
 

１年生「生活と進路」について 

１ 目 標 社会接続のために必要な基本的諸事項を学び、職場見学や職場実習等の校外活動を行うことで実

践的な行動力と判断力を身につけさせるとともに、卒業後の進路実現に向けた意欲を高める。卒

業後の進路先について学び、就職するための社会性を養う。 

２  内 容    連携募集により入学した生徒を主な対象として、社会接続にあたって必要な知識や礼儀作法、コミ

ュニケーション能力を高めるために、集団活動と個別対応による授業及び校外活動等を行う。 

３ 日 時  平成30年７月18日（水）、23日（月）～30日（月） 

４ 場 所  24日（火） 株式会社 日立ゆうあんどあい（特例子会社） 戸塚駅より徒歩10分 

    26日（木） イオンリテールストア株式会社 東戸塚事業所（一般企業）  

     東戸塚駅より徒歩10分 

    27日（金） 神奈川障害者職業能力開発校 小田急相模原駅よりバスと徒歩で15分 

      ☆校内学習は応接室、または４階リソースルームで行う。 

５ 時 程  

日にち 時間 内容 

18日(水) 帰SHR後 校内学習（50分） 

23日(月) 帰SHR後 校内学習（50分） 

24日（火） 

８：45 茅ケ崎駅 集合 

９：28 戸塚駅 到着 

９：45 株式会社 日立ゆうあんどあい 南門 到着 

12：00 見学終了 

12：45 茅ヶ崎駅 到着 

14：00 茅ヶ崎高校 校内学習 

15：15 下校 

25日（水） 
８：45～ 

15：15 
校内学習 

26日（木） 

８：45 茅ケ崎駅 集合 

９：42 東戸塚駅 到着 

10：00 イオンリテールストア東戸塚店 到着 

12：00 見学終了 

12：45 茅ヶ崎駅 到着 

14：00 茅ヶ崎高校 校内学習 

15：15 下校 

27日（金） 

８：45 茅ケ崎駅 集合 

９：43 小田急相模原駅 到着 

10：30 神奈川障害者職業能力開発校 到着 

12：00 見学終了 

13：30 茅ヶ崎駅 到着 下校 

30日（月） 
８：45～ 

15：15 
校内学習 

 



 

６ 校内学習の内容 

  ①高校での３年間の流れと卒業後の進路について知る 

  ②はばたきの日程の確認（含：しおり作り） 

  ③企業見学にあたっての心構え 

  ④自己を知る。得意・苦手なことなど 

  ⑤見学のまとめ（感想等・グループに分かれて、文化祭に向けた掲示物作り・発表） 

７ その他 

 ＊服装は制服。 

 ＊suicaなどICカードの利用をお願いする。 

 ＊遅刻対応は引率教員で行う。 

８ 参加生徒の感想 

[日立ゆうあんどあい] 

・シュレッダーの業務をみて循環リサイクルについて学びました。 

・暑い中２０分も清掃する精神力に驚きました。 

・シュレッダー業務や社内便の業務を体験することによって、仕事への実感がわきました。 

・仕事のスキルや内面を磨くとともに、給料やボーナスをもらえることに魅力を感じました。 

・トイレ清掃を少ない人数で綺麗にしていてすごかった。 

・トイレの掃除手順がきっちりしていた。力をいれてきっちり掃除していた。 

・長い時間同じ作業しているのがすごかった。 

・隅々まで清掃が行き届いていてすごかった。 

・給料や労働環境としては良いほうかな。 

・自分が働いたときにもらいたい給料の額とはどのくらい？ 

[イオンリテール] 

・仕分けして、保冷バッグなど包装を工夫して届ける。忙しく、スピード感のある仕事だと思った。 

・ネットスーパーでお客様の注文した品物をきちんと分けているのがすごいと思った。 

・お客様に頼まれた商品がどこにあるのか把握していることがすごいと思った。 

・商品がたくさんあって、全部覚えているのがすごいと思った。 

・ネットスーパーで、商品をどのように詰めているのか、運ぶのか頭を働かせていることがすごいと思った。 

・店の裏側を初めて見てすごいと思った。探して選び、詰め込む作業全般を自分もやってみたいと思った。 

・いつも自分たちは買い物をしているだけだが、裏側では忙しくしている思いが伝わってきた。 

・普段のスーパーを見ていると、進んでいるように思えないが、ネットスーパーを見て技術的に進んでいると感

じた。 

・身近にイオンの系列の会社があることを知ることができた。ネットスーパーのことを知り、どのような作業を

しているかわかってよかった。 

[神奈川障害者職業能力開発校] 

