
取組の名称 実施(公開)期日
教育

週間該当
分類 取組の内容 学校名 課程

ゆりの木祭ステージ発表（小低）
11月1日（火）

○
④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 小学部低学年児童の学習の成果を発表するステージ発表を該当学年の保護者に公

開しました。 県立上尾特別支援学校 ―

ゆりの木祭ステージ発表（小高）
11月4日（金）

○
④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 小学部高学年児童の学習の成果を発表するステージ発表を該当学年の保護者に公

開しました。 県立上尾特別支援学校 ―

ゆりの木祭ステージ発表（高）
11月8日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 高等部生徒の学習の成果を発表するステージ発表を該当学部の保護者に公開しま

した。 県立上尾特別支援学校 ―

ゆりの木祭ステージ発表（中）
11月11日（金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 中学部生徒の学習の成果を発表するステージ発表を該当学部の保護者に公開しま

した。 県立上尾特別支援学校 ―

保護者との個別面談
10月3(月)～10月7日
(金)

⑩相談・三者面談等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

ＰＴＡ福祉事業所見学会
10月4日(火), 10月
27日(木)

⑦研究発表・研修会

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

高等部入学選考説明会
10月12日(水),10月
13日(木)

③学校説明会・体験入学等 令和５年度に本校高等部入学を進路選択の一つと考えている中学生及び保護者を
対象に授業見学を開催し、本校の教育活動の特色や入学選考等について説明を行
いました。

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

ＰＴＡ給食試食会
10月14日(金) ⑦研究発表・研修会

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

高等部進路指導研修会
10月14日(金) ⑦研究発表・研修会

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

学校だより発行
10月14日(金) ⑥広報・学校だより等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

ＰＴＡ中高合同勉強会
10月20日(木) ⑦研究発表・研修会

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

中学部２学年社会体験学習
10月20日(木) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

ＰＴＡガーデニングボランティア
10月21日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

パラ・ミュージアム参加（大宮シティ
ロータリークラブ主催）

10月22日(土)～10月
28日(金)

⑪その他 大宮シティロータリークラブの主催により、埼玉りそな銀行大宮支店において本
校生徒が制作した美術作品の展示会を開催しました。 県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

小学部低学年授業参観
10月25日(火) ②授業公開・懇談会等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

福祉事業所合同オンライン説明会
10月25日(火) ⑪その他

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

学校公開
10月26日(水) ②授業公開・懇談会等 本校の教育活動に関心のある地域等の方々を対象に、本校の概要説明や授業見学

会を行いました。 県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

上尾南高校との交流会（高等部）
10月27日(木) ⑨交流事業

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

小学部高学年授業参観
10月28日(金) ②授業公開・懇談会等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

令和４年１０・１１月における「彩の国教育の日」に係る取組実施状況(特別支援学校)



小学部低学年かしの木祭（文化祭）
11月10日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

小学部高学年かしの木祭（文化祭）
11月11日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

中学部かしの木祭（文化祭）
11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

高等部かしの木祭（文化祭）
11月18日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

高等部保護者向け作業製品販売会
11月29日(火) ⑪その他

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

中学部学校間交流（伊奈町立南中学
校）

11月30日(水) ⑨交流事業

県立上尾かしの木特別支援学校 全日制

一般向け学校説明会
11月2日(水)

○
②授業公開・懇談会等 ・本校の学校概要、進路指導について、各学科の取組についてなどをご説明して

おります。また校内を見学することもできます。 県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

入学選考説明会

10月7日(金)
10月12日(水)
10月14日(金)
10月19日(水)
10月21日(金)
10月24日(月)
10月26日(水)
10月28日(金)
11月1日(火)

○

③学校説明会・体験入学等 ・普通科を希望する中学3年生を対象として、入学選考の概要について、普通科
のとりくみや教育課程についてご説明しております。
・職業学科を希望する中学3年生を対象として、入学選考の概要について、職業
学科のとりくみについてご説明しております

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

普通科3年生保護者会
10月31日(月) ②授業公開・懇談会等

職業学科学習発表会(体育)
10月15日(土) ⑤運動会・持久走大会等

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

企業向け学校公開
10月25日(金)
10月28日(月)

