
 

 

 

 

 

 

高等部 前期産業現場等における実習，校内実習 
  

高等部では，6 月８日（月）から６月１９日（金）まで，前期産業現場等にお

ける実習を行いました。１年生は各作業班での校内実習，2・3 年生は企業や施

設で校外実習を行いました。コロナウィルスの影響で実施が心配される中での実

習でしたが，生徒たちは，それぞれが目標を立て実習に真剣に取り組み，実習を

通して将来の社会生活や自立に向けて必要な知識・技能・態度，働く力などを学

びました。今回の実習で学んだことを今後の学校生活や卒業後の進路選択に生か

していってほしいと思います。 

また，６月５日（金）には，実習に向けての実習激励会，７月２２日（月）に

は実習反省会が行われました。 

 

＜前期産業現場等における実習先一覧＞ 

福祉 

施設 

アミュザントアリス こひつじ園               （鹿児島市） 

愛絆 サンテやまだ あじさい園 さちかぜ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟあいら  （姶良市） 

ワークショップはやと 鈴かけ園 にじの橋（中央・広瀬・姫城）  

ワークショップしんあい 心和の郷 ナナーラ未来 霧島のどか園  

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰかがやき スマイルズ 福山学園 心和の郷 ほのぼの  

ﾜｰｸｾﾝﾀｰやまびこ ライフスタイル 鈴かけ園 eワーカーズ  （霧島市）  

つばさ ﾜｰｸｾﾝﾀｰ藤の森 セルプあいせい セルプしぶし    （志布志市）  

すみよしの里 大隅シオン舎 のどか園           （曽於市） 

花の木ファーム                      （肝属郡） 

キャンバスの会加工センター                （都城市） 

企業 

行政 

ヤマト運輸鹿児島ベース店 かじはらプリン ワーカーズコープ （姶良市） 

ラビスタ霧島ヒルズ 九州タブチ 三翔精工 希望の里 サンライズ精工 

ふくふくふれあい館                    （霧島市） 

フジ技研 ニシムタ岩川店 森水産           （曽於市・垂水市） 

賀寿園  武者武者  坂元ファーム             （志布志市 

ＧＨ グループホームドリーム りんりん 年見ホーム 

 ※GH･･･グループホーム  

校内実習 紙工班，窯業班，木工班，工芸班，園芸班，家庭班 

職員の施設等見学 

 今年度の進路指導研修の一環として，職員の施設等見学が行われ，のべ２９人

の職員が参加しました，日程及び見学先は下記の通りです。 
日時 見学先 場所 事業・サービス内容 

 

７ 

／ 

27 

(月) 

NPO 法人  

にじの橋（中央・広瀬） 

（あっち・こっち） 

霧島市 生活介護，短期入所 

就労継続支援 B 型 

放課後等デイサービス 

特定非営利活動法人  
就労継続支援 B 型事業所ほのぼの 

（さくらのおうち） 

霧島市 就労継続支援 B 型 

放課後等デイサービス 

７ 

／ 

28 

(火) 

真奉会 

ワークショップはやと 

霧島市 生活介護，就労移行支援， 

就労継続支援 B 型 

就労継続支援 B 型心和の郷 

太陽の子（剣之宇都・こくぶ・はやと） 

霧島市 

 

就労継続支援 B 型， 

放課後等デイサービス 

 

７ 

／ 

29 

(水) 

ガルヒ就労支援サービス 

合同会社 

都城市 就労移行支援 

就労継続支援 A 型 

社会福祉法人 

キャンバスの会 

加工センター CBS リネン 

都城市 就労継続支援 A・B 型 

生活介護，短期入所 

共同生活支援事業所 

７ 

／ 

30 

(木) 

鹿児島障害者職業能力開発校 薩摩川内市 訓練校 

南九イリョー株式会社 

ワークステージつばさ 

グループホームつばさ 

姶良市 一般就労 

就労継続支援 A・B 型 

共同生活支援事業所 

  

