
陽明高等支援学校 進路情報

平成３０年

４月号

(H30. 4.20 ) 陽明高支 HP

陽明高等支援学校進路情報「てぃーだ」
４月号は、入学式や家庭訪問、就業体験、進路
講話などについて掲載しました。「てぃーだ」は
毎月中旬発行の進路情報＆学校だよりです。

平成 30 年 4 月 9 日(月) 平成 30 年度入学式が挙行されまし
た。陽明高等学校総合学科 235 名、陽明高等支援学校総合産業
科 20名のピカピカな新入生を迎えて盛大に行われました。
緊張して引き締まった表情で入場してきた新入生を最上級生の

3 年生の先輩方や先生方、そして新入生の保護者の皆さまやご来
賓の方々が大きな手拍子で迎えました。

「チーム陽明」の一員として、校長先生により新入生 255 名が一
人ひとり呼名され、入学許可をいただきました。

新入生代表あいさつでは、総合学科の志良堂さんと総合産業科

の上江洲さんが、それぞれこれから始まる高校生活への期待と不

安、そして希望について、文章の一節一節を大きな声で述べていま

した。

歓迎のことばでは、生徒

会長の島尻さんが総合学科

と総合産業科の学習内容や

学校行事、そして何よりも陽

明高校のすばらしさについ

て、熱を帯びたことばで述べ

てました。きっと後輩たちの

胸に刻まれたことでしょう。

〇知名校長先生の式辞から

新入生へのメッセージとして、「本校は進学支援型の総合学

科と就職支援型の総合産業科です。新入生一人ひとりが、主

体的に学び続け、自らの能力を引き出し、他者と協働し、新た

な価値を生み出し、社会や世界に向き合い関わり合い、自ら

の人生を切り拓いていく力を身に付けましょう。」とありました。

また、「みなさんは本日をもって『チーム陽明』の一員となり

ます。チーム陽明の生徒は、自ら学ぶ姿勢をもって勉学や人

格形成に努めることができる生徒であり、また自分の行動に

責任をもてる人を意味します。」とありました。

高校は中学校の時と違って、社会人となる入口です。高校生活

の 3 年間で、社会人として必要なこと、求められることを身に付け
ていきます。勉強をしたり、部活動・行事を通した人間関係づくりな

どもそうですが、もっとも大切なことは、自分で考えて物事を「選択」

すること。自分でどうするか選んで、決めることです。なぜなら、生

徒のみなさんは、社会に出る時、どんな仕事をしたいか、どの会社

に就職したいか、そして社会に出た後は、もらった給料をどう使う

か、どんな生活をしたいか等、人生は自分で決めなければならない

ことが多いからでもあり、それが責任を持つということにもつながり

ます。

新入生のみなさんは、これまでの中学校の時とは違うことを経験

して、とまどうこともあると思います。そんな時は、先輩や友人、先

生方、何よりも家族の方に相談して下さい。これからの高校生活の

3年間で大きく成長することを願います。

本校では家庭と学校間の連携を図るための取組の一環として、

5月 16日から 5月 22日の期間に家庭訪問を予定しています。
家庭訪問を実施することで、自宅周辺、地域及び通学路の状況

等を確認するとともに、生徒の学校生活や家庭生活の様子などお

互いの理解を深めること。また、家庭から学校への質問、 ↑

要望などを検討することで相互の信頼関係の構築や生

徒の充実した学校生活に資することを目的とします。

また、お子さんのこれからの支援や指導についての

計画である「個別の教育支援計画」について、本人・保

護者、担任が確認し、共通理解を図って、指導・支援に

活かしていくための大切な機会となります。

たいへんご多用の折ではありますが、ご協力お願い

いたします。

社会人として大切な「規律ある行動、規律ある生活」について、

教育学者の森信三先生が提唱した人間の行動や生活にとって大

切な三原則を紹介します。それは、「時を守り、場を清め、礼を正

す」です。

【時を守り】とは時間を守ることです。

その意味は、相手を尊重することです。それにより自分が信用を

積み重ねることができるということ。皆さんは、将来社会に出て仕

事をしますが、遅刻や無断欠勤をすると信用を失います。時間を守