・静かでみんな集中していて、頑張っていた。 

・社会に出るために色々なことを経験することが大事だと思った。 

・働くためには身だしなみをしっかりしないといけないと思いました。 

・これからの将来に向けて挨拶、マナーを大切にしようと思いました。 

・体力をつけるために畑があるのが驚いた。 

・障がい者がいる中でも少ない人数で頑張っているのが印象に残った。 

・色々なコースがあり、そのコースごとに頑張り方が違うことが分かった。 

・挨拶や返事をすごく大事にしている学校だと思いました。 

・会社に入ってもパソコンは使うので、早く打てるように頑張りたいです。 

・働くときは必ず「オアシス」と「ほうれんそう」が大事だと思いました。 

・パソコンの作業ができることも働くために必要だと思いました。 

・学校に畑があったのでびっくりしました。 



 

名称 実施内容 名称 実施内容

7月23日 月 7月23日 月 第一生命チャレンジド 現場実習

7月24日 火 藤沢養護老人ホーム 面接・インターンシップ 7月24日 火 第一生命チャレンジド 現場実習

7月25日 水 藤沢養護老人ホーム インターンシップ 7月25日 水 第一生命チャレンジド 現場実習

7月26日 木 かなテックカレッジ 職業訓練校体験 7月26日 木 かなテックカレッジ 職業訓練校体験

7月27日 金 学校 事後学習 7月27日 金 学校 事後学習

7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ 7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ

名称 実施内容 名称 実施内容

7月23日 月 7月23日 月

7月24日 火 学校 事前学習 7月24日 火 学校 事前学習

7月25日 水 マイバスケット 面接･見学 7月25日 水 ふじの里（老人ホーム） インターンシップ

7月26日 木 かなテックカレッジ 職業訓練校体験 7月26日 木 かなテックカレッジ 職業訓練校体験

7月27日 金 マイバスケット インターンシップ 7月27日 金 ふじの里（老人ホーム） インターンシップ

7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ 7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ

名称 実施内容 名称 実施内容

7月23日 月 すみでんフレンド㈱ 現場実習 7月23日 月

7月24日 火 すみでんフレンド㈱ 現場実習 7月24日 火 ジャンクション厚木 現場実習

7月25日 水 すみでんフレンド㈱ 現場実習 7月25日 水 ジャンクション厚木 現場実習

7月26日 木 すみでんフレンド㈱ 現場実習 7月26日 木 かなテックカレッジ 職業訓練校体験

7月27日 金 すみでんフレンド㈱ 現場実習・反省会 7月27日 金 職業能力開発校 見学体験

7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ 7月30日 月 学校 事後学習およびまとめ

＊すみでんフレンド㈱：大船駅徒歩20分バス5分

名称 実施内容

7月23日 月

7月24日 火 ソニー希望・光 現場実習

7月25日 水 ソニー希望・光 現場実習

7月26日 木 ソニー希望・光 現場実習

7月27日 金 ソニー希望・光 現場実習

7月30日 月 ソニー希望・光 現場実習

＊ソニー希望・光㈱：小田急線本厚木駅徒歩10分

＊マイバスケット：保土ヶ谷駅徒歩3分

＊第一生命チャレンジド㈱：ＪＲ
戸塚駅徒歩3分

＊藤沢養護老人ホーム：藤沢駅徒歩10分

＊ふじの里（老人ホーム）：平塚駅バス20分

＊ジャンクション厚木：本厚木駅徒歩10分

２年生「生活と進路」について 

 

１ 目 標  社会接続のために必要な基本的諸事項を学び、職場見学や職場実習等の校外活動を行うことで実践

的な行動力と判断力を身につけさせるとともに、卒業後の進路実現に向けた意欲を高める。 

２ 内 容  連携募集により入学した生徒を主な対象として、社会接続にあたって必要な知識や礼儀作法、コミ

ュニケーション能力を高めるために、集団活動と個別対応による授業及び校外活動等を行う。 

３ 場 所  生徒の進路希望に合わせ、個別に設定 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


