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報告日

カンガルーシップ活動

主管学校名

就労支援プロジェクト 実施報告書
主管校

ＰＴＡ会長名

平成 29 年２月２８日(火)
滋賀大学教育学部附属特別支援学校
築山裕美

滋賀大学教育学部附属特別支援学校

交流校
実施活動名

実施概要

第１回ＰＴＡ進路研修会 自立支援事業所プレゼンテーション大会

実施日時

平成２８年６月１６日(木)

実施場所

本校会議室

実施目的

大津・湖南圏域の自立訓練事業所で、何を大切にしながらどのような取り組みをされているのか
を知る。また、今後の進路（実習）を考える機会とする。

実施内容

大津・湖南圏域の自立訓練事業所の方に来校していただいての情報提供

実施方法

情報提供（プレゼンテーション）と事業所の方を囲んでの昼食会

参加人数

３７名

内容

報告事項
結果

9:15
9:30
9:35
10:35
10:45
11:45
12:00
13:00

９：３０～１３：００

受付開始
開会の挨拶
情報提供（プレゼンテーション）～ スコラ くれおカレッジ
休憩
情報提供（プレゼンテーション）～ 第二むつみ園 花きりん
終了 閉会の挨拶
事業所の方を囲んで昼食会
終了

大津地域、草津地域の４つの自立訓練事業所
から、事業所で大切にされていることやそこ
での活動内容・カリキュラム等を紹介してい
いただきました。どの事業所からも日課や具
体的な取り組みをうかがうことができまし
た。

たくさんの自立支援事業所さんのお話しが聞けてとても有意義でした。丁寧な話でそれぞ
れの事業所さんの特徴がよくわかりました。
所感

高校卒業後の楽しい学校生活もありなのかなぁ～と考えさせられました。子どもにも見学
させてみたいです。

添付書類

進路ニュース２号
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[テキストの入力]

カンガルーシップ活動
就労支援プロジェクト 実施報告書

報告日

平成 29 年２月２８日(火)

主管学校名

滋賀大学教育学部附属特別支援学校

ＰＴＡ会長名 築山裕美
主管校
交流校
実施活動名
実施日時
実施概要

実施場所
実施目的
実施内容
実施方法
参加人数

滋賀大学教育学部附属特別支援学校

平成 28 年度第 2 回 PTA 進路研修会
平成２８年１０月２７日(木)
就労サポートみずほ（みずほの湯）（守山市水保町 1172－1 ℡ 077-584-3726）
くりのみ作業所 (栗東市高野 190－4 ℡ 077-552-0103)
あんふぁんカフェ（大津市浜大津 4－1－1 ℡077-527-8753）
施設を見学と概要の説明を聞き、高等部卒業後の進路について考える。
福祉的就労施設（A 型、B 型）の見学
バスをつかっての現地見学
２３名
1.

内容

報告事項

結果

所感

添付書類

8:45
9:00
9:35
10:30
11:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:15
15:30

学校集合
学校出発
みずほの湯 到着 見学
みずほの湯 出発
ひな野到着 昼食（バイキング）
ひな野出発
くりのみ作業所 到着・見学
くりのみ作業所 出発
あんふぁんカフェ 到着・見学（アンケート記入）
あんふぁんカフェ 出発
学校到着 解散

それぞれの施設での仕事、利用者の特性に応じた
場所の設定や作業内容等、様々な配慮や工夫をさ
れているのがよくわかりました。今後のグループ
ホームなどの事業拡大の予定を含めて、施設長の
思いが伝わってきました。また、仕事中にお邪魔
したのにも関わらず、利用者の方から気持ちの良
い挨拶をいただいたり、利用者の方から直接お話
を聞くことができたりしたことはとても良かった
です。

当日は、わかりやすく事業内容を説明していただき、また、仕事現場の様子も見学させていただ
けてよかったです。施設のなりたちや、今後の事業予定、考えもしなかった法律の矛盾など、参
加した保護者から、施設長様の思いが伝わってきて感動したと聞きました。子どもに「たくさん
の冒険をさせて強みを伸ばせるように」しようと思いました。この研修会で学んだことを、子ど
ものより良い将来のために生かしいきたいと感じました。

進路ニュース４号
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報告日

カンガルーシップ活動

主管学校名

就労支援プロジェクト 実施報告書
主管校

ＰＴＡ会長名

平成 29 年２月２８日(火)
滋賀大学教育学部附属特別支援学校
築山裕美

滋賀大学教育学部附属特別支援学校

交流校
第３回ＰＴＡ進路研修会 ～障害基礎年金について社会保険労務士さんから学ぼう～

実施活動名

実施概要

実施日時

平成２９年２月２７日(月)