⑦研究発表・研修会 ・地域の事業所や企業の方向けに本校の学校概要、進路指導について、各学科の
取組についてなどをご説明しております。また校内を見学することもできます。 県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

就労支援アドバイザー講演会
10月27日(木) ⑦研究発表・研修会

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

わかくさだより発行
10月31日(月) ⑥広報・学校だより等

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

普通科学習発表会(文化)
11月12日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

職業学科学習発表会(文化)
11月19日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

カフェわかくさ営業
通年（月・水・金） ②授業公開・懇談会等 本校の流通・サービス科接客サービスコースが、学校内に併設された喫茶スペー

ス「カフェわかくさ」を毎週月・水・金に運営しています。また学校内で生徒た
ちが作った製品も販売しています。

県立入間わかくさ高等特別支援学校 ―

高等部入学選考説明会（内進生対象）
10月6日（木） ③学校説明会・体験入学等 来年度本校高等部への受検を予定している生徒の保護者（内部進学生）を対象と

した説明会です。学校概要、入学選考までの流れの説明を行いました。 県立浦和特別支援学校 全日制

文化鑑賞会
10月11日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 本校児童生徒を対象に、公益財団法人日本教育公務員弘済会埼玉支部の事業であ

る「ハートフルコンサート」を実施しました。 県立浦和特別支援学校 全日制



体育実技発表会
10月12日（水） ②授業公開・懇談会等 小学校低学年重複学級、5・6年、重複学級6年の児童による体育実技発表会を保

護者に公開しました。 県立浦和特別支援学校 全日制

学校支援ボランティア養成講座
10月12日（水）
10月13日（木）

①講座・講演会等 共生社会の形成に向けて、各特別支援学校が地域の核となり、その推進に努める
ため、ボランティアの障害者理解や啓発を行うことを目的に、ボランティアの養
成講座を実施しました。

県立浦和特別支援学校 全日制

体育実技発表会
10月13日（木） ②授業公開・懇談会等 小学校1・2年の児童による体育実技発表会を保護者に公開しました。

県立浦和特別支援学校 全日制

体育実技発表会
10月19日（水） ②授業公開・懇談会等 小学校4年・重複学級4年の児童による体育実技発表会を保護者に公開しました。

県立浦和特別支援学校 全日制

高等部入学選考説明会（外進生対象）
10月24日（月） ③学校説明会・体験入学等 来年度本校高等部への受検を予定している生徒の保護者（外部進学生）を対象と

した説明会です。学校概要、入学選考までの流れの説明を行いました。 県立浦和特別支援学校 全日制

中学部ステージ発表
11月9日（水） ②授業公開・懇談会等 文化祭として中学部のステージ発表を中学部保護者に公開しました。

県立浦和特別支援学校 全日制

小学部低学年ステージ発表
11月11日（金） ②授業公開・懇談会等 文化祭として小学部低学年のステージ発表を小学部低学年保護者に公開しまし

た。 県立浦和特別支援学校 全日制

小学部高学年・小学部重複ステージ発
表

11月16日（水） ②授業公開・懇談会等 文化祭として小学部高学年・小学部重複学級のステージ発表を小学部高学年・小
学部重複学級保護者に公開しました。 県立浦和特別支援学校 全日制

高等部ステージ発表
11月18日（金） ②授業公開・懇談会等 文化祭として高等部のステージ発表を高等部保護者に公開しました。

県立浦和特別支援学校 全日制

北陽だより（学校だより）の発行
10月4日（火） ⑥広報・学校だより等

県立大宮北特別支援学校 全日制

個別面談
10月5日（水）
～10月12日（水）

⑩相談・三者面談等 教育支援プランの説明など後期の教育活動に係る説明を行うことで、本校の教育
への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

中学部体験学習
10月7日（金） ②授業公開・懇談会等 中学部に入学を検討している御家庭（保護者・児童）に来校していただき、学校

概要説明や授業に参加して頂くことで、本校への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

校内教育相談
10月13日（木） ⑩相談・三者面談等 保護者からの教育等に関する困りなどの相談を受け、校内での取組や事例などを

紹介し、支援についての助言を行う。 県立大宮北特別支援学校 全日制

保護者向け入学選考説明会
10月14日（金） ③学校説明会・体験入学等 本校高等部受検を希望する中学生の保護者を対象に、学校概要や入学選考までの

進め方（手続き）を説明し、受検に向けての情報交換を行う。 県立大宮北特別支援学校 全日制

第36回北陽祭（文化祭）
10月27日（木）
10月28日（金）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立大宮北特別支援学校 全日制

