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キャリア教育推進委員会 

 

１ はじめに 

  この委員会は、校長、副校長、教務主幹、進路指導主幹、教務部主任、進路指導主任・専任、研修・研究部主任で

構成され、本校キャリア教育についての理解啓発及び１２年間を見通した計画の見直しについての研究活動を行って

いる。本校の学校経営計画では、今年度の重点目標として「小学部から高等部までのキャリア教育全体計画、年間計

画の周知と実践及び評価」「小学部から段階的に地域活動、職場見学、インターンシップ・現場実習の実施」「社会貢

献活動の推進（研究指定事業）」が示されている。取組内容の整理とともに、周知していくことによって教職員一人

一人が学校の示すキャリア教育の目的を理解し、それぞれが担当する児童・生徒の生活年齢や発達年齢を考慮した上

で「将来に向けて今、何が必要か」を文章化及び説明すること、そして実践をすることが求められている。 

 

２ 今年度の取り組み 

（１） 小学部から高等部までの全体計画、 

年間計画の周知と実践及び評価 

   昨年度見直した全体計画とともに、構造図につい 

て教職員については年度初めの全校研修会で周知。 

保護者ついては全校保護者会で全体周知をすると 

ともに、各学部でも構造図を活用して周知を進め 

る。また、進路だよりにおいて各学部における「 

キャリア教育の取組」についてのコーナーを設け 

て保護者へ発信。ホームページにおいても、キャ 

リア教育、進路指導の流れについて掲載して全体 

周知に努める。 

 

（２）知的障害教育部門中学部の体験的な進路の流れ 

   知的障害教育部門高等部の進路の取組を踏まえ、中学部における体験的な進路の流れについて整理をして実施。 

  １年生は「将来の生活や仕事についての興味・関心をもつ」ことをねらいに学年全体で進路先の見学体験を実施。 

  ２年生は「将来の生活や仕事について知る」ことをねらいに３つのグループに分かれて進路先の体験を実施。 

  ３年生については「中学部卒業後の生活について考える」ことをねらいに高等部の作業班の見学（１回）、体験（２

回）を実施。 

今年度の取組をもとに進路の流れの検証及び来年度の取組について検討していきたい。 

 

 

（３）社会貢献活動の推進（研究指定事業） 

   児童・生徒が、学校卒業後も含め、生涯にわたり地域の一員として自己有用感を得て、生き生きと生活していく 

  ことを目指し、地域の人々に貢献することによる喜びを実感することをねらいとし、各学部において検討をし、近 

隣の施設等と協議をして実施。 

 

３ 次年度に向けて 

   それぞれの取組について小・中・高のつながりについて具体的に検討をしていく必要があり、検討していく材料

として全体計画や学部毎の指導内容を活用していけるようにしたい。中学部における進路指導の充実とともに、体

験的な進路の流れについても小学部と中学部のつながりについて検討、実践できるようにしたい。また、キャリア

教育についての更なる発信の工夫を重ね、実践をしていきたい。 

 

＜森山知也＞ 



進路指導部 

１ 進路指導の基本方針 

  本校における進路指導（キャリア教育）は、進路学習や現場実習だけでなく、教科・領域や日常生活の指導、特別

活動など、全ての教育活動において実践されるものである。生徒達が卒業後、社会人として意欲をもって働いたり、

地域で豊かに生活したりできるよう、生徒個々の進路・生活ニーズに合わせて「生きる力」を育成する。また、卒業

後の進路は、本人・保護者が主体的に選択・決定するものである。進路指導においては、本人・保護者が卒業時によ

り良い進路選択・決定ができるように支援を行うこと、そして、卒業後の生活については、本人・保護者が、就労・

進学・福祉施設利用といった日中活動という観点のみならず、住まいや生活の支援を含めた形でイメージし、選択・

決定できるよう進路相談を行っていくことを大切にしている。 

 

２ 今年度の取組 

（１） 生徒対象 

① 進路学習会や作業学習における外部機関の活用 

 

 

 

