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8 月 29 日、福岡市発達教育センターにて、教員対象セミ
ナーを開催しました。セミナー当日は、特別支援学校・特別
支援学級の先生方 52 名の参加がありました。
題目を「就労を目指す生徒を育てるために～高等部まで
につけてほしい力～」とし、下記の内容で行いました。
《題目》
就労を目指す生徒を育てるために
～高等部までにつけてほしい力～

セミナー参加者の様子

←《講師》 発達教育センター
指導係長 山本 稔

《セミナーの内容》
・福岡市の特別支援教育の現状について
・就学相談、特別支援学校高等部受検について
・就労に向けた課題と対策について

セミナーは、福岡市の現状から就労についてまで幅広
い内容で行いました。セミナー終了後、多くの先生方から
質問があっただけでなく、アンケートに「また開催してほし
い。」、「もっと話を聞きたかった。」という声が寄せられ、
参加者の関心の高さがうかがえました。

セミナー終了後、ご協力をお願いしたアンケートの一部をご紹介致します。
◆ 生徒が将来一人で生活していく力や、働く力を育
むことができているのか考えさせられました。学校に
期待されていることを少しずつ頑張りたいです。

◆ 就労に関する詳しい情報を得ることができ良かった
です。就労を見据えた指導が大切だと思いました。保
護者の方にも伝えていきたいと思います。

◆ 以前、キャリア教育についての講演を聞いたとき
に、「働く意欲」について強く話をされていました。今
回も同じような話があり、今後取り組んでいかなけ
れば、と感じました。

◆ 教員が企業文化を知らないままに就労を目指した
り、生徒の就労意欲を失わせたりすることがないよう、
今後、企業の方の講話やビジネスマナーを学ぶセミナ
ーも取り入れてほしいです。

【セミナー開催にあたり、たくさんのご協力・ご参加、ありがとうございました。】

【Check!!】 教員対象セミナー開催の背景

特別支援学校高等部卒業生の現状と課題
就労希望者数

福岡市立特別支援学校生徒の就労に関する課題の 1 つに、
「卒業後の就労者だけでなく、在学中の就労希望者が少ないこ
と」があります。
これは、「就労を希望しても、受け入れてもらえる所がないだ
ろう」という諦めや、「将来働くことを視野に入れた生活がなされ
ていない」ということが原因だと考えられます。そこで、「子どもた
ちが将来働いているイメージを保護者・教師が共有すること」や
「子どもたちが“将来働きたい”という気持ちを持てるようにするこ
と」が重要だと考え、教員対象セミナーを企画しました。

※平成24年度 知的障がい特別支援学校
卒業生

企業就労者

就労希望者
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次回セミナー（保護者対象セミナー・企業対象セミナー）の案内は次のページへ…

市全体

【福岡市教育委員会・福岡市保健福祉局 共催】

時間 ： 9:30～12:30（受付 9:00～）
場所 ： 福岡中央特別支援学校 体育館
（福岡市中央区地行浜 2-1-18）
【当日の内容】
（1）特別支援学校から就労を果たした
経験者・保護者からの体験発表
（2）講演 宇都宮大学 梅永雄二 氏
（3）就労のための社会資源紹介

ヤフオクドーム

発達教育センター
ヤフオクドーム

福岡中央特別支援学校

【お問い合わせ・参加申込み】
発達教育センター（担当：八尋、野口）
TEL：092-845-0015 FAX：092-845-0025
※会場に駐車場はございません。
公共交通機関ご利用の上、ご参加ください。

【講師】
うめなが ゆうじ
宇都宮大学 教育学部 教授
梅永 雄二 氏
発達障がいの方の社会参加、自立に
関する研究を専門とし、発達障がい者の
就労支援の第一人者。日本 LD 学会（理
事）、日本自閉症スペクトラム学会（理
事）等に所属。著書として「大人の発達
障害」、「障害者心理学」、「発達障害者
の雇用支援ノート」等。NHK クローズアッ
プ現代（3 月 13 日放送）「“大人の発達障
害”個性を生かせる職場とは？」では専
門家ゲストとして出演。
※プログラム内容は若干変更になる場合もございます。ご了承下さい。

