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1 学校紹介

あさお ようごがっこう

麻生養護学校



1 学校紹介

高津養護学校

（知的）

中原養護学校

（知的・肢体）

麻生養護学校元石川分教室

横浜市青葉区

（知的）

麻生養護学校

（知的・肢体）

麻生養護学校ひまわり学級

（施設訪問）

市立ろう学校

市立中央支援学校

市立田島支援学校



1 学校紹介

・川崎市には特別支援学校が６校あり、麻生養
護学校は麻生区に位置しています。

・本校は、特別支援学校の対象とする、
視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、
病弱の５障害のうち、
肢体不自由教育部門と、知的障害教育部門が
設置されています。

・本校の他に、隣接する横浜市青葉区県立元石
川高校内には、元石川分教室が設置されてい
ます。また、重症児者福祉医療施設ソレイユ
川崎内には、ひまわり学級が設置されていま
す。



2 児童生徒数

計230名 教育部門
（令和3年５月１日現在）

肢体不自由

小学部

中学部

高等部

知的障害

10人

27人

20人

在宅訪問
施設訪問含む

元石川分教室
含む

37人

42人

94人

http://www.fumira.jp/cut/school/file5.htm
http://www.fumira.jp/cut/school/file1.htm


３ 学校教育目標

１：自立と社会参加をめざす小中高一貫した
教育の実践。

２：児童・生徒一人ひとりに「思いやる力」
「たくましく生きる力」「社会とかかわる
力」を育成する授業の実践・研究を推進

３：ＩＣＴ機器等の有効活用を含め、専門性の
高い教育活動の実践・研究・発信の推進

４：地域の学校等へのセンター的機能による組
織的なコンサルテーションの推進



３ 学校教育目標

<目指す学校像>
〇児童・生徒がもっている力を発揮し、意欲的に
学べる学校

〇教員が使命感をもち、前向きにかつ積極的に活
躍する学校

〇地域の学校等と信頼関係を築き連携する学校
<目指す子ども像>
〇自分もまわりの人も大切にする子ども
〇主体的にかかわろうとする子ども
〇意思を伝えたり、自己選択・自己決定をし
たりすることができる子ども