② 卒業生の話を聞く会 

本校の卒業生を招き、卒業後の生活や仕事での様子、学校時代に頑張っておいたほうが良いことな

どのお話をうかがっている。身近な卒業生の話を聞くことによって、卒業後の生活について、より具

体的なイメージをもつこと、自分の将来について考える機会としている。 

 

（２） 教員対象 

① 施設見学会 

夏季休業中に生徒のライフキャリアを意識した教育活動、進路指導、生活支援相談ができるよう

専門性の向上を目指すため、企業を含めた本校児童、生徒の進路先や就学前施設、生活の場、放課

後等デイサービス等の見学会を２５コース設定。 

 

 

 

 

 

 

 

② 進路指導部全校研修会 

今年度は、キャリア教育を大きなテーマに掲げ、肢体不自由教育部門と知的障害教育部門を分け

て実施。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 保護者対象 

① 施設見学会 

７月に２５か所、２月にはＰＴＡ進路部と協力して７か所の進路先見学会を実施し、見学を通し

て将来の生活について考える機会としている。 

島田療育センター、町田市子ども発達センター、ボワ・コンサール、ボワ・フルール、ケアホームあか

ね、ひまつぶし de すぷーん、町田通勤寮、町田福祉園、花の郷、ニーズセンター花の家、シャローム

の家、第二シャロームの家、町田かたつむりの家、サポートセンター町田とも、赤い屋根、なないろ、

かがやき、こころみ、町田市美術工芸館、町田おかしの家、地の星、クラフト工房ＬａＭａｎｏ、つる

かわ職業準備支援センター、すずらんの会、株式会社ＣＦＰ 

株式会社ベネッセビジネスメイト、エムユービジネスパートナー株式会社、聖マリアンナ医科大学 

マナー教室     就労支援アドバイザー 

身だしなみ講座   株式会社ファンケル 

作業学習      外部専門員、就労支援アドバイザー、東京ビルメンテナンス協会 

 

肢体不自由教育部門 

「キャリア教育の観点から児童・生徒、保護者への関わりを考える。」 

小林 保子様（鎌倉女子大学教授） 

知的障害教育部門 

「卒業後の生活支援について、様々な観点から支援方法を考える。」 

江國 泰介様（社会福祉士） 



 

 

 

 

 

② 進路研修会 

ＰＴＡ進路部と協力し、本校保護者や地域の特別支援学級の保護者を対象に進路研修会を年間２

回実施している。毎年６月の研修会は「企業」を、１２月の研修会は「福祉」をテーマにしている。 

 

 

 

 

 

③ 進路学習会 

本校及び地域の特別支援学級の小学部、中学部保護者を対象として本校進路指導部専任及びコー

ディネーターが講師となり、部門別に進路学習会を実施している。地域の進路先状況や福祉行政等

に関する情報を提供するとともに、保護者が進路選択までの流れや特別支援学校卒業後の生活につ

いての理解を深めることをねらいにしている。 

 

３ 地域との連携 

（１） 情報交換会 

町田市内の生活介護事業所においては、多くの事業所にて定員が超過している現状を踏まえ、生徒の進

路保障のために町田市障がい福祉課と協力し、年間３回「生活介護事業所等情報交換会」を行っている。

また、地域における連携を深めるために、９月には町田市内の全ての福祉事業所に声をかけて「町田市通

所施設等連絡会」を開催し、本校の現状と課題、進路指導の進め方について情報交換を行っている。 

（２） 町田市との懇談会 

ＰＴＡ役員が中心となり全校保護者に声をかけ、町田市との懇談会を１１月に実施している。今年度は

障がい福祉課をはじめ、子ども発達センター、ひかり療育園、教育センターから８名の出席をいただき、

保護者から挙げられたニーズについて話をしてもらうとともに、障害理解をテーマにした懇談会等を実施。 

 

