進路 だより
都立町田の丘学園校長 茂木 裕之
進路指導部 第６号 令和元年１０月４日
日発行
爽やかな風に秋の気配を感じる季節となりました。
２学期は全校行事の「まちだ祭」をはじめ、宿泊学習や校外学習、持久走記録会
など大きな行事が続きます。生活リズムや体調を整え、一日一日を大切に過ごし、
充実した２学期にしていきましょう。
また、高等部では９月末からⅡ期の現場実習が始まりました。実り多き現場実習
になるよう、御家庭と連携して進めていきたいと思います。よしろくお願いします。

“2 期現場実習を前にして”

実習生たちの声

A 部門 高等部 ３年 Ａさん

A 部門 高等部 3 年 Ｋさん

実習先「シャロームの家・なないろ」

実習先「株式会社エイジェックフレンドリー」

私は今、進路で悩んでいます。職場の雰囲気を気

Ⅰ期に引き続き、二度目の実習です。前回注意さ

に入ったところがいいのか、自分にできる仕事はあ

れた「メモを取り、それを見ながら指示されたとお

るのか…まだ答えは出ません。だけど、卒業すると

りに作業を進めること」ができるように頑張ります。

きに楽しいことが待ってるよと思って卒業できる

夏休み中に、テレビの天気予報を見ながらメモを取

ように、実習を頑張って進路先を決めたいです。

る練習をしたので、成果を出したいです。

Ｂ部門 高等部 ３年 Y さん

Ｂ部門 高等部 ３年 T さん

実習先「株式会社ナックリフォームセンター」

実習先「株式会社ギオン 大野台第二センター」

僕の目標は「手をとめずに正確に仕事をする」

今回で３回目の実習になりますが、目標である

「わからないことはすぐに聞く」ことです。２回

挨拶をすること、コミュニケーションを取ることを

目の実習ですが、職員さんの話をよく聞き、先輩

意識していきます。また、今までの実習は２週間で

と仲良くして仕事をします。一生懸命頑張ります。

したが、次は３週間なので、疲れて仕事の作業ペー

V

スが落ちないようにしたいです。

B 部門 高等部 ３年 N さん
実習先「クラフト工房 La Mano」
２年生の時ときにも行きました（２日）
。靴下を
手縫いで作ってよく洗います。手が熱くて真っ赤に
なりました。
今回の目標は、
「手を止めず頑張ること」
「言葉
遣いに気を付けること」
「時間を守ること」です。
また仕事をやります。頑張ります！！

～Ｂ部門小学部におけるキャリア教育～
B 部門小学部では、友達や先生と一緒に様々な活動をする力、多様な経験の中で、自分が好きなことや苦手
なことが分かる力、分からないことを質問することができる力、遊びや係仕事、家の手伝い等からルールや役
割を理解する力などを、各教科領域をはじめ学校教育全体を通して学ぶ機会を設定しています。
小学部で培った事柄が中学部・高等部へとつながり、自分らしく豊かに生きる力になるようキャリア教育を
進めています。
栽培活動
苗植えから収穫まで
を行います。家庭でのお
手伝いや好きなものご
との広がりにつながり
ます。

買物学習
たくさんの品物の中
から自分で好きなもの
を選び取り、店員さんと
金銭のやりとりを行い
ます。

電車・路線バス乗車学習
IC カードを使用して、電車や路線バ
スに乗ります。駅やバス停、車内や乗
降時のルールについて、体験的に学習
します。行き先ではお楽しみが待って
います。

～高等部 進路決定までの流れについて～
高等部では、進路決定に向けて１年生から福祉事業所や企業でのインターンシップ、現場実習を行っています。
（下図参照）インターンシップや現場実習、日頃の授業を通して、１年生では自分を知り、２年生では自分の適性
を考え、３年生でより自分に合っている事業所や職種への就労を目指します。
進路先を決定するためには、必ず現場実習を行い、その事業所の雰囲気や仕事内
容が自分に合っているかどうかを見極める機会としています。

～雇用率制度と最低賃金～
障害者の雇用に関しては、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」
（障害者雇用促進法）で
定められています。簡単に御紹介いたします。
≪障害者雇用率制度≫
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、事業主に対してその雇用
する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務付けられています。

法定雇用率
事業主区分
現行

平成 3３年 4 月までに

民間企業

２．２％

２．３％

国、地方公共団体等

２．５％

２．６％

都道府県等の教育委員会

２．４％

２．５％

◎雇用障害者数のカウント方法
週所定労働時間
３０時間以上

身体障害者
*重度
知的障害者
*重度
精神障害者

○
◎
○
◎
○

２０時間以上
３０時間未満
△
○
△
○
※△

○＝１カウント ◎＝２カウント △＝0.5 カウント
※「新規雇入れから３年以内」又は「精神保健福祉手帳の
取得から３年以内」の者は１カウント
*重度＝身体障害者手帳１級・２級の方。又は、３級相当の
障がいを２つ以上重複して有する方。
愛の手帳１度・２度の方。又は、３度・４度の方で
東京都障害者職業センターにて職業上の重度判定を
受けることにより、重度と判定された方。

最低賃金 UP!!
東京都の最低賃金が令和元年１０月１日から２８円引き上げられ、1,013 円になりました。
神奈川県の最低賃金は令和元年１０月１日から２８円引き上げられ、1,011 円になりました。

～地域のイベント情報～
秋になってもイベントは盛り沢山です。各施設の雰囲気を知る絶好の機会でもあり
ます。是非、足を運んでみましょう!!