４ 学部目標

「社会で自己実現する力と自立心の向上」

ア 健康と体力を自ら維持増進する力を育てる。

イ 自己選択、自己決定、意思表明する力を育

て、自己理解と自信を深める。

ウ 自己の目標を定めて実行する力を養う。

エ 社会の中で、様々な活動に参加する力を育てる。



５ 生徒数（知的障害教育部門本校）

学年 人数

１年 ２０名

２年 ２１名

３年 ２７名

（令和３年度５月１日現在）



６ 学部の授業について（日課表）

令和３年度Ｂ高日課表（①：１年生②：２年生③：３年生）

月 火 水 木 金
9:00～ 9:05 朝の準備

9:05～ 9:30 朝の運動

9:30～ 9:40 個別課題

9:40～ 9:50 朝のＨＲ

9:50～ 9:55 休憩（5分）

9:55～10:45
①生活単元
②③国語・数学

職業
①音楽・美術
②家庭 ③体育

①国語・数学
②③生活単元

職業

10:45～10:50 休憩（5分）

10:50～11:40
①生活単元
②③国語・数学

職業
①音楽・美術
②家庭 ③体育

①国語・数学
②③生活単元

職業

11:40～11:50 休憩（10分）

11:50～12:45 給食準備（15分）・給食（15分）・給食片付け（25分）

12:45～12:50 休憩（5分）

12:50～13:40
①家庭 ②体育
③音楽・美術

職業

12:50～13：20
個別課題 ①体育

②音楽・美術
③家庭

職業
13:20～13：30

清掃

13:40～13:50 休憩（10分）
13：30～13：35
帰りの準備

休憩（10分）

13:50～14:40
①家庭 ②体育
③音楽・美術

ロングホーム
ルーム

13：35～13：45
帰りのＨＲ

①体育
②音楽・美術
③家庭

総合
13：45下校

14:40～14:50 清掃 清掃

14:50～14:55 帰りの準備 帰りの準備
14:55～15:05 個別課題 個別課題
15:05～15:15 帰りのＨＲ 帰りのＨＲ



７ 学部の授業について（各授業）

国語・数学 グループごとに、国語と数学の学習を集団または、個別に学びます。

音楽 歌唱・楽器演奏、身体表現などの表現活動や様々な音楽の鑑賞を行います。

美術 絵画・立体などの造形表現や造形物の鑑賞を行います。

体 育 様々な運動やスポーツを体験します。

家 庭 食生活・衣生活・住生活などの基礎的な知識や技術を学びます。

生活単元 社会生活や家庭生活に必要な事柄を、学年やグループに分かれて学びます。

LHR 日常の学校生活や行事などに関する内容をクラスで取り組みます。

朝の運動 ランニングや体操、ストレッチ運動などを継続して行います。

個別課題 それぞれに応じた課題を継続して取り組み、知識や技能の定着を図ります。

総 合 実生活に関わる課題に主体的に関り、問題を解決する力を高めます。

ワーク ・
アート

働くことや人と協力して仕事を行うことの大切さを、グループごとの活動で学びます。

表現活動を通して主体的に行動することや、社会参加に向けた力を身につけます。

※感染症対策のため、現在実施していない活動内容があります。



８ 学部の授業について（コース制）

コース制の概要

知的障害教育部門高等部には、「ワークコース」「アートコー

ス」の２つのコースがあります。全員がどちらかのコースに所属

し、主に火・金曜日の『ワーク・アート』の授業の時間に活動し

ます。高等部の3年間は卒業後の生活を見据え、そのために必要な

力をつける大切な期間です。各コースの特色を生かした学習をと

おしてその力を養っていきます。



９ 学部の授業について（ワークコース）

 ワークコース

コースの中に５つの班があり、そのいずれかに所属します。各班で

様々な体験を積み重ね、一人ひとりがより良く生きる力（基礎的な

生活力、人と関わる力、社会の中で生きていく力）を育てます。

農園芸班 野菜の栽培・収穫、販売等を行います。

クラフト班 縫製、刺繍、木製小物等の製作・販売 、地域清掃を行います。

やきもの班 皿や小鉢、カップなどの陶器製作・販売 等を行います。

洗濯班 エプロンや三角巾等の洗濯や配達を行います。

食品・環境班 製パン・製菓、校内や近隣施設の清掃、喫茶業務等を行います。

※感染症対策のため、現在実施していない活動内容があります。



10 学部の授業について（アートコース）

 アートコース

コースの中に2つのグループがあり、希望に応じてどちらかに所属し

ます。自分で選んだ表現活動にじっくりと取り組み、その成果を発表

することで主体的に行動し、社会に参加する力をつけることを目指し

ます。自主製品の製作や販売なども行います。

音楽グループ
ヴァイオリンまたはフルートを選択専攻、合奏、コンサート企画・準

備、ビーズ製品等の製作・販売

美術グループ
絵画等の制作・展示 、オリジナルグッズ（生徒の作品をデザインに生

かしたメモ帳やレターセットなど）の製作・販売

※感染症対策のため、現在実施していない活動内容があります。



11 学部の主な行事

※実施や時期は変更することがあります。

学習集団 時期 行事名 内容等

１、２学年 ９～10月 宿泊学習 学年ごとに１泊２日で実施します。

全学年 １～２月 遠足 学年ごとに実施します。

３学年 ５月 修学旅行 ２泊３日で実施します。

全学年 通年 校外学習
学年ごとに年に２～３回程度実施しま

す。

全学年 12月 タイムトライアル 近隣の公園で実施します。

全学年 6・10月 校内実習
１～２週間の実習期間を設けて、学年
ごとに職業を中心とした学習に取組み
ます。学年により期間が異なります。

２、３学年 前期及び後期 現場実習
企業や福祉施設などで実際に働く体験
や実習をします。2年生は一部の、3年
生はほぼ全員の生徒が実施します。



12 給食について

知的障害教育部門高等部は、3学年ともに
食堂で給食を食べています。

配膳や下膳は、生徒と教員で一緒に行っ
ています。

※感染症対策のため、現在教員が配膳下膳を行っています。

※感染症対策のため、食堂は２学年が使用し、１学年は教室を使用しています。



12 給食について



13 部活動

・バスケットボール部とランニング部があり、分教室の生徒も

一緒に活動します。

・基本的に月に土曜日1回・水曜日の放課後3回程度の活動を

予定していますが、月により異なります。

・神奈川県特別支援学校体育連盟の主催する大会などに参加し

ています。

※感染症対策のため実施回数等を変更することがあります。



14 卒業後の進路状況

居住地 就労 就労移行
就労継続
Ａ型

就労継続
B型

生活介護
活動
ホーム

その
他

川崎 1 0 1 3 10 0 2

横浜 1 1 0 1 15 0 0

令和２年度知的障害教育部門進路状況



学校までの案内図



学校までの案内

○小田急線柿生駅 南口下車
・川崎市バス 「溝の口駅南口行き」または「鷲ヶ峰営業所行き」
・東急バス 「たまプラーザ駅行き」または「すすき野団地行き」
【バス所要約10分「琴平下」バス停下車 徒歩２分】

○田園都市線または横浜市営地下鉄線 あざみ野駅西口下車
・東急バス 「すすき野団地行き」または「虹ヶ丘営業所行き」
【バス所要約15分「虹ヶ丘小学校」バス停下車 徒歩５分】


