
 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜卒業後の社会人生活に向けて！高等部３年生の移行支援について＞ 

 第２９号（１月１４日発行）にも掲載していますように、卒業後の進路先

が内定した段階で、進路先担当者と連絡調整を図りながら、移行支援＝引継

ぎを実施しています。例年であれば、進路先担当者だけでなく、行政や相談

支援専門員などの関係者に集まっていただき、生徒本人や保護者も交えて会

議を行っていましたが、この社会状況を鑑みて、多くの関係者が一堂に会す

ることが難しく、来校する方を絞って移行支援会議を実施しています。その

ため、御家庭と学校が協力して作成した移行支援資料がとても重要となって

います。御家庭に御了承いただいた上で、支援・解除の方法などを動画等で撮影し、進路先職

員で情報共有していただく場合もあると考えています。移行支援会議の設定（日程調整）や撮

影許可等については、担任から別途連絡・確認いたしますので、御理解・御協力ください。 
 

＜次年度の進路実習計画を考えよう！進路実習希望調査について＞ 

 高等部１・２年生を対象に、次年度の進路実習希望調査を行います。両部門とも、これから

希望調査用紙を配布しますので、期日までに必要事項を記入の上、担任まで提出ください。 

今年度、進路実習を経験している２年生は、その経験を生かして、高等部３年次での進路実

習計画を検討いただくことになります。卒業後の進路選択にも関わりますので、御家族で話題

にしていただき、実習先を選定ください。なお、コロナ禍の影響で進路実習が中止になったケ

ースもありますので、次年度の進路実習について不安等がありましたら、まずは担任もしくは

学年進路担当まで御連絡・御相談ください。 

高等部１年生は、初めての進路実習の実施となります。これまで施設見学等

で収集した情報を整理し、まずは次年度の進路実習先を選定ください。高等

部２年次の進路実習は、原則、１か所での実施となりますが、企業就労や就

労移行・就労継続支援事業などを卒業後の進路として目指している場合は、

複数回の実施も必要となる場合があります。御承知おきください。 

○問合せ先：支援部進路指導＜Ｓ部門：前澤（高 1）、佐藤（高 2）、Ｂ部門：阿部（中高）＞ 

      TEL：０３－３３２３－８４２１ 
 

＜世田谷区在住の高等部１・２学年保護者が対象！進路施設見学会について＞ 

 世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ（就労移行支援事業所、以下すきっぷ）の今年

度最後の施設見学会が下表１の概要で開催されることになりました。本来、１月に実施する予

定でしたが、蔓延防止等重点措置期間と重なったため、実施が延期となっていた見学会です。

なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、見学会参加人数は１０名までとなっていま

す。参加希望者が多数の場合は、見学参加できない場合もあります事、御承知おきください。 

 ＊表１：すきっぷの第３回施設見学会について＊ 

実施日時 令和４年３月２４日（木） 

その他 

・他校（都立田園調布特別支援学校、都立青鳥特別支援学校、都立永福学園など）の

世田谷区在住高等部１・２学年の保護者も参加する見学会です。 

・すきっぷでは、例年、年３回程度の施設見学会を実施しています。見学会では、就

労移行支援事業所の業務内容や環境等についての概要説明と実際の業務見学を行う
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予定です。 

・参加申込みされた方には、３月１１日以降に参加の可否を学校からお伝えします。

当日の遅刻・欠席も含めて、すきっぷへ直接連絡はせず、学校に御連絡ください。 

※見学会の参加対象である世田谷区在住の高等部１・２学年保護者宛には、すでに開催案内と

申込書を配布しており、7 日（月）に参加申込を締め切っています。御承知おきください。 
 

＜今年度、最終の販売実施となります！３月の出張販売について＞ 

 お知らせが遅くなりましたが、３月の出張販売予定をお知らせします。

販売予定は下表２のとおりです。今月が今年度の出張販売最終月となりま

す。今月までは北棟 1 階光ホールでの販売実施となっていますが、次年度

４月からは、北棟２階職員室前に販売場所が移ります。少しでも事業所及

び通所利用者の利益・収入につながることを願っています。 

＊表２：３月の出張販売予定表＊  スペースの関係上、事業所名を短縮して標記しています。 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 １  まごの手便 ２  かみよん工房 ３  渋谷まる福 ４  わくわく祖師谷 

