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７号 令和元年１１月８日発行

日に日に秋が深まり、朝夕はひときわ冷え込む季節になりました。今月は、「まちだ祭」
もあります。体調管理に十分気を付けて過ごしましょう。
さて、高等部ではⅡ期現場実習の終盤に差し掛かりました。現場実習に向かう生徒たちの
期待と緊張感、現場実習を終えた生徒たちの達成感を感じます。是非、現場実習での経験を
学校生活で生かしてください。
また、高等部３年生はいよいよ進路希望を提出し、具体的に相談する時期になりました。卒業後の生活につ
いて御家庭で、また、担任と相談し、焦らず、じっくりと考え、納得のいく進路先を見付けていきましょう。
進路決定に当たり御不明な点、御不安な点がありましたら、遠慮なく担任、進路担当まで御連絡ください。
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Ａ部門小学部におけるキャリア教育
～できることを自信に！一人一人の個性を生かした「おもてなし」～
A 部門小学部では、普段の学校生活の中に「キャリア教育」がどのように位置付いているか教員間で
確認し、小学部段階からその視点を大切に、日々学習を積み上げています。
今回は、先日行われた、高学年の生活単元学習「おもてなし」を例に御紹介します。
学習① 自分の得意なことを友達と共有する
普段の学習で頑張っていることを振り返り、
自分のできることや得意なことを発表し合い、
できることを通して褒められる経験をします。

学習② 招待状、看板を作成する
「両面テープのフィルムを引っ張る」
「文字を書く」
「シールを選択する」など、
グループごとにできることを生かして作
成します。

学習③ 保護者に「おもてなし」する
保護者の方々を招待し、普段の学習で頑張っていることをグループに分かれて披露します。
① 手遊びやボールゲームで笑顔を披露する「にこにこルーム」
② 視線入力装置でのゲーム体験をしてもらう「ゲーム部屋」
③ IPad でお客様の悩みにアドバイスをする「お悩み相談室」
④ 回し芸を披露しながら案内をする「回すコンシェルジュ」
授業の最後に、招待した保護者からたくさん褒めてもらい成功経験につなげます。

保護者の皆様より…
「どの子も自分の役割をしっかり担当して、いい表情でした。」
「みんな笑顔で
迎えてくれたことが印象的でした。」「将来に期待できてワクワクしました！」
上記のような学習を通して、自分のできることを認めてもらい、どのように披露するか考えていくことは
「自己理解・自己管理能力」や「キャリアプランニング能力」につながります。小学部の段階から「できた」
と実感できる活動を積み重ねていくことで、表現する喜びや楽しみにつなげていきたいと考えています。

Ｂ部門中学部 インターンシップ
中学部 1 年生は、9 月 27 日(金)に「花の郷」に行ってきました。乾燥させた牛乳パックを
細かくちぎる「紙ちぎり」
、梱包素材等で使われる紙パッキンを作る「紙パッキンのばし」、麺
棒で生地を伸ばし、型抜きを使って星型や動物型の型を取る「動物用クッキー作り」の３グル
ープに分かれ作業体験をしました。いつもと異なる環境の中でしたが、どのグループの生徒も
集中して約 30 分間作業体験をすることができました。

中学部２年生では、９月２４日（火）から２７日（金）までの１週間をインターンシップ週間とし
て取り組み、職場体験と校内実習を行いました。
「市役所」
、
「なないろ」、
「花の家」の三施設の体験先
から、一人一施設で職業体験をさせていただきました。
「市役所」では宛名書きや封筒の三つ折りなど、
「なないろ」ではパッキン抜きやタオルたたみ、
「花の家」では陶芸や土運び等の仕事を体験しました。
体験先の担当者の話を真剣に聞きながら、集中して仕事に取り組むことができました。生徒たちは、
緊張していましたが、時折、笑顔も見せながら体験をすることができました。

中学部３年生は身近な進路ということで、１０月８日（火）高等部の作業班体
験を行いました。当日は緊張しながらもそれぞれの作業班で高等部の先輩の姿を
見ながら体験することができました。次回は１２月１０日に体験する予定です。

～町田の丘学園“まちだ祭”お知らせ～
毎年恒例の「まちだ祭」を、本校舎では、11月２２日（金）、１１月２３日（土）に、山崎校舎では、
１１月２３日（土）に開催します。本番も近付き、児童・生徒たちは現在、舞台発表の練習や模擬店の準備に
熱が入っています。今年も多くの皆様の御来校をお待ちしています。

本校舎
【令和元年１１月２２日（金）1日目】
１０：００～１４：３０（９：４５開場）
○舞台発表
【午前】 オープニング
10：00～
部活発表
10：20～
A部門小学部
10：55～
【午後】 B部門高等部1年 13：30～

