
特別養護老人ホーム
水元ふれあいの家

グラウンド予定地

京成バス　バス停

「ふれあいの家」

下車目の前です。

水元総合
スポーツセンター

本校入口

交番 東急ストア

京成バス　バス停
「金町駅北口」

←　亀有 松戸　→

ＪＲ　金町駅

北口

南口
京
成
金
町
駅

◆ ＪＲ常磐線「亀有」駅　亀有駅北口バス停　東武バス　　「水元総合スポーツセンター」行きに乗車

◆ ＪＲ常磐線「綾瀬」駅　綾瀬駅バス停　東武バス　　　　「水元総合スポーツセンター｣ 行きに乗車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢水元総合スポーツセンター｣ 下車

◆ＪＲ常磐線「金町」駅　　　　　　　　「西水元三丁目」「大場川水門」行きに乗車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ふれあいの家」下車

アクセス

通学区域

問合せ先

東京都立水元小合学園
電　　　　話　０３（５６９９）０１４１
ファクシミリ　０３（５６９９）０３６１

◆京成線「京成金町｣駅｝

〒１２５－００３２

東京都葛飾区水元一丁目２４番１号

葛飾区

京成押上線
より北側

学校の見学について

（約９分）

徒歩０分

詳しくは本校ホームページを御覧ください。 水元小合学園 検　索

（約１８分）

（約２６分）

徒歩３分

金町駅北口

バス停

京成バス

そ
の
他
の
ル
ー
ト

入学に関する説明会

小学部入学準備説明会　２月上旬

中学部入学準備説明会　２月中旬

高 等 部 入 学 説 明 会　入学許可予定者発表後

　◇それぞれ日時はホームページ等で御確認ください。

○ 個別の相談・見学は随時行います。

　 お問合せください。

○ 公開日　日程はホームページ等で御確認ください。

６月上旬…部門見学日（肢）のみ

９月祝日…学校公開（両部門見学可能）

【申し込み】 本校ホームページより申込用紙を印刷し、必要

事項を御記入の上、ファクシミリにてお申込みください。

葛飾区

青戸（３～８丁目）　お花茶屋　金町　金町浄水場

鎌倉（３～４丁目）　亀有　小菅　柴又　白鳥

高砂（５～８丁目）　宝町　立石（２～７丁目）　新宿

西亀有　西水元　東金町　東堀切　東水元　堀切

水元　水元公園　南水元　四つ木

金町駅周辺 本校周辺

※入学希望者対象です。
肢体不自由

教 育 部 門

学校案内

Mizumotokoai Gakuen

One Day One Plus+
１日、学校に来ると　１つ、学びがある



One
Day

One
Plus+

ひびぜんしん　　　　みずもとこあい

教育目標

肢体不自由
教育部門
では

私たちは児童・生徒の未来の
ために誠実に行動します。

１ 健康で、豊かな心と丈夫な体を養う。

２ 自ら学び、自ら考え、積極的に行動しようとする意欲や態度を育てる。

３
障害に基づく学習上又は生活上の困難を克服し、自立と社会参加に必要な知識・

技能・態度を養う。

４ 豊かな情操を育み、社会性や規範意識を養う。

５ 社会の一員としての自覚を育て、進んで自立と社会参加する意欲や態度を養う。

１ 高い専門性
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、視能
訓練士等の特別支援学校外部専門員を活用して、個に応じ
た専門性の高い教育を行います。

２ 可能性の追求
最新の施設と、タブレット等のＩＣＴ機器、支援機器を活用
して、児童・生徒の可能性を広げます。

３ 安心・安全な環境
学校医や看護師等と連携して、感染症予防や医療的ケアを
実施して、安心安全な環境の中で学習することができます。

４ 部門を越えて
高等部就業技術科と併置のメリットを生かした教育活動を行い
ます。 

５ 学校から社会へ 地域の人材や外部機関と連携した教育活動を行います。 

「日々前進」日々、目標を立て、明るく前向きに進む。

「毎日真心」毎日、相手の立場に立って、思いやりのある行動をする。

高い専門性

可能性の追求

最新の施設・支援機器の活用
最新の施設と、タブレット等の

ＩＣＴ機器、支援機器を活用して、

児童・生徒の可能性を広げます。 

ＯＲＴ（視能訓練士）が見え方の実態把握

方法を助言しています。

ＰＴ（理学療法士）が立位保持練習の

助言をしてます。

〈高等部〉自立活動

スイッチを押すと動き始めます。

自分で前進、停止をコントロー

ルすることができるようになりま

した。

＜プール＞ 

３階に大・小２つの加温式プールがあります。

天候にかかわらず、６月から９月まで２０回以上

の水泳指導の実施が可能です。

〈中学部〉作業学習

パソコンを使って、イラスト描きや文字入力

を行っています。

ＰＣ入力機器

ジョイスティックでポ

インターの方向指示

を行い、スイッチでク

リックしてマウスと同

じ操作が可能

リー・グレーティング
視力検査の器具。

スパイダーウォーカー
重力を軽減して、空間での姿
勢制御を支援する教具

スイッチ等で操作が可能。
障害の重い児童・生徒の前後左右の
感覚を育て、コミュニケーション能
力も向上

アッカスマート
電動式の移動
アシスト装置
学校での導入は
日本初
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外部専門員の活用
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、視能訓練士等の