７  まもりやま工房 ８  ワークイン翔 ９ １０ さわやかはーと １１ 

１４ さわやかはーと １５ 下馬福祉工房 １６ 白梅福祉作業所 １７ 渋谷まる福 １８ 

２１ 春分の日 ２２ 上町・喜多見 ２３ ２４ さわやかはーと ２５  

２８  ２９ ３０ ３１  

※出張販売を行わない日程は灰色で塗りつぶしています。 

※１７日（木）は短縮時程のため、販売時間は１４時１５分～１５時００分となっています。 
 

＜オンラインで開催！バークレイズツアーについて＞ 

 バークレイズ証券株式会社に御協力いただき、オンラインでの進路行事

「バークレイズツアー」を先週７日（月）に実施することができました。例

年は六本木ヒルズ森タワーの本社オフィスを会場に対面式で実施してきた本

行事ですが、コロナ禍のため、今回初めてオンライン開催となりました。本

行事は、企業等への就労もしくは大学等への進学を目指すＳ部門高等部 1

年生を対象としており、今回は都内肢体不自由特別支援学校１２校から総勢１９名の生徒が参

加しました。人事部社員の「面接道場（面接時のポイントをレクチャー）」を受けた後、社員と

の１対１のオンライン面接練習にも取り組みました。本校から参加した生徒も含め、参加した

生徒はいずれも緊張した面持ちでしたが、自分自身の進路実現に向けて貴重な進路学習ができ

たと思います。下表３は、今回の「面接道場」の概要をまとめたものです。今後、面接練習に

取り組む際は、ぜひ参考資料として御活用ください。 

＊表３：「面接道場２０２２」の概要＊ 

項 目 内 容 ポイント 

面接とは？ 

・相手に自分を知ってもらうための情報提供 

・相手を知るための情報収集 

◆情報のマッチング→意思決定 

☆自分を最大限にアピー

ルできるチャンス！ 

コミュニケーション

とは？ 

・communication はラテン語で「分かち合う」 

・自分が伝えた情報を相手が正確に得ること 

☆一方的な会話は「コミュ

ニケーション」ではない！ 

話す力と聴く力 
【話す力】具体的・結論から・短く 

【聴く力】姿勢・共感・理解 

☆情報の伝達が上手くい

くように、有効なコミュニ

ケーションの力が必要！ 

第一印象の重要性 

・メラビアンの法則：人が初対面であった時に

受ける、印象を決定づける要素 

◆視覚・ボディランゲージ・態度・仕草：55% 

◆聴覚・話し方：38% 

◆言語情報・内容：7% 

☆93%以上が話の内容以

外の印象で決まってい

る！ 



面接のポイント 

【事前準備】（当日、自身がもてるように） 

・当日の持ち物をチェックする 

・面接会場までの交通手段を確認する 

・履歴書の内容を頭に入れておく 

・体調を整える 

【当日】（時間厳守！） 

・第一印象で好感を残す 

→表情、姿勢、服装、髪型、仕草などを意識 

・自分をしっかりアピールする 

 →挨拶、話し方、声の大きさ、話の内容など

に気を付け、わからない質問はそのままにせ

ず、うそをつかない 

☆準備をしっかりすれば

怖くない！ 

☆実力をしっかり発揮す

るために体調管理はとて

も重要！ 

 