４ インターンシップ、現場実習 

  高等部では、卒業後の生活を見据え、右図のように 

計画的に体験的な学習を積み重ねている。また、高等 

部の取組を踏まえ、今年度は、知的障害教育部門中学 

部の体験的な進路の流れを作成してインターンシップ 

を実施。１年生は「将来の生活や仕事についての興味・ 

関心をもつ」ことをねらいに学年全体で進路先の見学 

体験を実施。２年生は「将来の生活や仕事について知 

る」ことをねらいに３つのグループに分かれて進路先 

の体験を実施。そして、３年生については「中学部卒 

業後の生活ついて考える」ことをねらいに高等部の作 

業班の見学（１回）、体験（２回）を実施。 

 

５ 次年度に向けて 

  中学部における進路指導の充実とともに、体験的な進路の流れについても小学部と中学部のつながりについて検討、

実践できるようにしたい。山崎校舎と本校舎の連携、そして地域との連携を念頭に置き、生徒の自己実現に向けた取

組を進めていきたい。                               ＜森山 知也＞ 

町田福祉園、ニーズセンター花の家、サポートセンター町田とも、花の郷、町田生活実習所、地の星、

町田市フォトサロン、町田おかしの家、町田かたつむりの家、かがやき、町田市美術工芸館、大賀藕絲

館、赤い屋根、なないろ、シャロームの家、第２シャロームの家、町田ゆめ工房、ひあたり野津田、 

クラフト工房ＬａＭａｎｏ、喫茶けやき、つるかわ学園職業準備支援センター、スワンカフェ＆ベーカ

リー町田２号店、株式会社ベネッセビジネスメイト、エムユービジネスパートナー株式会社、聖マリア

ンナ医科大学 

６月 『企業と保護者が努力できること』～企業就労と定着に向けて～ 

株式会社松屋フーズ 人事部長付 顧問  宮腰 智裕 氏 

１２月『 地域で生きる 』～地域コミュニティの活用から、共生社会に向けて～ 

社会福祉法人悠々会 理事長 陶山慎治 氏 



 

 

 

研修・研究部 夏のワークショップ 

１ 夏のワークショップとは 

 夏のワークショップとは、本校に在籍する専門性や得意分野をもった教員を講師として講座を開き、児童生徒の教育

に生かせる知識やスキルを他の教員と共有し合うことを目的とした研修である。会場は、本校舎と山崎校舎を使用して、

講座を実施した。前年度と同様、校内の教員以外に、町田市の小・中学校の教員にも参加を募り講座を開催した。 

２ 今年度設定された講座の日程及び内容 

●本校舎開催の講座 

 日時 ワークショップ名 内容 

１ 

8/2 

(木) 

13：30 

～ 

16：00 

WISC-Ⅳと日常生活の関係 

～読み取りから得られる支援法や補償

法～ 

WISC-Ⅳ心理アセスメントを学習指導や日常生活指導に活

用するために、典型的なプロフィール事例を使って、その

特徴や具体的な支援方法について学んだ。 

２ 図工・美術の授業アイデア 

制作実習では、紙テープによるかご編み、音遊びの道具づ

くりの缶ギターやカズー、簡単版画でゴムハンコや手芸な

ど、様々な素材に触れて、自由に選択してオリジナルな作

品の創作活動で、創意工夫が発揮された。 

３ ICT機材を用いた教材使用例など 

前半は、実際に授業で用いている機器やアプリを紹介し、

学習の効果を確認した。後半は iPadでの教材作成を行い、 

学校それぞれの子どもの実態に応じた特徴のある教材を 

参加者が作り発表し、学校間での交流にもなった。 

４ 
ダブルダッチの競技説明、および実技

体験など 

初心者から経験者まで、幅広く生徒を中心に講義・実技を

進めることができた。競技の普及にもつながり、町田市の

小中学校でもダブルダッチをしている学校も増えていると

聞き、今後も続けていけたらと思う。 

５ 
新学習指導要領を踏まえた授業づくり 

～新学習指導要領の理解と実践～ 

動画や漫画本を見ながら新学習指導要領の全体像を確認し

た後、授業作りにどう反映させるか、学習指導案の読み取

り方や書き方、実践事例など紹介しながら理解を深めた。 

６ 障害のある子どもたちの心の理解 

こころとは？こころを理解していないと、どんなことが起

きるのか？こころを理解するための行動・ヒントになるこ

とは？という内容の講義を通し、自身を振り返る機会とな

った。 

 