企業・事業所の方からも「参加したい」という声をたくさんいただいております。「家庭支援」という企業・
事業所の方にとっても為になる情報を得ることができる機会となっておりますので、ぜひご参加ください。
お待ちしております。【参加無料】
※初回案内では 10 月 10 日を参加申し込み締め切りにしていましたが、現在も参加申し込みを受け付けております。
定員になり次第締め切らせていただきます。

参加無料

時間 ： 10:00～12:00（受付 9:30～）※予定
場所 ： 発達教育センター
（福岡市中央区地行浜 2-1-6）
【当日の内容】
○障がい者雇用に関する支援機関紹介
○講師（人事コンサルタント会社 代表）に
よる講演
を予定しております。

「どのようにサポートすれ
ば良いか悩んでいます…」
「どこで何を相談できるのか
知りたい！！」

「支援機関がたくさんあるけど…この
件は、どこに相談したらいい？？」
「障がい者の雇用を考えているけ
ど…何からはじめたらいい？」

という企業の方のお悩み・疑問にお応えします！
※登録企業・事業所の方へは、後日改めてチラシを配信致します。発達教育センターでも
案内を配布致します。

福岡市立学校では、年に 1 度、学校公開週間を設けています。学校公開週間では、保護者だけでなく、一般の方
も自由に学校や授業の様子を参観することができます。今回、10 月末から始まる福岡市立特別支援学校 学校公
開週間の日程を紹介します。ぜひ、足を運ばれてみてください。

福岡中央特別支援学校【知的障がい】

南福岡特別支援学校【肢体不自由】

福岡市中央区地行浜 2-1-18

福岡市博多区西月隈 5-6-1

（TEL:092-847-2789）

（TEL:092-581-2242）

11 月 7 日（木） 9:20～14:00

11 月 1 日（金）
11 月 5 日（火）
11 月 6 日（水）
11 月 7 日（木）

若久特別支援学校【知的障がい】
福岡市南区若久 2-3-13
（TEL:092-551-2652）

11 月 1 日（金） 10::00～15:00

今津特別支援学校【肢体不自由】
福岡市西区今津 5413

東福岡特別支援学校【知的障がい】

（TEL:092-806-8181）

福岡市東区青葉 3-8-1

11 月 1 日（金）
11 月 10 日（日）

（TEL:092-691-5402）

11 月 １日（金） 9:00～15:30
生の松原特別支援学校【知的障がい】

11 月 6 日（水） 9:00～12:30
11 月 7 日（木） 9:00～12:30
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
【知的障がい】

9:30～15:20
9:00～14:50

屋形原特別支援学校【病弱・知的障がい】
福岡市南区屋形原 2-31-1

福岡市西区野方 7-825
（TEL:092-812-0151）

10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00
10:00～14:00

（TEL:092-565-4901）

11 月 6 日（水）
10:00～12:00［はつらつステージ（知的障がい）］
9:45～11:25［すこやかステージ（病弱）］
13:50～15:10［すこやかステージと訪問の交流］

福岡市博多区下呉服町 10-40
（TEL:092-263-9300）

■：知的障がい特別支援学校

10 月 31 日（木） 10:00～14:30
11 月 1 日（金） 10:00～14:30

■：肢体不自由特別支援学校
■：病弱・知的障がい特別支援学校

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

よくあるご質問

◆福岡市立特別支援学校◆

◆参加申し込みは必要ですか？
→必要ありません。直接学校へお越しください。

東福岡
特別支援学校

福岡中央
特別支援学校

◆途中入退出は可能ですか？
→可能です。ご都合の合うお時間にお越しください。
◆駐車場はありますか？
→台数に限りがございます。
公共交通機関でのご来校をおすすめ致します。
その他ご質問・お問い合わせは、直接各学校へ
ご連絡ください。ご来校、お待ちしております。