学校評議員会
10月28日（金） ②授業公開・懇談会等 学校評議員、学校評価懇話会のメンバーに参加していただき、本校の教育活動に

ついての説明や授業見学を通して、活動に対する理解を深めて頂き、助言を頂
く。

県立大宮北特別支援学校 全日制

北陽だより（学校だより）の発行
10月31日（月） ⑥広報・学校だより等

県立大宮北特別支援学校 全日制

一般向け学校公開
11月2日（水）

○
②授業公開・懇談会等 一般の方に来校していただき、学校説明、授業公開を通して本校を知っていただ

くと共に、教育に対する理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

後期教育実習期間
11月7日（月）
～11月21日（月） ○

⑪その他 教育現場における教育の実際を観察し、また体験し、さらに経験や体験を積むこ
とにより、教育の意義についての体験的認識と理解を深め、教師としてのあり方
を学んで頂く。

県立大宮北特別支援学校 全日制

芸術鑑賞会
11月8日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立大宮北特別支援学校 全日制



中学部3学年学部公開
11月10日（木） ②授業公開・懇談会等 中学部3学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して生徒の様子を見て

頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

小学部3学年授業参観
11月15日（火） ②授業公開・懇談会等 小学部3学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して児童の様子を見て

頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

高等部入学選考事前相談会
11月16日（水）17日
（木）18日（金）24
日（木）25日（金）

③学校説明会・体験入学等 本校高等部受検を希望する中学生の保護者と本人を対象に、進路希望を確認した
り、受検に向けての情報交換を行う。 県立大宮北特別支援学校 全日制

中学部2学年学部公開 11月16日（水） ②授業公開・懇談会等 中学部2学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して生徒の様子を見て
頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

中学部1,2学年学部公開 11月17日（木） ②授業公開・懇談会等 中学部1,2学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して生徒の様子を見
て頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

小学部2学年授業参観
11月21日（月） ②授業公開・懇談会等 小学部2学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して児童の様子を見て

頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

小学部1学年授業参観
11月24日（木） ②授業公開・懇談会等 小学部1学年の保護者に来校していただき、授業見学を通して児童の様子を見て

頂くと共に、教育への理解を深めて頂く。 県立大宮北特別支援学校 全日制

小学部1,5学年歯っぴー指導
11月24日（木） ①講座・講演会等 小1児童を対象に、歯と口の健康への関心を高め、正しい歯磨きの仕方について

歯科衛生士と学ぶ。また、小１保護者（希望者）を対象に、歯科衛生士から歯磨
きの介助方法や仕上げ磨きの方法について学ぶ。

県立大宮北特別支援学校 全日制

高等部3学年保護者向け年金説明会
11月25日（金） ①講座・講演会等 高等部3学年の保護者を対象に、卒業後の年金の取得方法について説明を受ける

と共に、行政のサービスについての紹介を行い、卒業後の生活について見通しを
持っていただく。

県立大宮北特別支援学校 全日制

臨床美術体験（３年）
10/6 ⑪その他 外部講師をお招きして、美術を通しての心情表現について体験しました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

歯磨き教室（１・２年）
10/6 ⑪その他 学校歯科医・歯科衛生士をお招きして、テスターを使用しての歯磨き講座を実施

しました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

第２回学校説明会（中３対象）
10/7 ③学校説明会・体験入学等 受検を検討している中学３年生とその保護者を対象に、学校概要説明、進路説

明、入学選考説明及び授業公開・見学を行いました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

進路講演会（保護者対象）
10/12 ①講座・講演会等 障害を持つ方の就労に携わる方を講師にお招きして、就労に向けた準備や基礎と

なる力の育成について御講義いただきました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

e-ネット安心講座
10/19 ①講座・講演会等 外部講師をお招きしてインターネットの使用の際の留意点についての講話等、安

心講座を行いました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

職業販売週間
10/20,22 ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 分校生徒・保護者、分校教職員、分校旧職員、本校PTA役員、大宮武蔵野高校生

徒会生徒、大宮武蔵野高校教職員を対象に、職業の授業で制作した製品の販売会
を実施しました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