見学先では，施設の概要説明の後，施設参観を行

いました。学童ではこのコロナウィルスの影響で，

いろいろなことが制限される中，人数を減らして校

外活動をさせるなど工夫を凝らして児童生徒にさ

まざまなことを経験させる活動を行っていました。

また，就労支援を行っている事業所では， 今後の

施設の方針やサービスの内容をはじめ，働くために

身につけておくべき力や現在の就職状況，サポート

のあり方など多くのことを教えていただくことが

できました。今後の児童生徒の進路指導や卒業生へ

の支援に生かしていきたいと思います。 

 

 

          

進路情報 オンリーワン 
令和２年９月１日発行 

牧之原養護学校進路指導部 



           

職員による企業・福祉施設体験研修 

 今年度初めて，職員による企業・福祉施設体験研修が行われ，のべ１２人の職

員が参加しました，職員が実際に働いて，仕事内容や職場の環境を知るだけでな

く，「企業が求める人材」や「学校で出来るようになっていて欲しいこと」など

も教えていただきました。新規の企業や福祉施設はこのように職員が体験するこ

とが大事だと感じました。体験研修先は下記の通りです。 

職  員  企業・福祉施設名 作業内容 

高等部職員１人 鹿児島エアポートサービス株式会社 清掃，ゴミ回収 

高等部職員２人 

中学部職員１人 

株式会社 心和の郷（就労継続Ｂ型） 

 

農作業（除草） 

研磨，お菓子作り 

高等部職員１人 

中学部職員１人 

社会就労支援センターのどか園 

 

農園の除草作業 

マンゴー収穫 

高等部職員１人 障害者支援施設 さちかぜ 支援員補助 

高等部職員１人 サンライズ精工 ペーパー研磨 

中学部職員１人 

小学部職員１人 

ヤマト運輸株式会社 鹿児島ベース 

 

仕分け作業 

配送準備 

小学部職員３人 発達支援事業所 蛍 支援員補助 

小学部職員２人 にじの橋中央（あっち） 支援員補助 

小学部職員２人 デイサービスセンターえがお横川 支援員補助 

小学部職員１人 株式会社ホンダ四輪販売南九州 姶良 洗車（車内外） 

高等部職員１人 株式会社 フジ技研カゴシマ 工場内清掃 

 

 

連 絡 
２学期は学部ＰＴＡ等も計画されていますので，進路に関する相談等ござ 

いましたらお気軽に御連絡ください。 
 

 

♪事業所の紹介♪ 
〇 就労継続支援 B 型事業所 ななーら・ミラクル 

〒８９９－4341 霧島市国分野口東 1026 

 ℡：０９９５－73－５155 

サービス：就労継続支援 B 型（10 月開所予定） 

コーヒー豆の選別作業 

 
○ 就労移行支援事業所 ウェルアカデミー 

     〒８９９－４３５３ 霧島市国分向花町８－４８ 

     ℡：０９９５－７０－０５４２ 

     サービス：就労移行支援 

     作業内容：コミュニケーション研修，オンラインによる各種研修 

          職場体験，施設外就労，個人面談・保護者面談等  

 

○ 株式会社ジョイントライフ 

 ワークセンター絆（就労継続支援 B 型事業所） 

〒８９９－５１０２ 霧島市隼人町真孝２６８１ 

 ℡：０９９５－４８－５５１０ 

サービス：共同生活援助，短期入所，相談支援事業所 

就労継続支援 B型 

就労継続支援 A 型（８月開所予定） 

     

○ NPO 法人 くろしお会  辰の子ホーム 

〒８９９－７３０２ 曽於郡大崎町神領１４１８－２ 

 ℡：０９９－４７７－２１１１ 

サービス：共同生活援助（グループホーム）女性のみ 

          （９月開所予定） 

 

○ NPO 法人 リノラ未来  リノラ未 Life  ぱれっと 

〒８８５－００８２ 都城市南鷹尾町１３－２ 

 ℡：０９８６－４６－１８３３ 

サービス：相談支援事業，生活介護 

 

なないろ 

〒８８５－００９５ 都城市簔原町２８１－３ 

 ℡：０９８６－３６－５４３０ 

サービス：就労継続支援 B 型 

 

○ 社会福祉法人 環和会  

 資源再生工場エコランド 

〒８９１－０１３２ 鹿児島市七ツ島１丁目２－２７ 

 ℡：０９９－２０４－７２２６ 

サービス：就労継続支援 A型 

     作業内容：シュレッダー金属くずの選別，電線剥き  