実施場所

本校会議室

実施目的

９：３０～１１：３０

障害基礎年金に関わっての基本を学び、子どもたちの将来の社会自立に向けて研修を深める。

実施方法

障害基礎年金の意義、手続きの仕方、年金支給の現状やこれから展望、合わせて今すべきこと等
社会保険労務士さんのお話しを聞いての質疑応答

参加人数

名

実施内容

内容

9:15
9:30
9:40
10:50
11:00
11:30

受付開始
開会の挨拶
講演
休憩
質疑応答
閉会の挨拶

社会労務士さんより話が聞けて、大変勉強に
なりました。社会労務士さんが本校のお近く
ということもあり、また年代も保護者に近く、
とても親しみやすく話が聞けました。受診状
報告事項

結果

況等証明書、診断書、申立書などの説明も頂
き、今現在何をしておくべきかの整理ができ
ました。請求時期になって相談にのってもら
える専門の方がいてもらえることに今回とても安心できました。いろいろな事例や捉え方、
考え方なども細かく詳しくお話しいただけて大変参考になりました。

年金についての知識がほとんどなかったので、今日のお話ではぼんやりしたイメージがぐっと具体
所感

化してきたような感覚です。すごく難しい話でしたが、勉強になりました。いざというときには、社
会労務士さんに相談できるというのも安心材料になりました。ありがとうございました。

添付書類
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カンガルーシップ活動

提出日

平成 29 年 2 月 28 日

学校名

滋賀大学教育学部附属特別支援学校

就労支援プロジェクト
参加感想
第 1 回研修会
（小学部）
・以前は自立訓練事業と言われてもあまりよく理解していなかったのですが、今回のお話しで正しい知識が持てたことと興味を
持てました。
・高等部卒業後の進路（経路）がいくつもあることを知らなかった。勉強会なり、書面なり何か欲しいです。
・高等部卒業後の進路がいろいろあることを知りました。子どもにとって充実した人生を送ることができるように、親も情報を得
て、子どもと一緒に考えていきたいと思います。
・高等部を卒業したら作業所などを探すのだろうな・・・と思っていましたが、いろんな選択ができるということを教えていただけ
て良かったです。少しずつ将来のことを考えていかないとと思いました。
（中学部）
・不安を覚える部分もありましたが、進路を考える上で参考になりました。
活 ・いろいろなタイプの事業所を紹介していただけて大変参考になりました。現場を見学するのも大事ですが、一度にたくさん話
動
を聞けるのも良いですね。
に
参 ・わかりやすい内容でとても良かったです。
加
し ・とても勉強になりました。くれおさんから中軽度の方を対象にしているとの話を聞いて学びの場の厳しさ？を感じました。親と
て
しては社会へ出るのを少しでも先延ばしにして楽しい時間（いろいろ体験できたる時間）が長い方が良いのではと思いますが
の
「本人に合った」が一番大切なんだと改めて思いました。
感
想
・スコラさん“雰囲気もよさそう“で、その年その年で子ども達に合わせた内容にされていたり、臨機応変に考えてもらえそうなと
ころがとてもひかれました。ですが、大津の方だけの利用と言うことでした。栗東から行くことは不可能でしょうか。高等部卒
業後にあと２年もしくは４年、学校や大学のかわりになるような所･･･今まであまりイメージになかったのですが、今日の研修
ですごくイメージがわき、そういう所でそういう期間があればいいのかな・・という考えができました。
・自立訓練事業所の存在がよくわかっていなかったのでとても勉強になりました。大津在中のみと条件があったりするのは知れ
てよかったです。ただ残念ではあります。こういう事業所はまだまだ少ないのでしょうか。
・実際に見学に行くことはなかったのですが、その分たくさんの自立支援事業所さんのお話しが聞けてとても有意義でした。丁
寧な話でそれぞれの事業所さんの特徴がよくわかりました。ありがとうございました。
・毎回色々な作業所さんのお話しを聞くことができて勉強になりました。くれおカレッジさん 高校卒業後の楽しい学校生活もあ
りなのかなぁ～と考えさせられました。子どもにも見学させてみたいです。
（高等部）
・卒業後の進路が作業所への就労だけではないということで本人もちょっとホッとすると思います。（進路が迫ってきているよう
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[テキストの入力]
で不安を感じていたので）
・最終的には本人に合った仕事をしてほしいと思いますが、途中支援して下さる機関がいろいろあるんだと安心しました。
・実習に行かせてもらうようになっての研修会はとても参考になりました。今後の実習に行かせてもらうときに生かせたらと思
います。卒業後の進路は不安ばかりなのですが、現場の方のお話しが聞けるのはありがたいです。
・初めてこういった機会を与えていただき、大変嬉しく思いました。お昼の時に質問もできましたので有り難かったです。
・詳しく自立訓練事業所についてお話を聞けた事が大変参考になりました。定員に関する点も希望すれば基本入学が可能である
と言うこともわかり少し安心しました。
第 2 回研修会