選挙講座
10/26 ①講座・講演会等 さいたま市選挙管理委員会から講師の方をお招きして、選挙についての講話と実

際投票で使用されている記載台・投票箱を使用して、模擬投票を行いました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

北陽祭
10/28 ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 本校の文化祭に参加。職業製品の頒布及び合唱の発表を行いました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

グラウンドゴルフ（３年）
11/10 ⑨交流事業 西遊馬地区の老人会の方々と、西遊馬公園でグラウンドゴルフの交流会を行いま

した。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

企業出前授業（１年）
11/11 ⑧社会体験・奉仕活動等 特例子会社の方をお招きして、実際の商品等を使い、同じ仕事を学校で取り組

み、速さや正確さ、報告の言葉遣い等について、働く経験の授業を行いました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

学校公開
11/16 ②授業公開・懇談会等 お申し出のあった中学校（特別支援学級）の生徒・教員・保護者を対象に学校公

開を行いました。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―



グラウンドゴルフ（１年）
11/17 ⑨交流事業 西遊馬地区の老人会の方々と、西遊馬公園でグラウンドゴルフの交流会を行いま

した。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

マラソン大会
11/18 ⑨交流事業 大宮武蔵野高校の生徒と一緒に男女とも１０Kmの距離を走りました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

特体連サッカー大会
11/22 ⑤運動会・持久走大会等 特別支援学校のサッカー大会に参加しました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

分校駅伝大会
11/28 ⑤運動会・持久走大会等 西遊馬公園で分校の駅伝大会を行いました。

県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

パラミュージアム in OMIYA
11/25～12/5 ⑥広報・学校だより等 学校概要や活動の様子等を掲示物にまとめ、分校のようすについて広報しまし

た。 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校―

授業見学会（幼稚部・小学部）（中学
部・高等部）（高等部専攻科）

10月4日（火）5日
（水）12日（月）

②授業公開・懇談会等 来春本校への入学を希望する幼児児童生徒を対象に授業見学会を行いました。高
等部専攻科を受験希望する高等部3年生について、外部より幼1名・小4名・専3名
の参加がありました。

県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

高等部専攻科概要説明会・体験入学
10月12日（月） ③学校説明会・体験入学等 来春本校の高等部専攻科を受験希望する高等部3年生を対象に、概要説明および

体験入学を行いました。外部より3名の参加がありました。 県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

のばら祭
10月28日（金）29日
（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

入学選考説明会（高等部）（専攻科）
11月16日（木）11月
8日（火）

③学校説明会・体験入学等 本校高等部および専攻科を受験希望する生徒を対象に、入学選考の説明会を行い
ました。他校より3名の参加がありました。 県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

保護者向け学習会（乳幼児相談）（重
複学級進路講演会）

10月29日（土）11月
25日（金）

①講座・講演会等

県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

マラソン大会（小1～4）（小5・6・
中）（高）

11月16日（水）11月
17日（木）11月18日
（金）

⑤運動会・持久走大会等

県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

校外学習（幼・遠足）（小2・社会体験
学習）（小3・社会科見学）（小56・社
会科見学）（高・施設見学）（高・進
路見学）（専・校外学習）

10月21日（金）10月
7日（金）10月12日
（水）11月11日
（金）11月1日
（火）11月11日
（金）11月18日

○

⑧社会体験・奉仕活動等

県立特別支援学校大宮ろう学園 全日制

第2回現場実習
10月3日（月）～12
月23日（金） ○

⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部特別支援学校 全日制

高等部学校公開
10月５日（水） ②授業公開・懇談会等

県立春日部特別支援学校 全日制

小４・小６授業参観
10月13日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部特別支援学校 全日制

高1　ANAそらぱす
10月13日（木） ①講座・講演会等

県立春日部特別支援学校 全日制

高等部交通安全教室
10月14日（金） ①講座・講演会等

県立春日部特別支援学校 全日制

小・中学部個別面談
10月17日（月）～31
日（月）

⑩相談・三者面談等

県立春日部特別支援学校 全日制

小3遠足
10月18日（火） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部特別支援学校 全日制

小５授業参観
10月18日（火） ②授業公開・懇談会等

県立春日部特別支援学校 全日制



中3学校説明会
10月19日（水） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部特別支援学校 全日制