外部専門員を活用して、教員の専門性を高めています。



One
Day

One
Plus+

ひびぜんしん　　　　みずもとこあい

安心・安全な環境
学校医や看護師等と連携して、感染症予防や医療的ケアを実施して、

安心安全な環境の中で学習することができます。

＜医療的ケア＞

主治医及び指導医の指示を

受けた看護師と教員が連携・

協働して医療的ケアを実施

します。

＜就業技術科ビルメンテナンスコースと連携した授業＞

中学部では進路学習でビルメンテナンスコース担当教員から清掃の仕方を教えても

らい、実践しました。

＜保健室＞

登校時の健康観察の様子です。一日を通して

健康状態を確認します。

＜小学部教室＞

午前中の水分注入の様子です。授業と

授業の間に教室で行っています。

＜特別教室での授業＞

美術室のほか、音楽室、調理室、陶芸室、木工室、

理科室、被服室などがあります。

毎日の感染症予防
対策の徹底を！

○手洗い・うがいの励行

○一行為一手洗いの習慣化

○ペーパータオルの適正使用

○咳エチケットの徹底

○�体調不良症状が見られる児

童・生徒と周囲の児童・生

徒の学習環境への配慮

○適正温度と湿度の保持

※�設定の温度と実際の温度に差があります。
温度計でこまめにチェックしましょう。

＜登校時の様子＞

スクールバスターミナル

＜登校時の様子＞

医療的ケア専用通学車両

後期食

初期食

普通食

中期食

本校では、「普通食」と「形態食」（後期食・

中期食・初期食）を提供しています。牛乳は

毎日つきます。

主な行事等

本校は２期制です

（前期４～９月　後期１０～３月）

＜給食＞

部門を越えて
１００％企業就労を実現した高等部

就業技術科の最先端の職業教育を

活用した進路指導を行っています。

始業式

入学式

終業式

卒業式

修了式

水元小合フェスタ（体育的活動）

学習発表会

芸術鑑賞会

宿泊防災訓練

セーフティ教室

遠足（小）

社会見学

移動教室（小５・６、中、高）

修学旅行（小６・日帰り、中、高）

個別面談（年間３回）

授業参観（年間５日）

部門見学日

学校公開

＜高等部１年生＞

就業技術科と合同で宿泊防災訓練

を行いました。

＜学習発表会の会場設営＞

就業技術科生徒（ロジスティックコース）

が会場設営を行いました。

＜交流授業「音楽」＞

就業技術科生徒と一緒に音楽を聴い

たり、ダンスを踊ったりしました。

＜標準服＞

中学部・高等部生徒が着用

します。

企業面接を想定したスーツ

スタイルです。

肢体不自由教育部門

各教室に掲示

本校の感染症予防対策

･ 各教室に加湿器と空気清浄器を

備えて乾燥を防ぎます。

・教職員は記載の行動を徹底します。
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＜ボッチャ大会＞ 社会教育施設活用