（中学部）
・本日の研修会はお世話になりました。一日で効率よく３つの事業所をまわることができてとても良かったです。卒業生の頑張る
姿も見られ、大変勉強になりました。
・見学に参加出来て良かったです。学校卒業後の安定した進路があるかどうかが不安な面もありましたが、見学できて良かった
です。
・特にみずほの湯の所長さんの話に感銘を受けた。
・３箇所見学させていただき、卒業生さんが、新しい場所で頑張られている姿がとても嬉しく思いました。
・生活介護がどこもいっぱいなんだなぁと改めてわかりました。
・栗東、守山方面に興味があったので良かったです。どの事業所さんも仕事に真摯に取り組まれていて勉強になりました。
・一箇所目と二箇所目で、責任者の方の思いを聞かせていただけたのは、とても参考になりました。また、三箇所目では附属の卒
業生の方のお話が聞けて貴重な経験でした。バスの車内では目的地に着く度に席が少しずつ変わり、いろいろな方と話すこ
とができて良かったです。
（高等部）
・事業所の方（お話しして下さった方）が、利用者の気持ちを大切にして下さっているのが伝わってきて、こういう所に子どもをお
願いしたいと思いました。
・実習を重ね、三年生になったら、進路先としてしっかり見ていけるように、今日も良い経験になりました。
・一日、多く見学ができるようにと企画して下さいまして誠にありがとうございました。初めての経験でしたので、楽しく過ごさ
せてもらいました。１年に１回とのことで、あと二回参加する頃には現実的な事になるのだと思うと、なんだかまだまだ知らな
くてはいけないような気がしています。興味を持ったところへ２～３名の少人数でも尋ねていけるようなことがあれば良いの
になぁと思いました。
・今後もたくさんの事業所見学を企画していただきたいです。
・はじめて事業所見学をしたので何もかもが新鮮でした。雇用形態や採用条件などまだまだ勉強しなくてはいけないと思いまし
た。
・昼食からの参加でしたが、２つの事業所を見ることができて良かったです。くりのみ作業所は、ネジを袋詰めするなど細かな作
業をしているなぁ、と思いました。毎回、長時間同じ作業を繰り返すのは我が子には難しいだろうと感じました。あんふぁんカフ
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ェでは、接客、調理が中心で、我が子の好きそうな仕事だなぁ、と思う反面、作業レベルは少々高いのでは？と感じました。先
輩のお話もきけて良かったです。高等部になり進路の話しも身近になって、自分に合った職場に行くことができるように願う
ばかりです。企画をして下さった、みなさんありがとうございました。
・利用者に寄り添った考えを持って頂ける事業所さんを見学できました。我が子にもどのような進路を選ぶのが良いか、考えて
いく時となり、良いご縁があることを願います。

第 3 回研修会

（小学部）
・いつもわかりやすい話をきけるのですが、難しいと思って帰ることが多いです。何回も参加していることでわかってくる
ことも多いと思うのでこれからも参加したいと思います。
・まだまだ先のように考えていたのですが、前もって知っておくのは大切だと感じました。お話しもわかりやすく良かった
です。
・今まで知ったかぶりをしていたことがわかり、非常に助かりました。専門家の話は必ず聞く必要があると感じました。
（中学部）
・年金についての知識がほとんどなかったので、今日のお話ではぼんやりしたイメージがぐっと具体化してきたような感
覚です。すごく難しい話でしたが、勉強になりました。いざというときには、社会労務士さんに相談できるというのも安
心材料になりました。ありがとうございました。
・内容はとても難しく、理解できないこともあったけど､一度障害年金の話を聞きたかったので良い機会となりました。また
相談に行けるところも教えてもらったので良かったです。
・今日はとっても良かったです。わからないことばかりなので、大変勉強になり、また、先生が本校のお近くということもあ
り、また年代も私たちに近く、とても親しみやすかったです。あと５年先ですが、先生に申請の時はお願いしたい気持ち
になりました。
・受診状況等証明書、診断書、申立書などの説明も頂けて、今現在何をしておくべきかの整理ができました。その時に（請求
時期）になって相談にのってもらえる専門の方がいてもらえることに今回とても安心しました。いろいろな事例や捉え
方、考え方なども細かく詳しくお話しいただけて大変参考になりました。
（高等部）
・今まで育成会等で何回か年金について勉強しましたが、今日はとても具体的に教えてもらって、みなさんからの質問も身
近なものばかりで、非常に役に立ちました。
・わかりやすくとても必要な会だと思いました。