小4授業参観
10月20日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部特別支援学校 全日制

小２遠足
10月21日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部特別支援学校 全日制

高等部作業製品販売会
10月21日（金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 高等部で作製した作業製品を近隣のスーパーマーケットで一般の方に販売させて

いただいています。 県立春日部特別支援学校 全日制

小1遠足
10月28日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部特別支援学校 全日制

学校だより
10月下旬
11月下旬

⑥広報・学校だより等

県立春日部特別支援学校 全日制

文化祭
11月17日（木）
11月18日（金）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立春日部特別支援学校 全日制

入学選考事前相談
11月21日（月）～
12月2日（金）

③学校説明会・体験入学等

県立春日部特別支援学校 全日制

高3社会体験学習
11月29日（火） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部特別支援学校 全日制

個別面談期間
10月3日(月)～10月7
日(金)

⑩相談・三者面談等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

学校説明会及び入学選考説明会
10月11日(火) ③学校説明会・体験入学等 令和５年度入学選考に係る生徒、保護者を対象に学校や入学選考に関する説明を

しました。 県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

分校だよりの発行
10月13日(木) ⑥広報・学校だより等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

出前講座（ジャノメ）
10月18日(火) ①講座・講演会等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

出前講座（消費生活相談員協会)
10月20日(木) ①講座・講演会等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

学校説明会及び入学選考説明会
10月31日(月) ③学校説明会・体験入学等 令和５年度入学選考に係る生徒、保護者を対象に学校や入学選考に関する説明を

しました。 県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

学校公開
11月2日(水)

○
⑪その他 企業、就労支援施設向けに学校説明及び見学をしていただきました。

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

ゲートボール交流会
11月8日(火) ⑨交流事業

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

保護者向け進路研修会
11月9日(水) ⑦研究発表・研修会

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

ゲートボール交流会
11月15日(火) ⑨交流事業

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

春輝祭への参加
11月18日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―



分校だよりの発行
11月21日(月) ⑥広報・学校だより等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

持久走大会
11月25日(金) ⑤運動会・持久走大会等

県立春日部特別支援学校宮代分校 ―

就労支援アドバイザー来校
１０月１４日（金） ⑩相談・三者面談等

県立川口特別支援学校 全日制

就学・転学ぬ向けた学校見学会
１０月１７日（月） ③学校説明会・体験入学等

県立川口特別支援学校 全日制

学校だより発行
１０月２８日（金）
１１月３０日（水）

⑥広報・学校だより等

県立川口特別支援学校 全日制

学校公開
１１月４日（金）

○
②授業公開・懇談会等 興味のある方、地域の方々に、本校の授業の様子を公開し、児童生徒についての

理解を深める。 県立川口特別支援学校 全日制

文化鑑賞会
１１月３０日（水） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川口特別支援学校 全日制

「かわＹＯだより」10月号発行
10月3日(月） ⑥広報・学校だより等 本校の取組等について紹介します。保護者、地域、近隣に配布します。

県立川越特別支援学校 全日制

保護者面談
10月4日(火）～10月
7日(金）

⑩相談・三者面談等

県立川越特別支援学校 全日制

小学部１～３年　かわYO！学習発表会
10月21日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

中学部　かわYO！学習発表会
10月24日(月） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

小学部５～６年　かわYO！学習発表会
10月25日(火) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

高等部1年　かわYO！学習発表会
10月26日(水） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

高等部2年　かわYO！学習発表会
10月27日(木） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

高等部3年・分校　かわYO！学習発表会
10月28日(金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越特別支援学校 全日制

小学部6年生修学旅行
10月27日(木）～28
日(金）

⑧社会体験・奉仕活動等

県立川越特別支援学校 全日制

「かわＹＯだより」11月号発行
11月1日(火）

○
⑥広報・学校だより等 本校の取組等について紹介します。保護者、地域、近隣に配布します。

県立川越特別支援学校 全日制

小学部1･3年　野外体験学習
11月1日(火)

