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卒業後、豊かな社会生活を送るために
校長

茂木

裕之

御入学、御進学、おめでとうございます。新年度が始まりました。新しい友達や先生方との生活が
始まりました。新しい学年、新しいクラス、まだ慣れないこともありましょうが、一日一日を大切に
し、丁寧に学習を積み重ねていきましょう。
さて、先日の全校保護者会にてお話しさせていただきましたが、本校は「豊かな社会生活を送るた
めの知識や姿勢を育てる学校の実現」を目指します。卒業後、それぞれの進む道で活躍していくため、
学びを続けていくことが必要です。学校で得た知識だけで一生を過ごすことは、多くの方はできませ
ん。やはり社会の変化に応じて、対応していくことが必要です。そのために、「キャリア教育」があ
ります。これは、卒業後の生活につながる学習活動といった広い意味を指し、「職業教育」や「作業
学習」といった狭い意味ではありません。例えば、朝は決まった時間に起きて生活リズムを整える、
朝の挨拶を元気にする、身だしなみを整える、友達とコミュニケーションを取る、といった日常的に
行っていることも、キャリア教育の一環です。ですから、キャリア教育は高等部になってから始める
ことではなく、小学部や中学部の段階であっても学ぶべき事柄がたくさんあります。それぞれが自分
の課題に丁寧に取り組み、日々の学習を深めていくことが、キャリア教育につながっています。急ぐ
ことなく、着実に進めていきましょう。
本校には、「キャリア教育の全体計画」というものがあります。保護者会にてプリントでお示しし
御説明いたしましたものです。これは、小学部から高等部までの一貫性を保ち、見通しをもてるよう、
学習内容をキャリア教育の観点で整理したものです。卒業後も生涯を通して学びを続け、豊かに生き
ていく姿勢や態度を育成することを願って作成しました。 ここでは、小学部は「楽しい・たくさん
の経験から」、中学部は「自信をもって主体的に」、高等部は「意欲をもって社会へ」と学部ごとの目
標を定めました。そして、「個別指導計画」や「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」にキャ
リア教育の観点から一人一人の目標を定めます。御家庭の御協力の下、進めていきます。お気付きの
点がございましたら、担任を通じて御相談ください。
「卒業後の生活」ということは、なかなかイメージしづらいことでし
ょう。そこで、本校はＰＴＡと共に、先輩の卒業生に学ぶことを大切に
しています。進路先見学なども御活用いただき、少しずつイメージを膨
らませていきましょう。保護者にしかできないこともたくさんあります。
学校と一緒に考える方が良いこともあります。コミュニケーションを大
切に、児童・生徒が生き生きと豊かに生活していかれるよう、着実に進
んでいきましょう。

＜進路指導部メンバー紹介＞
今年度の町田の丘学園進路指導部は以下に記載したメンバーとなります。
今年度も同様に、ＰＴＡ業務は進路指導部が担当となります。
ＰＴＡ進路部はもちろん、その他の業務でも連携をしていきたいと思います。
進路指導に関することで、御不明な点や御質問、御相談がありましたら、各担任又は進路指導部にお気
軽にお申し出ください。
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＜新年度のご挨拶＞
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町田の丘学園高等部へ！１年生が入

学してくるのを楽しみにしていました。「職業」の授

秀朗（はぎわらひであき）

今年度持ち上がりで B 部門高等部 2 年生の担当に
なります。
職業の初回の授業にて入学当初の生徒の写真を並

業や進路行事を担当いたします。
生徒たちに、職業の授業は「なりたい自分になる」

べたのですが、「1 年経つとこんなに変わるのか」と、

学習です、と話しました。進路を考えるのは大変で

現在の生徒たちの顔付きの変化に驚きました。心身と

すが、自己実現のお手伝いを一生懸命させていただ

もに大きな成長の真っただ中でもあると、改めて感じ
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る出来事でした。
秋には初めての現場実習も控えていますが、まずは
日々の生活にメリハリを付けて、毎日を過ごすように
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しましょう。今年度もどうぞよろしくお願いいたしま
す。

昨年度の２年生から引き続きＢ高新３年生を担
当させていただきます。

進路指導部 専任（A 部門高等部）

卒業後の長い人生で過ごす場所や仕事をこの１
年で決めていかなければいけないということで、悩
みの尽きない１年になるかと思いますが、生徒の思
い、保護者の思いをしっかりと受け止め、一緒に悩
み考えていきたいと思っています。

木下

美夏

昨年度に引き続きＡ部門の進路を担当させていた
だくことになりました。
それぞれの進路に向けて、一緒に考え、悩み自分ら
しく生きることのできる道を探していきたいと思い

生徒たちが社会人としての生活を気持ちよくス

ます。私自身手探りで判断に迷うことも多々あります

タートできるよう、皆さまと連携しながら精一杯取

が、生徒の皆さんそして保護者の方々の思いを大切に

り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

しながら進めていきたいと思います。どうぞよろしく
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特別支援教育コーディネーター
進路指導部主幹
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今年度、町田の丘 1１年目を迎えました。「平成」から「令和」へと時代が移り変わっていきます。
「平成」という時代を振り返ると様々な分野で社会が変化してきたと感じます。社会の在り方は多様
化し、様々な考え方があり、様々な生き方を認め合える社会になってきました。「自分らしく生きる」
ことが大切ですが、そもそも「自分らしさ」って何だろう？