【令和元年1１月２３日（土）２日目】
１０：００～１４：４０（９：４５開場）
○舞台発表
【午前】 A部門中学部
10：00～
Ａ部門高学部
10：45～
【午後】 Ｂ部門高等部３年 13：30～
フィナーレ
14：20～

○PTA子どもバザー
○環境整備班（Ｂ高3年）
○Ａ高訪問学級
○B部門高等部2年模擬店
○環境整備班（Ｂ高2年）
○B部門高等部3年販売

○B部門高等部2年模擬店
9：40～12：15
○PTA子どもバザー
10：00～12：00
○B部門高等部3年販売
10：00～11：00

10：00～12：00
10：00～11：15
10：30～11：30
11：00～12：10
13：15～14：15
13：30～14：00

(紙工・サービス・リサイクル・農芸・ハンドワーク)

○B部門高等部2年販売

14：00～14：30

(紙工・サービス・リサイクル・農芸・ハンドワーク)

(紙工・サービス・リサイクル・農芸・ハンドワーク)

○環境整備班（Ｂ高3年） 10：00～11：15
○環境整備班（Ｂ高2年） 13：15～14：00
○B部門高等部2年販売
13：30～14：00
(紙工・サービス・リサイクル・農芸・ハンドワーク)

○Ａ高訪問学級

13：30～14：00

※バザーにつきましては、寄付品バザーや一般バザーは開催いたしません。子どもバザーだけに
なりますので、申し訳ありませんが、大人の方はお買い求めになれません。

山崎校舎
令和元年１１月２３日（土） ９：２５～１４：４０（９：１５開場）
【午前】 プログラム紹介、諸注意
小学部
１学年
９：３０～ ９：４７
２学年
９：５２～１０：０９
３学年 １０：１４～１０：３１
４学年 １０：４５～１１：００
５学年 １１：０５～１１：２２
６学年 １１：２７～１１：４２
【午後】
中学部
１学年 １３：３０～１3：５０
２学年 １３：５５～１４：１５
３学年 １４：２０～１４：４０

・・・９：２５～９：３０
＜展示発表＞
小学部 「図工作品」
・・・・・・・・
（２階視聴覚室）
中学部 「美術・職業・家庭」
・・・・
（２階美術室）
保健給食部「給食ができるまで」・・・
（１階職員室前）
交流校展示「地域交流校作品展示」・・
（音楽室）
研修研究部「教材紹介」
・・・・・・・
（プレイルーム前）

＜中学部作業班 販売・実演＞ １０：１０～１１：２０
場所：２階ホール
リサイクル班 ・・・・・・・・・ 「ペットボトルつぶし・メモ帳づくり・エコバックづくり体験」
事務班
・・・・・・・・・ 「マウスパット販売・体験」
清掃班
・・・・・・・・・・ 「清掃体験(モップ・ゴミ拾い・タオルたたみ)」
※駐車スペースがございません。恐れ入りますが、
御来校に当たっては公共交通機関又は近隣の駐車場を御利用いただきますようお願いいたします。

～地域のイベント情報～
◎「赤い屋根まつり」のお知らせ
【日時】

１２月７日（土）

１０：３０ ～ 1４：３0

【会場】

社会福祉法人ウィズ町田

赤い屋根 （町田市大蔵町１２２）
[小田急線鶴川駅北口より徒歩１０分]

【内容】

模擬店（やきそば、やきとり、フランクフルト、ビール、ジュースなど）、
とうふ販売、地域のサークルによる舞台発表

【お問合せ】

電話：０４２-７３６-６０２０

【担当】

FAX：０４２-７３６-６５１９
尾藤、稲毛、高山、平松

◎クラフト工房 La Mano「２０１９冬の染織展」
【日時】
【会場】
【内容】

１２月６日（金）～12 月９日（月） 10：00 ～ 16：00
クラフト工房 La Mano

（東京都町田市金井 5-14-18）

天然素材・天然染料を使いました染め、織りのクラフト製品や工房メンバーによるアート作
品などの展示・販売を行います。
会場となる工房は、町田市金井地区にあり緑に囲まれた築１００年の民家で懐かしい雰囲気
を感じていただけます。是非、皆様の御来場をお待ちしております。
今後とも変わらない御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

【送迎】

小田急線「玉川学園前」駅より送迎車あり（要予約）
お問い合わせください。

【お問合せ】クラフト工房 La Mano
電話/FAX：０４２-７３６-１４５５
メール：koubou@la-mano.jp

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