＜狂言鑑賞会＞

One
Day

One
Plus+

ひびぜんしん　　　　みずもとこあい

学校から
社会へ

準ずる教育課程

小学校・中学校・高等学校に準じた各教科を学びます。

実態に応じた個別の指導を土台に、大学進学、企業就労、

下学年の学習内容の定着を実現します。

自立活動を主とする教育課程

障害の重い児童・生徒が学習します。健康の保持増進

に十分な指導と支援を行いながら、基礎的な認知の力

やコミュニケーション能力を伸ばします。

自立活動を主とする
教育課程
時間割例

（小学部１年）

知的障害を併せ有する
教育課程
時間割例

（中学部１年）

準ずる教育課程

時間割例

（高等部１年）

　 　知的障害を併せ有する教育課程

１００％企業就労を実現した高等部就業 技術科との交流学

習と、その指導内容や方法、人材等 を活用します。

福祉施設を含む就労や、生活の自立 等を目指します。

大学進学

一般企業就労

公務員試験へ！

施設通所

支援者と共に豊かな

コミュニケーションを！

一般企業就労

福祉就労

施設通所へ！

高等部では

個々の進路希望や適性に応じた「類型」を選択できます。

個別の実態に応じた教育を可能にする、特色ある３つの教育課程

全ての教育課程で、通学が困難な児童・生徒のための

訪問教育を実施します。

地域人材や外部機関と連携した教育活動を行います。

社会参加と将来の余暇活動の広がりを意図し、スポー

ツ・文化・芸術等に親しむ機会を計画しています。

「自立と社会参加」を目指す、水元小合学 園の教育課程

多彩な

教育活動

＜移動水族館＞
葛西臨海水族園より、「うみくる号」（荷台が
水槽になっているトラック）がやってきました。
水族館に暮らす生き物を身近に感じました。

＜中学部＞ 国語・数学
個に応じた教材を使って学習を
進めています。

＜小学部＞自立活動
集団の授業の前にしっかりと水分を摂り、
体調を整えます。

本のデリバリーに
取り組んでいます。

＜小学部＞生活単元学習～水道キャラバン
東京都水道局の出前授業を受け、実際に水を
きれいにする方法を確かめました。

＜使用教科書＞
小学校・中学校・高等学校に
準じた教科書を使って学習し
ます。

＜高等部＞ 生活単元学習
車いすでも使いやすいボタンが設
置されている自動販売機で、飲料
を購入する学習をしています。

＜中学部・高等部＞ 作業学習
図書の整理を協力して行っています。
団体貸出で届く本の出し入れもして
います。

＜社会見学 小学部Ｂ学習グループ＞
柴又帝釈天 電車に乗って帰ってきました。

＜小学部 学部集会＞　豆まき集会

進学対策の「進学演習」を開講します。

全科目を必修単位として履修して、学力を

向上します。

２年次から３つの演習科目「パソコン演習」

「キャリア演習」「就労教科演習」を開講し、

企業実習等を計画的に行います。

進学重点類型
大学等への進学を目指す

文系と理系に分かれます。

総合ビジネス類型
就労や専門学校・職業訓練校

等への進学を目指します。

文系：�国語・地理歴史・公民・英語の取得

単位が多い

理系：数学・理科の取得単位が多い

就業技術科の職業教育を活用して、
企業実習や希望する職種に必要な実践力を身

に付け、オフィス事務に欠かせないパソコン

操作を重点的に学びます。

２年次から
進学理系へ

２年次から
進学文系へ

働きたい進学したい

月 火 水 木 金

８：４５ 登 校 便 着

８：５０ Ｓ  Ｈ  Ｒ

１ 日本史Ａ 自立活動
（特設）

科学と
人間生活 国語総合 数学Ⅰ

２ 現代社会 コミュニケーション
英語Ⅰ

科学と
人間生活 家庭総合 国語総合

３ 数学Ⅰ コミュニケーション
英語Ⅰ 芸　術 家庭総合 日本史Ａ

給　食　・　休　憩

４ 社会と
情報

産業社会
と人間

社会と
情報 保　健 総合的な

探究の時間

５ 特別活動 国語総合 体　育 体　育 自立活動
（特設）

６ 国語総合 芸　術 コミュニケーション
英語Ⅰ 数学Ⅰ 現代社会

Ｓ　Ｈ　Ｒ

１５：４５ ２　便　発

月 火 水 木 金

８：４５ 登 校 便 着

８：５０ 学 級 活 動

１ 生活単元
学習

自立活動
（特設） 美　術 国　語 数　学

２ 生活単元
学習 作業学習 美　術 生活単元

学習 国　語

３ 数　学 作業学習 音　楽 生活単元
学習 職業・家庭

給　食　・　休　憩

４ 日 常 生 活 の 指 導

５ 特別活動 国　語 保健体育 保健体育 自立活動
（特設）

６ 水元小合
タイム 音　楽 外国語 数　学 総合的な

学習の時間

学 級 活 動

１５：４５ ２　便　発

月 火 水 木 金

８：４５ 登 校 便 着

８：５０ 学 級 活 動

１ 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

２ 国語・
算数 遊びの指導 遊びの指導 自立活動

（特設） 体　育

３ 音　楽 自立活動
（特設） 図画工作 国語・

算数 体　育

４ 日 常 生 活 の 指 導

給　食　・　休　憩

５ 日 常 生 活 の 指 導

６ 学級活動
１便発
１４：１０

特別活動 学級活動
１便発
１４：１０

学級活動
１便発
１４：１０

学級活動
１便発
１４：１０７ 日常生活

の指導
学級活動
２便発
１５：４５

１年次は類型に分かれず

共通科目を学習します。
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