＜令和２年４月から開始した新たな制度！「高等教育の就学支援新制度」について＞ 

 内閣府大臣官房政府広報室より「高等教育の修学支援新制度」広報ポスター

が届きました。概要は下表４にまとめていますので御参照ください。また、こ

の制度の内容は、文部科学省ホームページに掲載されています。興味のある方

はぜひ検索いただき、制度の詳細（減免額や給付額など）を御確認ください。 

 ＊表４：高等教育の修学支援新制度の概要＊ 

支援対象となる学校種 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校 

支援内容 ①授業料等減免制度の創設 ②給付型奨学金の支給の拡充 

支援対象となる学生 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 

財 源 
少子化に対処するための施策として、消費税率引き上げによる財源を活

用。国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上、文科省で執行。 

その他 

◆支援対象者の要件 

・進学前は成績だけで否定的な判断はせず、レポート等で本人の学習意欲

を確認 

・大学等への進学後の学修状況に厳しい条件 

◆大学等の要件：国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象 

・学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等 

・経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外 
 

＜障害者の生涯学習推進！東京都教育委員会からのお知らせ＞ 

 東京都教育委員会より冊子「とうきょうの地域教育～豊かな出会いと学び

を～No.１４５」が届きました。この冊子では、「障害者の生涯学習推進～誰

もが生きやすい共生社会の実現を目指して～」の特集が組まれ、障害者の生

涯学習の充実に向けた活動事例の紹介や文部科学省担当者のコメントなどが

掲載されています。文部科学省ホームページには「障害者の生涯学習の推進について」が掲載

されていますので、興味のある方はぜひ検索ください。なお、この冊子は、届いた部数の関係

で高等部３年生のみに配布しています。御承知おきください。 

近年、高等部卒業後の学びの場確保が大きな課題となっていますが、ＮＰＯ法人や一般社団

法人などの団体が支援活動の輪を広げています。下表５は中野区が主催する受講料無料の「社

会教育訪問学級」について概要をまとめたものですので御参照ください。都内全域でこういっ

た支援活動や学びの場が拡充していくことを願っています。 

＊表５：中野区「社会教育訪問学級」の概要＊ 

対 象 

以下の３つ全てに該当することが必要です 

（１）中野区在住で１８歳以上の方 （２）身体に障害があり、一人で外出す

ることが困難な方 （３）学習の機会をとおして、社会参加への意欲のある方 

※他に同様の学習機会を有する方は対象になりません 

https://4.bp.blogspot.com/-rmCMcPSIzLM/VkLHVcHNnJI/AAAAAAAA0VM/NbkNSYUM2-Q/s800/school_test_seifuku_girl.png


