
神奈川県立特別支援学校

令和２年６月
神奈川県立鶴見養護学校

令和３年度県立特別支援学校高等部入学者選抜
に係る学校説明会資料

高等部（岸根分教室）



目次

１ 学校紹介

２ 学校目標・学部目標

３ 岸根分教室の紹介

４ 教室案内

５ 岸根分教室の授業

６ 岸根分教室の行事

７ 同好会活動

８ 進路指導について（卒業後の進路）

９ 室長より

参考：校舎・教室配置図

参考：学校までの案内図

2



１ 学校紹介

鶴見養護学校は、知的障害のある子どもたちの
ための学校です。

小学部、中学部、高等部（本校・岸根分教室）
があり、２５４名の児童生徒が学んでいます。

3



校章の由来

・私たちの鶴見養護学校は、横浜市の鶴見区と港北区、
そして川崎市が接する地域の小高い丘の上にあります。

・私たちの校章は、横浜の「Ｙ」の文字を中央に、
はばたく３羽の鶴を表しています。

・上中央の鶴が学校の主役である子どもの鶴、それを下から支えている２羽の
鶴は保護者と教職員です。

・３羽の鶴がはばたく校章は、子どもたちが力強くはばたくことを願い、児童
生徒、保護者、教職員の３者が手を取り合って共に歩む本校の象徴です。

鶴見養護学校 公式マスコットキャラクターについて

『つるの妖精さん』

・本校創立３５周年を記念して、誕生した公式キャラクター
です。児童生徒や保護者、教職員から応募された多数の
キャラクターの中から、保護者が創作したこのキャラクター
が審査で選出されました。

・「本校の児童生徒を優しく見守りたい」という保護者の願い
が込められています。
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２ 学校目標・学部目標
≪本校の教育目標≫

〇明るく、元気で、生きる力を持った児童生徒の育成に努める。
・健康で明るい生活のために、基本的生活習慣を育てる。
・自ら学び、考え、行動する力を養う。
・人を思いやる心、感動する心など豊かな人間性を育てる。

≪分教室教育目標≫

○豊かな社会生活を過ごすための力を育む。
・長所を伸ばし自己肯定感を育てる。
・経験を通して自己選択、自己決定、自己実現の力を養う。
・同年代との関わりから築かれる人間関係の形成力を養う。

○将来の社会的自立に向けた力を養う。
・社会的マナーを育成する。
・経験を通して社会的スキルを習得させる。
・卒業後の自分の生活についてのイメージを育てる。

≪分教室で学ぶこと≫
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３ 岸根分教室の紹介

学年 男子 女子 計

１年生 11 4 15
２年生 11 3 14
３年生 10 5 15
計 32 12 44

＜分教室人数＞

６



①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）

②自力通学が可能であること
（なお、給食がないので、昼食を用意していただきます）

上記の２点を受けて、岸根分教室を希望される方は次のことをお願いしてい
ます。

①担任の数が本校に比べ少ないため、一斉指導で対応できるようにしておい
てほしい。

②公共の交通機関を一人で利用して、目的地まで行くことができるように
なっておいてほしい。（外部の企業等の施設を利用してのインターンシッ
プ、現場実習、遠足、校外学習等に行く際
に目的地近くの駅等を集合場所に指定するため。また本校登校下校が年間
１５回程度ある。）

＜分教室の志願資格について＞

７



４ 教室案内

分教室昇降口 分教室入り口

左に行くと下駄箱
右に行くと入り口

生徒用下駄箱
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中に入ると職員室があります！保健室に行くときも同じ入り口を使います！

職員室

保健室

賞状やサイ
ンが展示され
ています

この廊下を進んでいくと各教室があります
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１年教室

多目的室 多目的室では、集会や調理、
実習報告会など行います。

２年教室 ３年教室

職員室
職員室に入るときは次の
マナーをきちんと守って
もらいます。
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遊水池

遊水池はグラウンドが使えないとき
に体育をしたり、球技同好会で使っ
たりしています。

グラウンド

グラウンドが使えるときは、体育の
授業でサッカーやタグラグビー、陸
上競技などを行います。

11



格技場

格技場では、体
育の授業でダン
スや剣道、器械
体操などを行い
ます。

体育館

体育館が使えるとき
は、体育の授業でバ
トミントンやバス
ケットボールなどを
行います。

プール

プールでは、ア
クアビクスやバ
タ足、水泳技術
習得などを行い
ます。
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５ 岸根分教室の授業
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①生活に直結した授業
・社会生活に必要な知識・技能やマナーを身につけること
生活を楽しむことを目指し、卒業後の自分の生活につ
いて考えた学習を行います。

②体験的学習を大切にした授業
・職業体験学習をはじめ様々な体験学習や実習を通して、
興味関心を広げ、ルールやマナー、社会生活の厳しさや
喜びを学び、社会的スキルを身につけます。

・現場実習や校内実習等の積み重ねにより、働くことへの
意識や意欲を高め、働くことや卒業後の生活について考
えます。

分教室の授業の特色
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＜職業Ａ＞

近くにある岸根公園の花壇整備や清

掃と、分教室内外の清掃活動を行っ

ています。

[クリーン班] 学年縦割り

接客８大用語を覚え、身につけたマ
ナーや所作を校内外で実践します。
岸根高校の職員にコーヒーを販売し
に行ったり、外部の方がいらした時
の接客をしたりしています。

[サービス班] 学年縦割り

資料の折り込みや名刺作りなど、パ

ソコンや色々な事務器具を使って活

動します。企業等からの受注の仕事

も行います。

[ビジネス班] 学年縦割り



[体つくり] 体つくりではストレッチや筋トレとランニング
を行っています。

[体育] 体育では遊水池や体育館、格技場やグラウンドを
使って、球技やダンス、器械体操等を行います。
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[音楽]
手話を入れた歌や、二部合唱、器楽演奏、鑑賞など
音楽に関わる色々な学習をします。いろいろな楽器
も演奏します。

