会を開催します（今だからやれること）

から配信開始！

コードからアクセス

https://city.tachikawa.lg.jp/ 

版説明会」で該当

                                        

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業に 

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！

（詳細は裏面をご確認ください） 

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業

学校紹介動画を配信します

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

説明会にいく時間が作れなくても大丈夫、時間がある時に情報ゲット

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる

協力：国立市 国分寺市

版説明会を開催します（今だからやれること）

から配信開始！ 

コードからアクセス

該当ページへ

                                        

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！

立川市子ども・若者自立支援ネットワーク事業 

学校紹介動画を配信します 

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

がある時に情報ゲット

定時制・通信制などの多くの学校情報が一度に得られる（比べられる）

国分寺市 

版説明会を開催します（今だからやれること）

コードからアクセス 

ページへ） 

                                        

同一質問に各校が答えた学校紹介冊子を作成！ 

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

がある時に情報ゲット 

（比べられる） 

 日野市 

版説明会を開催します（今だからやれること）

                                        

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます

 

 

版説明会を開催します（今だからやれること） 

宅にいながらパソコンやスマートフォンを使って、学校情報をご覧いただけます 



 

 

 

≪ネットワーク

・ＫＴＣおおぞら高等学院

・学校法人国際学園

・ヒューマンキャンパス高等学校

・学研のサポート校

・あずさ第一高等学校

・東京都立立川高等学校

・東京都立八王子拓真高等学校

【お問い合わせ先

立川市子ども家庭部子ども育成課

                   

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

頼を行っています。

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

 定時制・

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方

 立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

の一環として、「

提供する事業を実施してい

 

学校紹介冊子を希望者に配布します！

 上記 13

 （ホームページにも

【上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

※たちかわ若者サポートステーション

ネットワーク事業

ＫＴＣおおぞら高等学院

学校法人国際学園 星槎国際高等学校

ヒューマンキャンパス高等学校

学研のサポート校ＷＩＬＬ学園

あずさ第一高等学校

東京都立立川高等学校

・東京都立八王子拓真高等学校

お問い合わせ先】

立川市子ども家庭部子ども育成課

                 

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

頼を行っています。

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

・通信制の高校には、

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

の一環として、「きっと見つかる！あなたに合った学校！！

提供する事業を実施してい

学校紹介冊子を希望者に配布します！

13 校のほか、たちかわ若者サポートステーション（※）、

ホームページにも

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

※たちかわ若者サポートステーション

事業参加 定時制・

ＫＴＣおおぞら高等学院 立川キャンパス

星槎国際高等学校

ヒューマンキャンパス高等学校

ＷＩＬＬ学園

あずさ第一高等学校 立川キャンパス

東京都立立川高等学校 定時制課程

・東京都立八王子拓真高等学校               

】 

立川市子ども家庭部子ども育成課

                 

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

頼を行っています。 

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

制の高校には、働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

きっと見つかる！あなたに合った学校！！

提供する事業を実施しています。

学校紹介冊子を希望者に配布します！

校のほか、たちかわ若者サポートステーション（※）、

ホームページにもこちらの学校紹介冊子

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

※たちかわ若者サポートステーション：立川市高松町２－９－２２生活館ビル４

定時制・通信制高

立川キャンパス  

星槎国際高等学校   

ヒューマンキャンパス高等学校 立川学習センター

ＷＩＬＬ学園 立川キャンパス

立川キャンパス    

定時制課程     

               

立川市子ども家庭部子ども育成課  

                  

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

きっと見つかる！あなたに合った学校！！

ます。 

学校紹介冊子を希望者に配布します！

校のほか、たちかわ若者サポートステーション（※）、

こちらの学校紹介冊子データを添付し

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

：立川市高松町２－９－２２生活館ビル４

通信制高校 

       ・第一薬科大学付属高等学校

          ・第一学院高等学校

立川学習センター ・鹿島学園高等学校

立川キャンパス  ・一ツ葉高等学校

        ・東京都立

         ・東京都立砂川高等学校

               

 電話 ０４２（５２３）２１１１（内線１３０５）

  E メール 

 

 

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

きっと見つかる！あなたに合った学校！！

学校紹介冊子を希望者に配布します！ ８月３日（月）から配布開始

校のほか、たちかわ若者サポートステーション（※）、

データを添付し

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

：立川市高松町２－９－２２生活館ビル４

 １３校≫ 

第一薬科大学付属高等学校

第一学院高等学校

鹿島学園高等学校

一ツ葉高等学校

・東京都立秋留台高等学校

東京都立砂川高等学校

                              

０４２（５２３）２１１１（内線１３０５）

 :  kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

ワークを活用して、自立へ導いていこうという事業です。 

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

市民に周知するためのイベントなどを開催しています。 

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

自学自習したい人など多様な入学動機や学習歴を持つ方が通っています。

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

きっと見つかる！あなたに合った学校！！」をキーワードに「学校選択」の機会を

８月３日（月）から配布開始

校のほか、たちかわ若者サポートステーション（※）、立川市

データを添付しています）

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

：立川市高松町２－９－２２生活館ビル４F 

 

第一薬科大学付属高等学校

第一学院高等学校 立川キャンパス

鹿島学園高等学校 立川

一ツ葉高等学校 東京立川キャンパス

秋留台高等学校

東京都立砂川高等学校 

               

０４２（５２３）２１１１（内線１３０５）

kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

＜皆さんは、定時制・通信制の高校をご存知ですか？＞ 

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

が通っています。 

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業

キーワードに「学校選択」の機会を

８月３日（月）から配布開始

立川市子ども育成課

） 

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください

 TEL042（529

第一薬科大学付属高等学校 立川学習センター

立川キャンパス

立川連携キャンパス

立川キャンパス

秋留台高等学校 

定時制課程

                 （※順不同）
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kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

立川市では、社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者の自立を支援する事業（※上記内容）

キーワードに「学校選択」の機会を

８月３日（月）から配布開始

子ども育成課にて配布します

上記以外の市内公共施設冊子配布場所については、ホームページにてご確認ください】 

529）3378  

立川学習センター 

立川キャンパス 

キャンパス 

立川キャンパス 

制課程 

（※順不同） 
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社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者を、教育、福祉、保健・医療、矯正・更

生、雇用、その他６分野の行政、ＮＰＯ、社会福祉法人などの支援機関・団体で構成するネット

支援機関・団体が実施している事業の対象から外れてしまう、その事業では支援が困難な場合

など、ネットワーク内で検討を行い、ご本人にとって適切と思われる支援機関・団体に支援の依

また、困難を抱える子ども・若者、保護者、地域支援者の方を対象に研修会やこの事業を広く

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

（※上記内容）

キーワードに「学校選択」の機会を

８月３日（月）から配布開始 

配布します 

 

 

 

働きながら学ぶ方や、全日制高校から転・編入学した方、自宅等で

（※上記内容）

キーワードに「学校選択」の機会を
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