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陽明高等支援学校進路情報「てぃーだ」
９月号は、卒業生の様子やアビリンピック、２学
期就業体験に向けて、その他生徒の活動など
について掲載しました。

今年も夏休み期間中の８月に進路指導係の先生が本校卒業生

の職場を訪問し、卒業生を激励しました。進路指導部では、卒業後

２年間は追指導ということで、各卒業生の職場での状況把握に取り

組んでいます。各職場を回って、職場の上司から状況を伺ったり、

本人と面談する機会を設けています。

第１期生は就職して１年半、第２期生は半年となります。第１期

生は仕事を頑張って続けているだろうか？第２期生は仕事に慣れ

ただろうか？と、卒業生を送り出した本校の先生方も気になりま

す。今回は、第１期生と第２期生、それぞれ２人の卒業生の様子を

お伝えします。

【ジーケイフーズ株式会社】

ジーケイフーズ株式会社

は、沖縄県内のコンビニエ

ンスストアのファミリーマー

トで販売するサンドイッチや

おにぎりなどの製造を行う

会社です。

平成３０年３月卒業の本校第１期生の M さんと H くんです。
で、休日は週休２日のシフト制です。休日の過ごし方は M さんは、

大好きなアニメや漫画などを読んでのんびり過ごしています。 H く
んは、退勤時も含めて休日はジョギングをしており、一昨年、昨年

に引き続き今年も那覇マラソンに申し込んでいます。昨年は５時間

を切るタイムを出しており、今年の記録が楽しみです。

【ドラッグストア モリ】

平成３０年３月卒業の本校第２期生

の S くんです。店を訪問した時は飲料
商品の品出しをしていました。販売棚

の奥の方から決められた手順で丁寧

に並べていました。

その他にも、トラックで配達された

段ボール入りの商品を倉庫へ運搬す

る等の力仕事も担当しています。まだ、すこし体力的に仕事のペー

スに慣れてないところもあるみたいですが、次第に自分なりのペー

スをつかんで仕事のペースにも慣れると思います。

【軽食の店 ルビー】

平成３０年３月卒業の本校第２期生のＨ・Ｔくんです。昼食を兼ね

て訪問しました。注文した料理をてきぱきとテーブルに並べていま

した。

仕事は主に配膳や片付け、テーブル拭き等

を担当しています。職場の方々のＨ・Ｔくんの

体力や残業をさせない等の配慮の下、がんば

っています。職場の方々に可愛がられている

様子がうかがえます.。
２学期就業体験では後輩が実習にやって

来るので、先輩としてよろしくお願いします。

【ウェルネス前田 経塚デイサービス】

平成３０年３月卒業の本校第２期

生の Y くんです。担当する仕事はデ
イサービスの部屋のフロアやシャワ

ー室の掃除や洗濯、おやつの配膳・

片付け、食器洗い等です。また、利

用者のお年寄りへ積極的に話しかけ

たり、コミュニケーションをとっている

と職場の方からお話があり、とても評価が高かったそうです。

８月１１日(土) 沖縄市にある沖縄職業能力開発大学校(沖縄ポ

リテクカレッジ）において、第１８回沖縄県障害者技能競技大会（地

方アビリンピック）が開催されました。この大会は全国障害者技能

競技大会（アビリンピック）の地方予選大会となります。本校から

は、製品パッキング競技に２年生の K ・ N さん、 K くん。オフィスア
シスタント競技に３年生の N さんと２年生の I くん。喫茶サービス競
技に２年生の大輝くんとＹ・Ｒさんが出場しました。

