
橋本分教室 学校説明



橋本分教室の目標

自立と社会参加



橋本分教室の目標

•豊かな心を育て、情緒の安定と働き続けるための
体力の向上をはかる。

•社会参加に向けて、生活の質の向上をめざす。

•自己を見つめ、円滑な人との関りを学び、働く意
欲と態度を育てる。

•働くことと余暇生活のバランスを考え、地域生活
を楽しむ力を育てる。



分教室の特色

• 卒業後の生活で必要とする力を身につけ

るための学習が基本

• 基本的生活習慣と、基礎的な知識の獲得、
体験を重視した教育課程

• 一斉授業が中心、実態に応じて学年内グ
ループ別、学年を越えたグループ別の学習



自分を知る

はたらく

たのしむくらす



＜平成２８年度 分教室生徒数＞ 生徒
の人数

生徒数 男 女 計

１年 10名 ５名 15名

２年 11名 ４名 15名

３年 ８名 ４名 12名

合計 30名 12名 42名

生徒の人数 （R4年度）



日課表 月 火 水 木 金
８：５０

９：１０

９：４５
職業

2

９：５０

１０：３５

総合

１年　健康

２年　実践国語

３年　実践数学

音楽 家庭生活 職業

3

１０：４０

１１：２５

１年　実践国語

２年　実践数学

３年　社会生活

１年　実践国語

２年　実践数学

３年　健康

美術 家庭生活 職業

4

１１：３０

１２：１５

１年　社会生活

２年　実践国語

３年　実践数学

１年　実践数学

　
２年　健康

３年　実践国語

美術 総合 職業

１２：３０

１２：４０

5

１３：００

１３：４５

音楽 体育 総合 選択 職業

１３：５０

１４：２０
１４：３５

14：20

清　　掃 清　　掃
１４：４５

１５：００

6

ホ　ー　ム　ル　ー　ム ホ　ー　ム　ル　ー　ム

ホームルーム

1

令和４年度　相模原養護学校　橋本分教室　日課表

体　　　力　　　づ　　　く　　　り

１年　実践数学

２年　社会生活

３年　実践国語

昼食

体育

合同部活動日は

13：00下校

ホ　　ー　　ム　　ル　　ー　　ム

余暇指導

ＬＨＲ 職業



教室の配置
階段

　階 段

⇩ ⇧

手洗い場

階段

　　１階が昇降口です

高校

生徒会室

高校

視聴覚室

高校

図書室

保健室

職員室

＊入口は別

男子トイレ

女子トイレ

高校

物理室

物理

準備室

高校

社会科

教室

社会

準備室

学習室

3年生

2年生

1年生

多目的室

分教室は橋本高校の

北棟２階にあります

中庭

⇧

体育館



分教室の生活①

朝は、８：５０にホームルームが始まります。

・体力づくりのある日は、着替えをすませて

着席です。

・連絡帳を出したり、貴重品を貴重品袋に

入れたりします。

・日直が号令をかけたり、今日のニュース

などを順番にみんなの前で発表したりしま

す。



分教室の生活②

体力づくりの後、午前中３コマ、午後２コマの

授業があります。

・授業と授業の間は、５分です。

・授業は、基本的には自分の教室で行い、

活動によって、橋本高校の視聴覚室や体育

館、グラウンドを使用します。

・月曜日と木曜日は、教室や廊下、特別教室

のそうじを行います。



分教室の生活③

体力づくり、体育、職業の授業以外は、標準服
で過ごします。

・夏以外は、基本的にはブレザーやネクタイ、

リボン着用です。

・着替えは、男子は教室の半分をアコーディ

オンカーテンで仕切って行います。

女子は学習室を使用します。



分教室の生活④

分教室にはいくつかのルールがあります。

・派手な色や柄の服、フード付きの服、髪の

毛を染めることは禁止しています。

・校内での飲み物は、基本的にお茶か水と

決められています。

・自転車通学はできません。

・登校後は、外に買い物には出られません。