○
⑧社会体験・奉仕活動等

県立川越特別支援学校 全日制

小学部5年生校外宿泊学習
11月9日(水）～10日
(木）

⑧社会体験・奉仕活動等

県立川越特別支援学校 全日制

中・高等学部土曜授業参観
11月12日(土) ②授業公開・懇談会等

県立川越特別支援学校 全日制



入学選考説明会
11月16日(水） ③学校説明会・体験入学等 本校高等部受検希望の保護者を対象に、入学選考の概要について説明を行いま

す。 県立川越特別支援学校 全日制

子育て支援講座・保護者対象進路学習
会

11月17日(木) ①講座・講演会等

県立川越特別支援学校 全日制

特体連　サッカー交流大会
11月22日(火） ⑤運動会・持久走大会等

県立川越特別支援学校 全日制

中学部　マラソン大会
11月25日(金） ⑤運動会・持久走大会等

県立川越特別支援学校 全日制

小学部土曜授業参観
11月26日(土) ②授業公開・懇談会等

県立川越特別支援学校 全日制

入学選考説明会
１０月１２日（水） ③学校説明会・体験入学等 令和５年度入学希望者を対象に、学校概要説明、入学選考に関する説明、授業公

開、施設見学を行い、高校内分校の教育活動について理解を深めていただきまし
た。

県立川越特別支援学校川越たかしな分校0

追加入学選考説明会
１０月１８日（火） ③学校説明会・体験入学等 令和５年度入学希望者を対象に、学校概要説明、入学選考に関する説明、授業公

開、施設見学を行い、高校内分校の教育活動について理解を深めていただきまし
た。

県立川越特別支援学校川越たかしな分校0

授業公開週間
１０月１７日（月）
～１０月２８日
（金）

②授業公開・懇談会等 授業公開、施設見学を行い、高校内分校の教育活動について理解を深めていただ
きました。 県立川越特別支援学校川越たかしな分校0

第３回学校公開
１１月１０日（木） ③学校説明会・体験入学等 令和５年度入学希望者を対象に、学校概要説明、入学選考に関する説明、授業公

開、施設見学を行い、高校内分校の教育活動について理解を深めていただきまし
た。

県立川越特別支援学校川越たかしな分校0

公開講座
10月15日（土） ①講座・講演会等 他の特別支援学校、市町村特別支援学級、福祉施設等の関係者を対象に、外部よ

り講師を招いて講演を行った。 県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

学校公開
11月1日（火）

○
②授業公開・懇談会等 コロナ感染対策をしながら、学校説明と授業公開を行った。

県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

ひばり祭学習発表週間
11月7日（月）
～11月21日（月）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

入学選考説明会
11月24日（木） ③学校説明会・体験入学等

県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

芸術鑑賞会
11月29日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

学校便りの発行
10月中旬、11月中旬 ⑥広報・学校だより等

県立川島ひばりが丘特別支援学校 全日制

小中体験学習
7月1日(金)～
10月31日(月)

③学校説明会・体験入学等 本校への入学・転学を検討する生徒・保護者を対象に、学校の概要説明をしなが
ら本校の授業見学を実施した。 県立騎西特別支援学校 ―

高等部事前相談(教育相談)
11月28日(月)～
12月9日(金)

⑩相談・三者面談等 本校高等部受検を希望する中学生の保護者と本人を対象に、進路希望を確認した
り、受検に向けての情報交換を実施した。 県立騎西特別支援学校 ―

学校見学会
9月16日(金)～
11月30日(水) ○

③学校説明会・体験入学等 オンデマンド方式で申し込み者を対象に動画配信を行った。

県立騎西特別支援学校 ―

学校だよりの発行
10月31日(月)
11月30日(水)

⑥広報・学校だより等

県立騎西特別支援学校 ―

学校ボランティア養成講座
10月4日(火)　18日
(火) 11月2日(水) ○

①講座・講演会等 地域の方を対象としたボランティアの育成を図ります。本校でのボランティア希
望の方にボランティアを行っていただくため,体験４日間を含む４講座の研修を
実施します。

県立行田特別支援学校 全日制



障害者の生涯を通じた多様な学習活動
推進事業（オリパラ教育）

10月14日(金) ⑦研究発表・研修会

県立行田特別支援学校 全日制

作業頒布会（保護者向け）
10月29日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立行田特別支援学校 全日制

就業体験（デュアルシステム）
10月20日(木)27日
(木)11月10日(木)17
日(木)