各競技とも選手たちは皆、真剣な表情で、会場の張り詰めた空

気の中、一生懸命に競技に取り組んでいました。

競技の結果、オフィスアシスタント競技の N さんが金賞となり、
１１月の全国大会の沖縄大会に出場です。製品パッキング競技で

は昨年度金賞の K ・ N さんは惜しくも銅賞となりました。



生徒達は９月末の陽明祭に向けて準備に日々熱心に取り組んで

います。陽明祭が終わってしばらくした１０月１５日から２学期就業

体験が始まります。現在、授業時間や陽明祭の準備の合間に事業

所へ挨拶及び実習の打ち合わせを行っています。挨拶では、面接

のような形で行う事業所もあり、正しい制服の着用、挨拶の仕方、

清潔な身なり（女子は髪が顔にかからないようにする。男子は髭を

剃るなど）について指導しています。

【 保護者の皆さまへのお願い 】

①保護者と実習先との信頼関係を築くため、就業体験の初日に保

護者の皆さまで、実習先企業への挨拶をお願いします。

②就業体験に向けた健康管理と、２週間の期間中の健康管理

③就業体験は卒業後の社会人生活を想定しているので、遅刻・欠

勤とならないようにお子さんへの対応をお願いします。

④就業体験までに通勤経路と通勤時間の確認

※その他、就業体験の実施要項にしっかりと目を通されて下さい。

就業体験保護者説明会および進路講話について

１０月５日（金） 14:30 ～ 15:30 に２学期就業体験保護者説明会と
進路講話を行います。保護者の皆さまには、時節柄、ご多忙の折

ではありますが、万障お繰り合わせの上、ご参加をお願いします。

【就業体験説明会について】

就業体験の説明会では、２週間の実習中の家庭で協力していた

だきたいことについて確認いたします。実習前には本人と事業所へ

の通勤経路の確認（実際に徒歩及びバスやモノレールを利用した

時間や距離の確認）、実習中は日々の日誌のチェックやコメントの

記入、体調不良などで休む際の連絡の仕方、実習が終わった後は

まっすぐ帰宅して翌日の実習のために自宅で休養する等のご協力

をお願いいたします。就業体験は卒業後の社会人としての生活を

想定しています。通常の学校での授業では、遅刻・欠席は注意や

生徒指導などの対応となりますが、ご存じのように社会人として遅

刻や欠勤となれば勤務評価に影響し、雇用にも影響します。したが

って、卒業後の進路を絞っていく２年生や３年生は実習先の企業も

勤務態度を厳しく評価しますので、十分留意してください。

【進路講話について】

那覇公共職業安定所の上席職業指導官の方を講師に招いて

「障がい者雇用の現状について」(仮)と題して進路講話を行いま

す。労働行政の専門の方から直接、最新の障がい者雇用について

お話ししていただきますので、保護者の皆さまにも障がい者雇用に

ついてご理解を深めていただき、学校と連携して子ども達の企業就

労に繋げていきたいと思います。

今回、企業関係者を本校に招いて、授業見学など本校教育につ

いて理解を深めていただき、生徒の雇用促進につなげることを目

的に、本校で初めて企業向け学校見学会を９月１８日(火)実施しま

した。１７社の企業の方々が参加していました。御礼申し上げます。

９月１２日(水) 沖縄コンベンションセンターで障がい者就職面

接会があり、本校から２年生６名、３年生１名が参加しました。

会場の展示棟いっぱいに小売業やホテル業、病院、銀行等、県

内で名の知れた４８社の企業がブースを設置して面接を実施して

いました。

今回の障がい者就職面接会に参加した目的は、就業体験を前

に就職への意識を高めることにあります。ですので、企業のブース

での就職志望の面接は受けずに、企業の業務内容等の説明会に

参加しました。本校は、リュウボウストアやユニオンなどの就業体

験でも馴染みのある企業の説明会に参加しました。

７月12日(木) 総合産業科2年生の農園芸班の生徒たちで、

南風原町にある沖縄盲学校のグラウンド掃除の応援に行ってきま

した。掃除ではグラウンドの草抜きや周辺の草刈りを行いました。

台風一過の夏空の下、さわやかな汗を流しました。

9 月 6 日(木)は総合産業科2年生のビルクリーニング班と農園芸
班の生徒たちで、玄関を中心に校舎内の清掃や校舎の外の清掃

に取り組みました。



１年生は４月から週２時間、職業の専門教科「ビルクリーニング」

の授業の中で、オフィスや店舗などで行われる清掃業で求められ

るビルクリーニングのノウハウを学んできました。

７月５日に１学期のまとめとして、期末テストを実施しました。筆

記テスト５０点、実技テスト５０点の１００点満点のテストで行われま

した。全員、真剣な表情でテストに取り組んでいました。

７月５日(木） 火元を１階の工業実習室とし、放送設備が故障し

た場合を想定して、内線電話と直接、生徒への声かけで避難指示

をする方法で避難訓練を行いました。

火災が発生し12:17に避難指示をして、避難場所の生徒用玄関

前へ移動しました。所要時間３分間で自分達で避難コースを考え

て、総合産業科の生徒全員が避難することが出来ました。

９月５日(水) 沖縄県教育委員会の就労支援キャンペーンに参

加しました。沖縄市にある沖縄こどもの国と西原町にある愛和保育

園を訪問して、就業体験や就職

についてご理解とご協力をお願

いしました。愛和保育園では、

本校を代表して３年生の I ・ M
くんが挨拶をしました。とても優

しいまなざしの園長先生や保育

士の先生方と終始、話が弾みま

した。ありがとうございました。

7月14日(土) 浦添市てだこホールで、第4回沖縄県高校生介護

技術コンテストが開催されました。本校から３年生のNさんとCさん

が「ベッド・メイキング」競技に出場しました。これまで、Sさんの３人

で、何度も練習を重ねてきました。

審査員や多くの観客の視線を背中に受け、緊張しながらも良く

がんばっていました。今回、奨励賞をいただくことができました。

お疲れ様！

９月１１日(火)に全国障害者技能競技大会(アビリンピック)沖縄

大会の結団式がロワジールホテル那覇でありました。本校から８月

にあった沖縄県地方予選大会でオフィスアシスタント競技で金賞を

受賞した、沖縄県代表の３年生の N さんが参加しました。結団式と
その後の懇親会では、副知事や沖縄県議会議長、多くの選手達が

参加して、にぎやかに行われました。
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はいさい！はいたい！陽明祭