福岡市立特別支援学校

「博多高等学園」
今津

（高等部のみ）

特別支援学校

南福岡
特別支援学校

生の松原
特別支援学校

若久
特別支援学校

屋形原
特別支援学校

福岡市教育委員会は、特別支援学校高等部生徒の就労促
進を図る「夢ふくおかネットワーク」を立ち上げました。
現在、71 社・事業所様にご登録いただいています。
（平成 25 年 10 月 15 日現在）

「夢ふくおかネットワーク」 とは？
企業・事業所

学校
連 携

・生徒の就労意欲を膨らませる
・生徒の「働く力」を高める
支援

（企業対象に特別支援学校見学会、障がい者雇用に関するセミナーな
ど年数回予定）
※保護者を対象とした研修も行う予定です。（11 月 1 日予定）
※企業・事業所様からの生徒の実習（インターシップ）受入や雇用につ
いてのご相談も受け付けております。

・職場実習・就労先企業を拡げていく
（ニーズにあった雇用・職場実習に関する情報を提供していく）

市立特別支援学校高等部生徒の

支援

《「夢ふくおかネットワーク」事業内容》
●総会（平成 25 年度は 6 月 7 日に開催）
●会報「夢だより」の発行（メールにて配信）
●各種セミナー

企業への就労促進を行うネットワークです
教育委員会を中心に

企業・事業所、行政、関係機関、学識経験者、
保護者、教育関係者、企業団体などによる連携

【「夢ふくおかネットワーク」登録企業・事業所紹介（71 社・事業所）】（順不同） 公表許可を頂いた分を載せております。
Bizex 株式会社 九州統括支店

アースウェル株式会社

株式会社アルファオメガ

株式会社 R101

九州地理情報株式会社

（株）調和コーポレーション

ヒノマル株式会社

有限会社 HR エージェント

有限会社 ランチミッション

株式会社 愛來

西鉄不動産株式会社

（株）九電ビジネスフロント

株式会社 綜合キャリアオプション

株式会社 綜合キャリアトラスト

キャリアアセットマネジ 株式会社

西鉄ウィルアクト株式会社

株式会社 グランドビジョン

株式会社 障がい者つくし更生会

福岡興業（株）
セピア商事株式会社
タニミズ企画株式会社

株式会社興楽
福岡市農業協同組合
（社福）福岡障害者支援センター

医）永寿会 シーサイド病院
社会福祉法人 そよかぜの会 リンゴの唄
障がい者しごと支援センター 木の実

特定非営利活動法人 発達障がい者就労支援

障がい者就労継続支援 A 型事業

（就労継続支援 A 型事業所）

ゆあしっぷ

一般社団法人 れんこん

向日葵流通ときめき配送センター

社会福祉法人 風
就労移行支援事業所 カフェさくら
社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会

障がい者・高齢者の生活を応援する会福岡・

就労移行支援（株）ウイングル福岡ももちセンター

皆生社

NPO 法人 ふくおか福祉とびうめ会

五条ペット太宰府店 就労継続支援 A 型

Independence English

Be Happy

ノーブルジョブアシスト

有限会社 プラスアルファ

郷原会計事務所

自立支援 NPO 四次元ポケット

ひまわり園

NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館

NPO 法人 花の花

大串公認会計士・税理士事務所

芙蓉株式会社

株式会社 西日本介護サービス

あんず合同会社 あんずヘルパーステーション

ウイングル博多センター

一般社団法人 障害者自立支援協会

就労移行支援事業所 十和

スプライフ

柚の木福祉会

Create803 （就労移行）

レストランゆずのき本店 （A 型）

YUZUKA Patisserie et Cuisine （自立訓練）

カレッジ福岡

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

餃子専門店 黒兵衛

福岡市手をつなぐ育成会保護者会

（平成 25 年 10 月 15 日現在）

「夢ふくおかネットワーク」登録ご希望の方は、発達教育センター（就職コーディネーター 野口）までご連絡ください

福岡市教育委員会 発達教育センター
福岡市中央区地行浜 2 丁目 1-6
TEL 092-845-0015
FAX 092-845-0025
E-mail hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp
HP
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/

「夢だより」についての
ご感想、ご意見などを
お寄せください。
※左記参照