と考えたときに・・・だからこそ「目

標」や「目指す姿」が大切だと思います。町田で生きて、未来を夢見ること、将来に期待感をもつこ
と、自分のやりたいことが実現できることを目指し、地域社会を含め、みんなで支えていきたいと思
います。そのためには、子供たちの思い、保護者の皆様の思い、そして教員、関係機関の皆様の思い
が同じ方向を向くことが大きな力になります。子供たちの将来のために、健やかな成長のために、た
くさん話し合うことが大切です。今年度も、よろしくお願いいたします。

＜地域・関係機関の皆様へ＞
「特別支援教育コーディネーターについて」
本校では進路指導担当のコーディネーター２名のほか 、教育相談・地域支援のコーディネーターとして
３名配置しています。コーディネーターが地域の皆様との橋渡し役として務めさせていただきます。
詳細はあらためて本校「地域支援だより」などでお知らせいたします。
特別支援教育に関する御相談・御連絡は以下の担当までお願いいたします。
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Eメールで御相談・御連絡をいただく際は、まず下記の学校代表アドレスにメッセージお送りください。
町田の丘学園代表メールアドレス S1000249@section.metro.tokyo.jp

《 地 域 の イ ベ ン ト 情 報 》
「親の自立・子の自立」
障害者（児）の親のプログラムの御案内
日時：２０１９年
全６回

５月１４日（火）、２１日（火）、６月４日（火）、１８日（火）、７月２日（火）、

いずれも火曜日

１０：３０～１３：００

場所：町田ヒューマンネットワーク事業所
リーダー：

相原由紀

サブリーダー

フリースペース
福島

修子

（リーダー、サブリーダーともに、障害をもって子育てをしている１児の母）
アシスタント：小島馨（３児の母。真ん中の娘がダウン症）
ゲスト講師

堤愛子他

対象：障害者（児）をもつ親（原則として、前回参加可能な方）
※障害種別は問いません。
定員：６人（先着順）※受講される方には後日こちらから連絡します。
受講料：３，０００円（資料代

等）

◇申込方法◇電話でヒューマンネットワーク

ＩＬ部門・福島までお申し込みください。

◇締切り◇２０１９年５月７日（火）
◇お申込・お問合せ◇町田ヒューマンネットワーク
◇所在地◇

町田市原町田２-２２-２６

http://cil-mhn-enjoy.wixsite.com/cil-mhn

プリモ・レガーロ１Ｆ

電話：:０４２-７２４－８６１６

ＦＡＸ:０４２-７２４－７９９６

９日（火）

第１９回

若葉とそよ風のハーモニーコンサート

いのちのかずだけ
日時：２０１９年

おもいはある

～みんないっしょに生きる～

５月１１日（土）

１３：３０―１５：３０（１３：００開場）
場所：町田市民ホール
内容：第一部『ひとのかずだけ

おもいはある』

第二部『わかそよ合唱団クラブ』
定員：６００名（先着順・全席自由・入場無料）
申込：イベントダイヤル

電話 042-724-5656

お問合せ:町田市生涯学習センター

電話 042-728-0071

弥生ヶ丘deまちだのへそまつり
～本町田の歴史と文化を楽しむ～
まちだ○ごと大作戦事業
日時：５月１２日（日）
１０：００～１５：００

◇入場無料

◇雨天決行

場所：町田市立博物館・本町田遺跡公園・弥生ヶ丘自治会館
内容：博物館ギャラリーウォーク・遺跡公園ガイ ドウォーク・和楽器演奏（尺八・太鼓等）
飲食（焼きそば・豚汁・日本酒ちょいのみ等）・工作（紙漉き・折り紙等）・
昔遊び（竹馬・けん玉等）・ワークショップ （チョークアート・笑い文字・
マッサージ等）
主催：「弥生ヶ丘deまちだのへそまつり」実行委員会
共催：町田市立博物館
協力：弥生ヶ丘自治会
連絡先：hesomaturi@rikunana.com

電話：070-5369-1492

今年度も町田の丘学園 進路だよりは、地域事業所のイベント等を応援します！！
地域事業所のイベント等は、町田の丘学園の児童・生徒や保護者にとって 、
気軽に事業所の雰囲気や活動を知り、交流できる良い機会です。
事業所の皆さんにとっても、「イベントが盛り上がる！ 利用者さん
（卒業生）が生き生きと活躍する！ 事業所自体も元気になる！」といううれしいサイクルが期待されます。
皆さん、情報をチェックし、積極的にお出掛けしましょう！

町田の丘学園進路だよりでは、地域の施設や支援機関、保護者の皆様からの情報をお待ちしております。
掲載希望の情報がございましたら、進路指導部までお寄せください。
＜東京都立町田の丘学園＞
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