●山崎校舎開講の講座 

 
日時 ワークショップ名 内容 

１ 

7/25

（水） 

10：00

～ 

11：00 

注目を喚起する教材とアイディア 

注視や追視をし続けることが難しい児童も、自然に視線を

むけるような教材。児童の興味・関心を引き出し、模倣す

る力ややり取りする力を育成するような教材。それらの視

覚教材の紹介をした。受講者も実際に教材を使用しながら

実践的に学ぶことができた。 



 

 

 

２ 図工・美術の授業アイデア 

アートは、自分の世界にチャレンジする力をテーマに感覚

から感性、注意焦点力や脳内ホルモンなど、成長発達の理

解と表現を学んだ。素材や色形の刺激が心を触発し創り出

す力になることを実感するために、にじみ絵や指絵の創作

活動を行った。 

３ 

7/27

（金） 

13:30

～

16:00 

授業に使える ICT教材 

パワーポイント教材の紹介や作り方についての研修。パワ

ーポイントでどのようなことができるのか、実際に授業で

使用している教材を例にいろいろなテクニックを紹介、説

明し、後半は教材作成の練習を行った。 

４ 

LD等の心理的疑似体験と特別支援教育

の教材づくり（特化した指導における

教材例） 

※6/8の研修内容と一部重複する 

ＬＤ児の心理的疑似体験とグループワークを通して、通常

級等で困難さを抱える子供の立場に立って考える機会とし

た。事例を取り上げ、指導の手立てを考えながら、具体的

な支援教材の紹介を交えることで、今後の指導への理解を

深めることができた。 

５ 音楽の授業の題材とアイデア 

過去の授業 DVD で、小学部低学年・中学部・高等部の様々

な年齢の授業を紹介する。その後リトミック・器楽・合奏

活動の体験を用意し、その他にも教材や題材を紹介した。

事前にとっていたアンケートから、生活年齢や発達段階に

応じた曲選びや音楽の授業づくりの大切な観点などをレク

チャーし、今後の音楽の授業づくりの参考となった。 

６ 授業に役立つ和太鼓 

和太鼓を通した授業づくりや具体的な指導法を中心に、和

太鼓の基礎的な打法、題材づくり、身体を使いこなすため

の様々な補強運動の紹介等、実践を通して、授業で活かせ

る内容を多岐にわたり扱った。和太鼓を台数･種類ともに十

分に用意し、講師の専門性・独自性を活用した講座となり、

和太鼓の醍醐味も伝わり、好評であった。 

７ 

8/3

（金）    

9:30 

～

11:30 

国語・算数の授業づくり～「図形」「量

と測定」～ 

「図形」では、多様な教材を紹介し、様々な発達段階の児

童生徒に指導する図形の学習内容や指導法を扱った。「量と

測定」では、実際に授業形式で水筒やジュースなどを使い、

具体的な操作を通して、「考える、記述する、比べる、検証

する」などの活動を行った。 

３ 反省と評価 

（１）講座内容について 

 どの講座も講師の教員が実際に授業で使用した教材や授業づくりのポイントが紹介されていた。そのため、具体的で

わかりやすく、自分の学校に戻ってすぐに現場に活かせる内容であった、参考になったという評価がアンケート結果よ

り多く挙げられた。反省としては、講座の対象者が分かりづらかったという意見があり、次年度は対象の部門や学齢等

を明記するようにしたい。 

 

（２）次年度に向けて 

 本校舎と山崎校舎で実施場所が分かれるため、次年度以降も、どちらの講座にも参加できるよう日程調整が必要であ

る。また、特別支援教育のセンター的機能を果たす上で、外部からの参加者が受講しやすい日にちの設定や、より充実

したワークショップの実施が求められる。参加人数の多い講座や広い場所が必要な講座など開講場所を考慮する必要が

ある。事後アンケートの集約より得られた要望や意見をもとに、次年度の講座を精選し、町田の丘学園のセンター的機

能を生かして幅広い専門性を活用した講座を用意していきたい。 

  