⑧社会体験・奉仕活動等

県立行田特別支援学校 全日制

避難訓練
11月15日(火) ⑪その他

県立行田特別支援学校 全日制

学校間交流
11月16日(水) ⑨交流事業

県立行田特別支援学校 全日制

児童生徒作品展・PTA作品展
11月24日(木)～11月
29日(火)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立行田特別支援学校 全日制

授業参観
11月24日(木)11月28
日(月)11月29日(火)

②授業公開・懇談会等

県立行田特別支援学校 全日制

マラソン大会
11月30日(水) ⑤運動会・持久走大会等

県立行田特別支援学校 全日制

護身術研修会
11月7日(月)

○
①講座・講演会等

県立行田特別支援学校 全日制

ぎょうとく日誌、校長室だより(HP)
随時更新

○
⑥広報・学校だより等 本校の学習の様子、行事の様子の他、壁面かざりや校内の様子などを随時更新し

学校の様子を発信することで、本校の教育活動についての理解を深めていただき
ます。

県立行田特別支援学校 全日制

校内自主研修
10月21日(金)
11月1日(木) ○

⑪その他

県立行田特別支援学校 全日制

第2回学校見学会
10月18日（火） ③学校説明会・体験入学等 本校への就学、転学、進学希望者と保護者、および教育関係者を対象に学校概要

説明、校内見学を行っていただき、本校教育活動について理解を深めていただき
ました。

県立久喜特別支援学校 ―

就労支援アドバイザー講演会
10月26日（水） ①講座・講演会等

県立久喜特別支援学校 ―

高等部入学選考説明会
11月1日（火）

○

③学校説明会・体験入学等 本校高等部受検予定者と保護者、および在籍中学校教員を対象に、学校概要説
明、入学選考について説明、作業学習の授業見学を行っていただき、本校教育活
動について理解を深めていただきました。

県立久喜特別支援学校 ―

高等部マラソン記録会（高１・高２・
高３）

11月16日（水）～18
日（金）

②授業公開・懇談会等

県立久喜特別支援学校 ―

学校だより発行
10月末・11月末 ⑥広報・学校だより等

県立久喜特別支援学校 ―

現場実習（高等部）
10/3～11/11

○
⑧社会体験・奉仕活動等 高等部生徒による産業現場等における実習で、卒業後に進路選択の一つです。

県立熊谷特別支援学校 全日制

大麻生小学校との交流会（２回目）
10/7

○
⑨交流事業 大麻生小+F15学校の児童と本校小学部の児童による交流会です（２回目の会場は

大麻生小学校）。 県立熊谷特別支援学校 全日制

地域交流（小学部４年・５年）
10/20 ⑨交流事業 地域のサークルと本校の児童の交流会です。

県立熊谷特別支援学校 全日制

学校見学
10/25 ③学校説明会・体験入学等 学校ＨＰで参加を呼びかけ、就学や転学等、本校の理解につながる取組です。

県立熊谷特別支援学校 全日制



学校だより「くまよう通信」の発行
１０月末
１１月末

⑥広報・学校だより等 月に１回発行。本校の授業の様子等を発信しています（学校ＨＰへ掲載）。

県立熊谷特別支援学校 全日制

地域支援ボランティア講座
11/8     12/2
11/15
11/22

①講座・講演会等 地域の方に本校を理解していただき、学校支援ボランティアの養成講座です（計
４回の講座）。 県立熊谷特別支援学校 全日制

文化祭「夢祭」
11/18～11/19 ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 学校全体で取組む文化祭です。コロナ禍ということで一般公開は行わず、児童生

徒・教職員・保護者（１名）に限定した開催です。 県立熊谷特別支援学校 全日制

個別面談
11/21～12/2 ⑩相談・三者面談等 児童生徒の学校での様子や家庭での様子等の情報交換や個別の教育支援計画につ

いての合意形成を図る目的での実施しています。 県立熊谷特別支援学校 全日制

久下小学校との交流会（２回目）
11/25 ⑨交流事業 本校の児童と久下小学校の児童による交流会です（今回の会場は久下小学校）。

県立熊谷特別支援学校 全日制

高等部入学選考説明会
11/28 ③学校説明会・体験入学等 高等部の受検希望者を対象とした説明会です。

県立熊谷特別支援学校 全日制

文化祭
10月29日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立けやき特別支援学校 0

分校だより10月号発行
10月3日(月) ⑥広報・学校だより等 分校広報として保護者向けに発行

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

芸術鑑賞会
10月5日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 プロのギターリストを招聘して演奏会を実施した。親世代の曲や最新の曲、オリ