れない人や肝心な時に休む人には仕事を頼んでくれません。

学校でも登校や授業に遅れない、無届け欠席をしない。それも

「時を守る」一つです。それは、自分のためでもあり、人のためでも

あります。

【場を清め】とは掃除をすること、周囲をきれいにすることです。

場を清めることで、次の５つの「Ｋ」が育まれます。

①気がつく人になれる ②心を磨く ③謙虚になる

④感動の心をはぐくむ ⑤感謝の心がめばえる

【礼を正す】とは挨拶をすること、返事をすること、

そして服装を正すことなどです。

あいさつは人間関係の第一歩です。仲良くなりたかったら、友だ

ちをつくりたかったら、まず、あいさつをすることが大切です。あい

さつをすれば人間関係がよくなります。

返事をすることは、自分から素直な気持ちになるということ。受

け入れる準備ができているということです。そういう素直な人が伸

びると思います。

服装については、家の中では許される服装も、職場や式典では

許されません。服装は自分さえよければいいのではなく、その場に

ふさわしい服装をしなければいけないのです。

学校という場にふさわしい服装が制服です。ですから、制服を自

分勝手に着るのではなく、身なりをきちんとととのえましょう。

その他にも、高校生として守るべきこと（勤怠の欠席・遅刻・欠

課、身なり、携帯・スマホ・ＳＮＳなど）や法律などのきまりに違反す

ること（喫煙、飲酒、深夜徘徊、暴力、窃盗）をやらないことも「礼を

正す」ことにつながります。

これらについては、学校は生活指導や生徒指導

で指導していますが、家庭と学校が協力して取り組

むことではじめて効果がでます。ご家庭において

も、お子さんと一緒に話し合うなど、ご協力をお願

いいたします。
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バレー部の紹介→
顧問の嶺井先生

も登場！

4月 11日(水) 在校生と新入生との対面式
や部活動の紹介がありました。野球部やバレ

ー部、卓球部などの運動系の部活動の他に、

軽音楽部や放送部、そして総合産業科(高等支援)の生徒が多く加

入している三線部などの文化系の部活紹介もありました。

この他にも、総合産業科では駅伝部やアビリンピック部(全国障

害者技能大会をめざす)があります。

文武両道、勉強も部活も精一杯取り組めるのは、高校生である

今しかありません。何かに打ち込む、充実した高校生活を送りたい

生徒たち・送らせたい保護者の皆さん、何か部活動を始めてみま

せんか？また、部活動は新しい友達など、人間関係を広げるチャン

スです。生徒の皆さん担任の先生に相談してみて下さい。２年生、

３年生も是非、何か挑戦してみて下さい。放課後、友達だけで遊ぶ

のも楽しいけど、部活の仲間と活動してみよう！

5月 12 日(土)は午後に授業参観とＰＴＡ総会があり、午前中は陽
明高等支援学校の１学期進路講話と１学期就業体験保護者説明

会を予定しています。

昨年度も進路講話を開催し、就職や卒業後の生活(福祉)の専門

家の方を招いて、保護者の方々がお聞きしたい内容をお話しいた

だき、たいへん好評でした。

今年度の１学期進路講話は、１学期就業体験保護者説明会とあ

わせて実施します。 12:00 ～ 13:15 翔洋館において、トータルサ

ポート商会 代表の翁長克 氏をお招きして「一般企業における障

がい者雇用の流れと就労後の家庭支援について」と題して講演し

ていただきます。

翁長氏は平成 25 年に、障害者雇用管理コンサルタント業務を主
とするトータルサポート商会を起業。障害特性に合わせた作業の作

りだしや社員教育を行うなど、企業に対し障害者雇用のノウハウを

伝え障害理解の啓発を行っています。

【学校との関わり】

平成 26 年から沖縄県教育庁より就職支援コーディネーターを
受託。特別支援学校の就業体験開拓から就職決定、定着支援を

行うと同時に、教職員・保護者に対して、研修会を企画運営し意

識改革に取り組むなど、特別支援学校の生徒の就労支援に貢献

しています。また、平成 27 年高等学校の未就職生徒や保護者と
の面談を全県で実施。生徒のできるところを見いだし、就職につ