                                           ＜ 柘植 佳恵 ＞ 



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

小学部

ねらい
・鑑賞でどのような気持ちになったのか発表する。
・いつも決まった感想を言っていたため、使用できる
語彙を増やす。

作成方法・使用に際する必要機材
・Microsoft　wordを使用して作成（作成者が使用しやす
いものであれば、Excelでもpowerpointでも）。挿入のタブ
から表を作り、そこに前面配置に設定したイラストを
配置して作成。
・使用しているイラストは、ドロップス (Drops: The
Dynamic and Resizable Open Picture Symbols)。

配慮事項
・もともとは鑑賞の感想を発表するために作成したが、音楽以外の場面でも使用することができる。本シート
を使用している児童も音楽以外の授業、授業以外の場面でも使用している。
・一度フォーマットができれば、そこにイラストを配置するだけなので、感情等の項目に変更が生じても増減
等が簡単にできる。
・「どれくらい」のところは、児童の理解力に応じて、変更する。数字、言葉等

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由部門
知的代替教育課
程

音楽等 感想発表スケール



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

小学部

ねらい

・出てくる空気を感じ、感じたことを表現する。
・段ボールをたたくと、的が倒れることが分かる。

作成方法・使用に際する必要機材

・空気砲　 ：段ボール、カッター、紙コップ
➡空気砲用の穴、コップ飛ばし用の穴にそれぞれ変
更することができる。

・空気鉄砲：ペットボトル、ガムテープ、ゴム、カッター

配慮事項

・準ずる課程の「理科」や知的代替の「理科的」な実験としても使用できる。
・空気砲用の穴、コップ飛ばし用の穴にそれぞれ変更することができる。
・空気砲用の的、空気鉄砲用の的をそれぞれ使用し、ゲーム感覚で学習できる。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由教育部門
知的代替
自立活動を主とする教育
課程

生活単元学習
・空気砲
・空気鉄砲

空気砲 

空気鉄砲 



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

中等部

配慮事項

・つかまり立ちが後方介助でできる児童・生徒が使用。
・耐久性：体重５０㎏程度。

対象

肢体不自由部門

教育課程

自立活動を主とす
る教育課程

教科名 教材名

自立活動 立位補助具

ねらい

校内や校外のトイレで、児童・生徒ができるだけ自分
の力で立位姿勢を取れるようにする。

作成方法・使用に際する必要機材

・トライアース
・クッション
・カバー

手すりから取り外しができ 

校外の手すりのあるトイレ

でも使用できます。 



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

高等部

ねらい

口頭指示や自分でランプの操作が難しい生徒が、ラ
ンプのボールのセットを指さしで簡単にランプ操作の
補助する人に指示できるためのボード

作成方法・使用に際する必要機材

透明下敷きに油性マーカーで指示内容をかく。

ダブルクリップでボードを生徒が指さしやすい位置へ
セットする。

配慮事項

　　補助の人は生徒と向き合って座るため、透明の下敷きでないと生徒がした指さしが見えない。
「緑」「赤」「白」は高さを示すためにランプにはってあるテープの色である。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由部門 準ずる教育課程 体育
ボッチャ指示ボー
ド



配慮事項

　　補助の人は生徒と向き合って座るため、透明の下敷きでないと生徒がした指さしが見えない。
「緑」「赤」「白」は高さを示すためにランプにはってあるテープの色である。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

中学部

ねらい
・具体物・カードを自分で操作することで、数の理解を
図る。

作成方法・使用に際する必要機材
・ボウル　・ピン（ペットボトル）　　・カード（色別）
・ピン：ミスターX（＋１）　・１位（裏面：２位）棒

・倒れたピンを自分でもって、声を出して数える。
・ピンに合わせて、自分の色のカードを小黒板にはる。
・ミスターXが倒れたら、プラス１本追加し、カードも別色を１枚追加で貼る。
・表の一番下に本来は顔写真が貼ってあり、そこにカードをはりみんなで確認する。
・一位棒を上から下げていき、１位と２位（裏面）をみんなで確認する。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由部門
自立活動を主とす
る課程