～ 一生に一度の陽明祭 主役はみんな！

吹かせよう、新たな風！～

「陽明祭」の準備、現在進行形！！

９月３０日(日） 保護者や地域の方々へ、総合学科・総合産業

科の特色を生かした生徒達の日頃の活動成果を発表する場である

「陽明祭」が開催されます。生徒会が募集した陽明祭のテーマであ

る「はいさい！はいたい！陽明祭～ 一生に一度の陽明祭 主役

はみんな！吹かせよう、新たな風！～」の下、各クラスは１学期か

ら取り組んでいます。舞台発表や展示発表、模擬店などアイデアや

工夫を凝らして準備を進めています。

各クラスの出し物一覧

【１年】

１組 トリックアート(展示) ５組 ｺｽﾌﾟﾚﾌｪｲｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ(展示)

２組 おばけやしき(展示) ６組 男女逆転ﾒｲﾄﾞ喫茶(展示販売)

３組 TAKEBOO-LAND ７組 体験ものづくりｺｰﾅｰ(展示)
ｲﾝｽﾀ映えｽﾎﾟｯﾄ(展示)

４組 ゲームランド(展示) ８組 体験ものづくりｺｰﾅｰ(展示)

【２年】

１組 叫ばずにはいられない！ ５組 射的：ﾀﾞｰﾂ・ﾖｰﾖｰ(展示)
かもしれないＱ&A(展示)

２組 スイーツ天国(模擬店) ６組 脱出ｹﾞｰﾑ(消えた友人)(展示)

３組 ﾀﾞﾝｽとﾏｼﾞｯｸのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ ７組 ｹﾞｰﾑ(展示)
(舞台)

４組 USY(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵ陽明) ８組 体験ｺｰﾅｰ・実演販売

【３年】

１組 お化け屋敷(展示) ５組 美男美女ｸﾗﾌﾞ(展示)

２組 ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ・ﾀﾞﾝｽ(舞台) ６組 屋台：あはごん 'S kitchen

３組 宝探し(展示) ７組 警察調査体験(展示)

４組 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ(舞台) 【
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平成30年度 陽明高等支援学校進路指導年間計画(2学期～)

○ 9月18日 ・進路講話「就業体験に向けて」

トータルサポート商会 代表 翁長 克 氏

・企業向け学校見学会

○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)

那覇公共職業安定所 上席職業指導官 城間氏

○10月10日 ・卒業生講話

A・Aさん（1期生 ｻﾝｴｰ経塚ｼﾃｨ勤務）

M・Aさん(2期生 ＪＡＬｽｶｲｴｱﾎﾟｰﾄ勤務)

○10月15日 ・２学期就業体験（全員校外）

～10月26日

○11月 2日 ・就業体験報告会

○12月 6日 ・沖縄県キャリア教育・就労支援発表会

○ 1月11日 ・３学期就業体験保護者説明会(3年生徒・保護者)

・進路講話(3年生徒・保護者向け)

「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所長 吉川 氏

○ 1月15日 ・３学期就業体験及び面接（就職未決定者のみ）

～ 1月25日

※11月～3月 企業が設定する日程で、最終面接がありますので

あらかじめご理解ください。（3年生徒、保護者、進路職員）

【 てぃーだ メモ 】

全国障害者技能競技大会（アビリンピック）

アビリンピックは、障害のある方々が、日頃培った技能を互いに

競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社

会一般の人々に障害のある方々に対する理解と認識を深めてもら

い、その雇用の促進を図ることを目的と

して開催しています。

また、大会の正式な名称は「全国障害

者技能競技大会」ですが、親しみやすい

ものとするため、愛称として「アビリンピッ

ク」を使っています。

今年のアビリンピック（全国障害者技

能競技大会）は沖縄での大会となってお

り、競技は１１月３日(土)、４日(日)に那覇

市の奥武山総合運動公園、県立武道館

などを会場に行われます。

本校からは３年生の N さんが４日(日)にオフィスア
シスタント競技に出場します。

アビリンピック大会の詳細については右のQRコード

から大会HPにリンクしています。