◎「 花の家まつり 」

雨天決行！！！

【日時】
１０月１２日（土）１０：３０～１４：３０
【会場】
ニーズセンター花の家（町田市下小山田町 3267－２）
【内容】 ≪屋台≫ 野菜の販売、バザー、抽選コーナー、陶器絵付け体験、ＩＢ肥料つかみ取り、焼きそば、
チュロス、スープ、ポテト、お弁当、飲み物、花の郷クッキー
クッカ広場：プレミアムセール ガーデニングセール
リサイクルショップ 喫茶軽食コーナー コーヒー豆の販売など！
≪ステージ≫ まちだガールズ・クワイヤ（物販あり）
、きらり（和太鼓）
、
七国山チアリーディング KingFishers、玉川大学★吹奏楽
【お問合せ】 電話 ０４２－７９７－６００４（花の家）

◎「 はくほう 秋まつり～ゆうもあフェスタ～ 」
【日時】
１０月１９日（土）１１：３０～１５：００
【会場】
町田生活実習所 ホール・園庭
雨天決行
【内容】 ≪出し物≫ 薬師が丘ことぶき会 盆踊り 、 みどりの森保育園 ママさんブラスバンド
≪模擬店≫ アートクラブの利用者の皆さんによる雑貨屋さん（初出店）
、カレー、焼きそば、唐揚げ、
焼き鳥、フライドポテト、ジュース、ビール、パン、クッキー、玉こんにゃく、的当て
【お問合せ】 電話 ０４２－７３５－２３１３（町田生活実習所）

◎「 花の郷まつり ～地域の方へ感謝を込めて～ 」
【日時】
１０月２６日（土）１０：３０～１４：３０
【会場】
花の郷 町田市大蔵町３６０－２
【内容】 ≪模擬店≫
手作りクッキー、焼き鳥、餃子、東北物販など、ゲームコーナーもあります！
≪ステージ≫
午前の部：１０：４５～１１：３０
素敵な出演者をお呼びします！
午後の部：１３：３０～１４：３０
ステージでは、抽選会も開催します！
【お問合せ】 電話 ０４２－７３７－３２４８（花の郷）

◎「 美工フェスティバル

（ハロウィンパーティ）

」

♡仮装大好き集まれ！！♡
【日時】
【会場】
【内容】

１０月２６日（土）１０：００～１５：００
町田市美術工芸館
町田市忠生３－６－２２
各種模擬店、ステージイベント、体験ブース（キャンドル作り体験）
、ゲームコーナー、
ハロウィン製品の販売、豪華大抽選会！！
【お問合せ】 電話 ０４２－７９３－２２２７（町田市美術工芸館）

◎「 2019 年秋「きららフェスタ」開催 」
【日時】
【会場】

１１月２日（土）１０：００～１５：００
きららトワイライト
町田市木曽西 5-20-10（幸楽苑向かい）
※駐車場がないため、バスをご利用ください。
【内容】
フィリピン BBQ、旬の野菜、パンの販売、近隣の福祉作業所の作品など
フリーマーケットも！
Treasure Garden によるライブ・コンサート
【お問合せ】 電話 ０４２－７９３－２７７３（きららトワイライト）
青年学級＋まちされん ２０１９年度 合同研修会

本人本位の支援を改めて考える
【日時】
【会場】
【講師】
【申込】

－ある障害者施設の姿から見えてきた課題

１０月１７日（木）１９：００～２１：００
参加費無料
町田市生涯学習センター（町田センタービル）
鈴木 敏彦 氏 （和泉短期大学 教授）
○町田市生涯学習センター 電話 ０４２－７２８－００７１ syougaig120@city.machida.tokyo.jp
○まちされん（プラスアルファ）電話 ０４２－７２７－４７２３ machisaren@gmail.com

株式会社パソナハートフルより、
「チャリティーアート展」～紫舟が表現する詩集（うた）の世界～ の
御招待券を 10 枚頂いております。ご希望の方は進路指導部・萩原までお知らせください。先着順とさせて頂きます。
開催期間：～10 月 20 日（日）まで
開場時間：12:00～20:00
場所：中央区日本橋室町 2-1-1 三井二号館特設ギャラリー（最寄り：半蔵門線・銀座線「三越前」駅 徒歩 2 分）

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＞ 【電話】０４２－７３７－０５７０ 【ＦＡＸ】０４２－７３７－０５８０