数学 ボウリング



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

中学部

ねらい

・いろいろなものを指でつまんだり、手で掴んだりして
箱の中に入れる。
・よく見て物を操作する。

作成方法・使用に際する必要機材

・排水口ゴムカバー
・箱
・箱の中に入れるもの

配慮事項

・排水口ゴムカバーを用いることで、いろいろな大きさや形の物に対応できるので、箱の中に入れるものは
生徒の手指の操作性の実態に合わせた大きさや形の物を用いる。
・生徒の手指の操作性や見る力によって、箱の高さを調整し、操作がしやすく入るところが見えやすいように
する。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由部門
自立活動を主とし
た課程

国語・数学 プットイン課題



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

小学部

配慮事項

※材料はすべて１００円均一で調達可能。
※たわしのざらざらとした感触＋電動マッサージ機の振動＋くるくると動き回る様子がかわいらしいです。思
わず触れたくなる教材です。

対象

肢体不自由教育部門

教育課程

自立活動を主とす
る教育課程

教科名 教材名

自立活動 タワッチ

ねらい

・振動刺激に気づく、定位を促す
・動きを目で追ったり、自ら触れたりする

作成方法・使用に際する必要機材

・たわし
・電動マッサージ機もしくは電動消しゴム
・グルーガン
・（動眼　こちらは飾りなのでなくてもよい）



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

高等部

ねらい

・曲想の違いを感じ、パラバルーンを揺らし表現す
る。

作成方法・使用に際する必要機材

以下の材料で持ち手を作成し、パラバルーンに縫い
付ける
・フェイクファー生地
・マジックテープ

配慮事項

・パラバルーンに持ち手を付けることで、生徒が一人でパラバルーンを揺らす操作をしやすくする。
・生徒の実態に合わせ、持ち手を生徒の手首や手の甲に固定することで、パラバルーンの操作をしやすくす
る。
・持ち手を握り続けられる生徒については、持ち手を輪の状態にして太めのリング状にすることで、握りやす
くする。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由教育部門
自立活動を主とす
る教育課程

音楽 パラバルーン



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

高等部

すべての生徒が、自力
で考えながら、平日と
休日の流れをカードで
表現することができま
した。また、教職員と一
緒に、一日の流れの改
善ポイントを、共有する
ことができました。

配慮事項
・カードを取りやすいように、折り目を付けた。
・大まかな一日の流れ順に沿って、また、カードの種類別の枚数がわかる
ように配置した上で、生徒に使用させる。

対象

肢体不自由部門

教育課程

知的障害を併せ有
する課程

教科名 教材名

職業 一日の流れカード

ねらい
社会人になった時の一日の流れ（平
日・休日）をカードを並べて作成す
る。並べたものを見て、自身の一日
の全体の流れを知る。

作成方法・使用に際する必要機材
生徒自身の机に、「朝」「昼」「夜」の
区分がわかるように、テープを貼っ
ておく。

生徒が、カードの種類
や枚数を把握しやすい
ように、画用紙に両面
テープを使用して並べ
ます。



都立町田の丘学園　　　教材集 　　　　平成３０年度

学部

高等部

ねらい

生徒一人ひとりがもつ能力を生かしながら、主体的に
調理実習に取り組み、実習後は振り返って「できた」
「次はこう工夫しよう」と思える経験を積ませる。

作成方法・使用に際する必要機材

配慮事項

　　指示書の作成前には、役割を教員が決めるのではなく生徒たちで考えさせる。
　　その後、必要に応じて教師から提案して役割や仕事内容の調整を行い、生徒たちの同意を得てから
　　実施する。

対象 教育課程 教科名 教材名

肢体不自由部門 知的代替 家庭 調理実習