定 員 ７名（継続の方優先） ※継続の場合でも、年度ごとに申請が必要です 

学習科目 

希望する科目を各自１科目選びます（必ず第２希望まで記入）  

【これまでの学習科目例】英会話、ドイツ語、絵手紙、水彩画、パステル画、

書道、ピアノ、声楽、大正琴、折り紙、編み物、洋裁、華道、パソコンなど 

学習方法・内容 
受講回数：年間１８回以内、学習時間：月２回（１回２時間程度）、学習内容：

学習の進め方や方法・日時等は受講生と講師が話し合って決めます 

学習期間 
６月から翌年２月まで ※年に１回（３月頃を予定）、日頃の学習成果を発表す

る場として、受講生や講師が一堂に集う「交流発表会」を開催しています 

備 考 
希望の学習内容に合わせて、区から講師を紹介します。その講師が御自宅へ訪

問し、マンツーマンで指導します（受講料は無料） 

○問合せ先：中野区 区民文化国際課 文化国際交流係 

TEL：０３－３２２８－８８６３（直通）、FAX：０３－３２２８－５４５６ 
 

＜ＹｏｕＴｕｂｅ限定公開！国立障害者リハビリテーションセンターからのお知らせ＞ 

 国立障害者リハビリテーションセンターより自立支援局の事業紹介をＹｏｕＴｕｂｅ動画で

限定公開するとのお知らせが届きました。限定公開の動画詳細は下表６にまとめています。興

味のある方はぜひ御覧ください。また、今後の取り組みの参考としたいとの意向もあり、動画

視聴の御感想・御意見がありましたら、下記宛に御連絡いただきたいとのことです。 

 ＊表６：自立支援局事業紹介（ＹｏｕＴｕｂｅ限定公開）の詳細＊ 

公開期間 令和４年３月１４日（月）～令和４年６月３０日（木） 

ＵＲＬ https://yuotu.be/BzB1oTB2eUs 

公開内容 
全事業の概要説明（自立訓練、就労移行支援、自動車訓練、施設入所支援など）を行

います。各事業１０分程度の内容です。 

○問合せ・御意見等連絡先 

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 総合相談支援部 総合相談課 

TEL：０４－２９９５－３１００（内線：２２１１～２２１５） 

FAX：０４－２９９２－４５２５、メール：rehab-soudan@mhlw.go.jp 
 

＜進路実現に向けた後輩へのアドバイス！Ｓ部門高３進路報告会について＞ 
 今月１４日（月）の午後、オンライン（Ｔｅａｍｓ）による進路報告会

（以下、報告会）を開催しました。報告会では、高等部３年生から高等部

１・２年生に向けて、進路実現に至るこれまでの進路実習や進路活動など

の実践報告を行いました。特に卒業後の進路選定に向けた大事なポイン

ト・考え方等のアドバイスは、これから見学や進路実習を行うことになる

１・２年生にとってとても参考になるものばかりで、先輩の報告・発表映

像に真剣に見入る姿が印象的でした。実際の進路実習では、どの生徒もか

なり緊張してしまうことがあると思いますが、今回の先輩からの具体的なアドバイスを土台

に、これまで培ってきた力を十分に発揮して欲しいと思います。３年生の皆さん、素敵な報告

会をありがとうございました。皆さんの進路先での大活躍を願っています。 
 

＜４月に本校ホームページを要チェック！今年度の進路状況について＞ 

 例年のとおり、次年度４月には今年度の進路状況を本校ホームページに掲

載する予定です。具体的な進路先名を示すものではなく、進路先をカテゴリ

ー分けした一覧表に数値を入れたものです。一人一人の進路ニーズが違うた

め、当該年度の進路選定の傾向が確認できるデータです。興味のある方は、

４月になりましたら、ぜひ本校ホームページを御確認ください。 

 また、今年度発行した進路だよりについて、各月ごとにまとめたデータも

ホームページ上にアップしています。バックナンバーの参照として御活用ください。 
 



＜世田谷区の冊子「Cheer！～わかものライフガイド～」の紹介＞ 

 世田谷区子ども・若者部若者支援担当課より冊子「Cheer！～わかものライフ

ガイド～」が届きました。この冊子は、中高生世代から３９歳までの若者及び保

護者を対象に、世田谷区の若者施策や事業など、様々なサービス情報を掲載して

います。興味のある方は、来校の際に保護者控室前のラックを御確認ください。 
 

＜支援部に関わる情報を掲示します！校内掲示板の御紹介＞ 

 校舎の移転・改修に伴い、支援部に関する情報掲示場所が決まりましたので

お知らせします。北棟１階の保護者控室及び歴史資料室、西棟への通路の掲示

板に、地域支援・教育相談・進路指導に関するチラシやポスター等を掲示する

ことになります。また、その掲示板と共にラックを設置しており、様々な情報

冊子を掲示しています。来校される際はぜひ掲示板やラックを御確認いただけ

ますと幸いです。なお、本校近隣の通所施設や法人・団体などから送付されています通信等につ

いても、ラックにファイリングしています。各施設や団体の様子や情報を収集することにつなが

りますので、気になる施設等がありましたら、ぜひ手に取って御確認ください。 
 

＜新年度になったら要確認！居住自治体の地区担当者（ケースワーカー）について＞ 

 新年度４月に地区担当者（ケースワーカー）の変更がある場合があります。

学校でも各自治体に確認を取ることにしていますが、様々な障害福祉サービ

ス利用に向けての手続き等の窓口になる方なので、新年度になりましたら担

当者変更の有無をぜひ直接御確認ください。特に高等部では、卒業後の進路先

の利用希望申請や利用調整等でお世話になる場面が増えます。地区担当者と

の関係性を高め、より良い進路選択・決定につなげていただければ幸いです。 
 

＜高校や大学等への進学希望者は要チェック！「進学関係コーナー」の設置について＞ 

 高校や大学等への進学関係の冊子等を集約した「進学関係コーナー」を、北棟２階に設置予定

です。都立高校の過去問題集や通信制高校紹介冊子、大学受験情報誌などを掲示します。自分自

身の進学を考えるために必要な情報を収集できるコーナーとなっており、第３３号（２月２１日

発行）に掲載しました「大学案内障害者版」についても、最新版の２０２３年度版を置く予定で

すので、所属部門・学部を超えてぜひ御利用ください。 
 

＜北棟２階で販売開始！次年度４月の出張販売について＞ 

 次年度４月の出張販売予定は下表７のとおりです。今月末までは北棟１

階で販売を実施していましたが、４月からは２階職員室前に販売場所を移

転することになっています。基本の販売時間は、これまでと同じく、児

童・生徒下校後の時間（１５：５５～１６：４０）となっています。引き

続き、本校での出張販売が、少しでも事業所及び通所利用者の利益・収入

につながることを願っています。 

＊表７：４月の出張販売予定表＊  スペースの関係上、事業所名を短縮して標記しています。 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

    １   

４   ５   ６ ７  ８ 

１１  １２ まごの手便 １３ さわやかはーと １４ ワークイン翔 １５ 

１８  １９ 下馬福祉工房 ２０ 白梅作業所 ２１ 渋谷まる福 ２２ まごの手便 

２５  ２６ ２７ さわやかはーと ２８ ２９ 

※出張販売を行わない日程は灰色で塗りつぶしています。 