なげるなど、就職が困難な生徒の雇用支援に貢献しています。

本校を卒業して社会へと巣立つにあたって、高校３年間という期

間は決して余裕のある期間ではありません。私のこれまでの教員

生活の経験上、我が子が卒業を目前にした保護者の皆さんは、ほ

とんどの方が「あっという間」「短かった」とおっしゃいます。まさしく

「光陰矢のごとし」、親が気が付いた時には、子供たちは社会へ巣

立っていく階段を登り始めていたのです。
【昨年度の進路講話の様子】

お子さんの将来はもちろ

ん、お子さん本人が決めるこ

とですが、保護者の皆さんは

お子さんが適切な選択ができ

るよう、よく話し合ったり、アド

バイスをすることが大切です

し、その役割を担っています。

進路についてお子さんとお

話しをするに当たって、進路についての情報が重要になります。

本校は、今年度も「役立つ進路情報」をモットーに進路講話を開

催いたしますので、どうぞお気軽に来校されて進路講話へご参加

下さいますよう、重ね重ねお願い申し上げます。 【教頭 粟國】

６月から、今年度はじめての就業体験が始まります！

体調や生活リズムを整えて２週間、がんばろう！

○期 間：6月6日(月)～15日(金）

【校内実習班：１年生】

１学期就業体験で１年生は全員、校内での実習になります。いく

つかの実習班に分かれて、２週間、終日の実習となります。２学期

就業体験での校外実習や将来の職業生活に向けた体力や粘り強

さを育てます。

【校外実習班：２、３年生】

２年生、３年生は校外の企業等での実習となります。２年生は将

来の就職に向けて自分の適性を確かめる実習で、３年生は卒業ま

で 10 ヶ月となり、就職先を絞るための実習となります。
校内実習も含めどちらも、卒業後の職業生活を想定した実習で

すので、本人のみに任せるのではなくご家庭の協力のもと、出勤時

間を守ること、体調不良にならないように体調管理をすること、深夜

徘徊等、生徒指導事項などについてご留意とご協力お願いします。

そのためには、一朝一夕には難しいので、これからの１ヶ月間で

ご家庭にて取り組みをお願いいたします。

【ご家庭へのお願い】

※ 就業体験は卒業後、就職して毎日の働く生活を想定していま

す。朝、時間どおりに起きて、身支度を整え、家から職場までの

通勤路を自分で通います。そして、職場でしっかりと働いた後に、

職場から家までの通勤路を帰ります。当たり前の事ではあります

が、社会ではこの当たり前の事をしっかりと繰り返すことが出来

ることが重要になります。

ご家庭では就業体験についてお子さんと話したり、励まして、

しっかりと最後まで実習に取り組めるようご協力お願いします。

※ 暑さ対策や寄り道しないで家でしっかり休む。朝食はしっ

かりと食べ、作業服の洗濯、生活リズムを整えるようお願い

します。

※ 実習での様子など、直接聞いて励ましたり、仕事について

の話題が家庭でできればと思います。また、日誌は実習先で

ある会社との連絡手段です。会社は就職にあたって生徒本人

だけでなく、保護者の対応についても関心が高いと言われて

います。日誌へのチェックやサインも忘れずにお願いします。

平成30年度 陽明高等支援学校進路指導年間計画

○ 5月12日 進路保護者説明会、１学期就業体験説明会
○ 6月 6日 １学期就業体験（1年：校内、2・3年：校外）
～6月15日
○８月 ハローワーク求職登録（3年生徒、保護者、

進路職員）
○10月 5日 ２学期就業体験保護者説明会

進路講話「障がい者雇用の現状について」(仮)
ハローワーク那覇担当者

○10月15日 ２学期終業体験（全員校外）
～10月26日
○11月29日 沖縄県キャリア教育・就労支援発表会
○12月 就業・生活支援センター「かるにあ」「にじ」へ

の登録（3年生徒、保護者）
○ 1月11日 ３学期就業体験保護者説明会

進路講話「卒業後の就労支援について」(仮)
就労・生活支援ｾﾝﾀｰかるにあ ｾﾝﾀｰ長 吉川嘉朝

○ 1月22日 ３学期就業体験及び面接（3年生徒のみ）
～ 1月31日

※2月、3月企業が設定する日程で、最終面接があります。
（3年生徒、保護者、進路担当者）