[美術]
色について学習したり、デッサン(下書き)や水彩画
(色塗り)、立体造形(陶芸等)、銅版画作りなどを行
います。
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[国語]

＜国語・数学は達成度別のグループ毎に学習します＞

[数学]
四則計算、金種や消費税、グラフの読み方などを行い
ます。実際に長さや重さを量ったり、パソコンを使っ
た学習もやっています。

日常生活で使用する漢字等の学習、メモの取り方、履
歴書の書き方、書道、作文などを行います。相手に伝
わるような話し方の学習や話し合いの学習もします。
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[生活単元]
理科、社会、道徳、社会生活に向けた学習、
マナー学習、心と身体の学習等を行います。

［家庭］調理や、洗濯、裁縫、木工など家庭内で役立つ学習
を行います。
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[総合] 学校行事や交流に関連した学習、集会などを行います。

［選挙］
生徒会選挙を行います。昨年度は模擬選挙も行いま
した。
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［防災訓練］
篠原出張所の消防士の方々の協力を得て、消火
訓練や起震車体験等を行います。

［AED講習］日本赤十字社の協力で救命救急法（心肺蘇生
法とＡＥＤ講習）を学びます。
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６ 岸根分教室の行事
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［修学旅行］令和２年度は１０月２８～３０日に２泊３日で

沖縄方面に行く予定です。
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宿泊学習（１年）
＜野島青少年研修センター＞

1年の時には1泊2日で宿泊学習に行きます
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宿泊学習（２年）
＜足柄ふれあいの村＞

2年の時は2泊3日で宿泊学習に行きます
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校外学習
校内では学ぶことのできない体験学習を中心に、
外部の公共施設を利用して学習します。
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岸高体育祭
（岸根高校と合同）

今年度は９月に、岸根高校と一緒にグラウ
ンドで行う予定です。昨年度は分教室は3種
目にエントリーし、分教室パフォーマンス
と部活対抗リレーにも参加しました。
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岸高祭
（岸根高校文化祭）

毎年分教室では喫茶室（鶴見カフェ）や昔遊
びコーナーを出店しています。岸根高校で出
店しているところにも見学に行っています。



学習発表会
（本校と合同）
［隔年実施］

昨年度は「OLEたちのパッション」をテーマに
分教室みんなで本校のステージで表現活動をし
ました。また食堂でコーヒー販売も行いました。
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本校体育祭
（本校と合同）
［隔年実施］

本校グラウンドで、リレーや大縄跳び、ダンスな
どを行います。分教室のダンスは毎年好評です！
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わくわく
ワークディ
（本校で実施）

鶴見養護学校本校で、職業の授業等で
作った製品を販売します。今年度は１月
23日（土）に開催予定です。
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遠足
年1回、春または秋に実施しています。
行き先や見学コースなどは、みんなで話し合って決め
て、現地ではグループで活動をします。

32



持久走
記録会

毎年12月頃に実施しています。本校高等部と一緒
に鶴見川沿いを往復4ｋｍ（最長）走ります。
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７ 同好会活動

自由参加で、月2回程度行っています。
体育会系と文化系とがあり、ダンス、音楽、球技、
絵画等好きなところに参加できます。

34



８ 進路指導について（卒業後の進路）
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校内実習
地域の企業から仕事をいただいています。昨年度
はボールペン検品･組み立て、電球点検･梱包、電
気製品梱包、ビーズ作成、紙折り等を行いました。
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現場実習

２・３年生になると現場実習があります。現場実習では卒
業後に自分がやりたい仕事などを実体験します。家から一
人で仕事場まで行き、指導員さんの指示に従って仕事を
行って。帰りも一人で家まで帰ります。家に着いたら電話
で帰宅連絡をしてもらいます。
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インターン
シップ

１，２年生で、近隣の企業に5名程度のグループ
で行って仕事を行います。インターンシップ先近
くの駅等が集合解散場所となります。
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９ 室長より

鶴見養護学校岸根分教室の学校説明をご覧くださりありがとうございます。
今年度は新型の感染症対策のため、直接皆様にお話ができず、分教室の生徒も
残念がっています。少しでも岸根分教室の様子を皆様に伝わるとうれしいです。
さて岸根分教室では、すべての授業において「社会に出てから役に立つこ

と」に関連させて学んでいます。社会に出ると、今まで以上に様々な人の援助
を受けて生活することになります。いろいろな人と適切に関わるためには、挨
拶をはじめマナーやルールをきちんと守ることが必要になると考えています。
そのために学校生活全体で、正しい言葉遣いや友だちとの関わり方などを含め
て指導しています。
高校は義務教育ではありません。自分が身につけたいことを学べる学校を選

んで、その学校を受検してもらいたいと思います。「岸根分教室は規律を重ん
じる学校だ」と毎年学校説明会で授業説明をする生徒たちから話があります。
それだけルールやマナーを意識して、身についてているのだと思っています。
社会に出てつらい思いをしたときに「岸根分教室で様々な体験をしてたくさ

んのことを学んできたから、これくらい大丈夫！」そう思って乗り越えていけ
るように、失敗も成功も含めてたくさんのことを実体験して、様々なことを身
につけて行ってもらいたいと思っています。

分教室室長 山崎雅文
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参考：校舎・教室配置図

岸根高校内 C棟1階
鶴見養護学校分教室エリア

多目的室 高１ 高２
職員室
保健室

倉庫

高３

生徒
昇降口

相談室 Ｗ･Ｃ Ｗ･Ｃ 倉庫
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参考：学校までの案内図
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