昼食は登校前に準備してください。



分教室の生活⑤
集団での活動が主です。

・授業は一斉で行い、課題によってグループ

分けすることもあります。

・体力づくりは３つの縦わり集団で、ストレッ

チ、アジリティ（敏捷性などを養う）、

１５分間走の３つの活動をローテーションで

行います。

・職業は、５つの班に縦割りで分かれて体験

します。



職業の授業でめざすこと

① いろいろな仕事を知る、体験する。

② 目標をもつ、振り返りができる。

③ 休まずはたらく力をつける。



職業の授業でめざすこと

•いろいろな仕事を知り、できること
や得意なことを見つける。

•目標をもち、振り返ることで課題を
見つけ解決、改善できるようになる。

•将来の職業生活の実現や積極的な地
域参加の態度を養う。



校内実習･産業現場等実習

・6月と10月に、実習があります。

・実習期間は、1年生は2週間

2.3年生は3週間ですが、

校外に出る産業現場実習は、実習先との調整で

実習期間や回数が異なることがあります。



行事等

• 修学旅行、宿泊学習や校外学習など

があります。

• 橋本高校や、近隣の大学との交流も
行っています。



橋本高校との交流

行事

・橋本高校体育祭（６月） 1年生が参加

・橋本高校文化祭（９月）

・橋本高校図書室の利用 （貸出も可能）

（・PTＡ役員の交流）

＊高校とは教育課程、時間割等が異なり、

授業・部活動での交流は行っていません。



部活動（放課後活動部）

• 分教室での部活動（希望制）
＊毎週火曜日 バスケットボール

美術
＊15：00～15：30 橋本高校体育館

多目的室
＊合同部活動日に読書、美術の活動

• 本校高等部と合同での練習
＊年に数回程度の水曜日（13:00下校となります）

夏季休業中もあります
＊14：１0～15：10（本校に移動します）
＊参加は希望制です。
休業中の活動や大会にも参加します



令和５年度
入学者選抜制度について



特別支援学校（知的障害教育部門）

は、高等学校や技能連携校等とは異な

る教育課程を編成しています。

そのため、入学者選抜の内容、学習内容、

卒業資格が異なります。

（特別支援学校高等部卒業となります）



令和５年度高等部入学者選抜の流れ

一次募集（前期選抜）

選抜日 12月

一次募集（後期選抜）

選抜日 1月

二次募集

選抜日 3月

<流れ＞
① 志願相談受付（9月～）

② 志願相談 （9.10月）

③ 願書配付期間（11月上旬～中旬）

④ 願書提出 （11月中旬～下旬）

⑤ 入学者選抜 （当日）

⑥ 合格発表

＊詳しくは中学校に聞いたり、神奈川県教育委員会のHPで確認したりしてく
ださい。



分教室への志願資格について
本校とは施設設備等の教育環境が違うことから

• 集団活動中心の学習が可能であること
（健康面・生活面で常時の配慮を必要としないこと）

• 自力通学が可能であること
（本校に登下校ということもあります）

上記２項目を志願相談時に志願資格として確認

させていただきます。

＊給食がないので、昼食を用意していただきます。



進路選択においての留意点

• 特別支援学校（知的障害教育部門）の教育課程、

入学者選抜の内容、学習内容、卒業資格について

• 分教室と本校の違いについて

この2点について、十分なご理解とご検討を

お願いいたします。

分教室の受検者には、特例規定は該当しません。



多様な学びの場について
情報収集をしてください

• クリエイティブ、フレキシブル、フロンティア

通信制新タイプ、インクルーシブ教育実践推進校

通級による指導導入校

＊県のホームページを確認してください。

• それぞれの学校の説明を聞き、見学等を通じて、

学習内容や教育課程、卒業資格等の違いを知り、

検討してください。



ご覧いただきありがとうござ
いました