ジナル曲の演奏を児童生徒一人一人が熱心に聞いていた。 県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

進路学習会
10月7日(金) ②授業公開・懇談会等 中学部を対象に就労支援アドバイザーによる進路学習会を実施した。精神保健セ

ンターの復職支援担当者よりお話しいただき、生徒が将来像を描く一助となっ
た。

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

分校だより11月号発行
11月1日(火）

○
⑥広報・学校だより等 分校広報として保護者向けに発行

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

学習発表会
11月11日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 病院スタッフ等をお招きして、学習発表会を実施した。図工や美術で制作した作

品を展示したり、音楽で取り組んだ楽曲を演奏した。そのほか個人の発表を行
い、児童生徒一人一人の自信につながった。

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

月例学校公開
10月18日
11月25日

③学校説明会・体験入学等 ・学校の様子や授業を公開し、本校の教育や特別支援教育の理解を得る機会とし
て実施します。・一般参加は可能ですが、次年度就学を予定している方を優先に
しました。

県立越谷特別支援学校 全日制

学校便り
10月31日
11月30日

⑥広報・学校だより等

県立越谷特別支援学校 全日制

文化祭
11月7日 8日 10日
15日 17日 18日

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立越谷特別支援学校 全日制

進路説明会
10月12日（水） ①講座・講演会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

第２回学校説明会
（小中学部対象）

10月24日（月） ③学校説明会・体験入学等

県立越谷西特別支援学校 全日制

第２回学校説明会兼入学選考説明会
（高等部対象）

10月25日（火）
10月26日（水）

③学校説明会・体験入学等

県立越谷西特別支援学校 全日制

小学部６年生学習発表会・授業参観
11月10日（木） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

自立活動保護者学習会
11月11日（金） ①講座・講演会等

県立越谷西特別支援学校 全日制



小学部１年生授業参観
11月17日（木） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

西ようまつり（高等部）
11月18日（金） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

進路懇話会
11月24日（木） ①講座・講演会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

西ようまつり（中学部）
11月25日（金） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

小学部重複学級学習発表会・授業参観
11月28日（月） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

小学部３年生学習発表会・授業参観
11月28日（月） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

小学部２年生学習発表会・授業参観
11月29日（火） ②授業公開・懇談会等

県立越谷西特別支援学校 全日制

『ＳＡＫＵＲＡだより』の発行
10月31日（月）
11月30日（水）

⑥広報・学校だより等 本校の学校だよりとして月1回発行しています。校長による連載やその時期の教
育活動について掲載しています。本校のホームページ上でもみることができま
す。

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

『桜輝祭』（文化祭）
11月19日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 各学科ごとに実演、販売や展示を行います。今年度は、保護者と一般参加者（午

前午後各200名事前申込制）向け公開としました。 県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

学校説明会
10月27日（木）
11月29日（火）
12月21日（水）

③学校説明会・体験入学等 中学3年生の生徒と保護者を対象に実施しました。専門学科の授業を中心に学校
生活を公開し、本校の教育活動について理解を深めていただきました。 県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

上級学校訪問
10月18日（火）10月
20日（木）10月25日
（火）11月8日
（火）11月15日

③学校説明会・体験入学等 中学1･2･3年生の生徒と教職員を対象に実施しました。専門学科の授業や情報を
含む日常の学校生活を公開し本校の教育活動について理解を深め、適切な進路選
択への機会を提供しました。、

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

事前相談
10月7日（金）～12
月6日（火） ○

⑩相談・三者面談等 入学志願者及びその保護者と面談を通して、志願者の実態把握と意思確認を行
い、本校に対する適性を見るとともに、本校の教育活動や入学選考等に関する相
談に応じました。

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

北浦和清掃・南与野駅付近清掃・プラ
ザウエスト清掃

10月4日（火）11月2
日（水）11月8日
（火）

○
⑧社会体験・奉仕活動等 本校環境・サービス科が本校からJR北浦和駅までの埼大通りや南与野駅周辺及び

公園やプラザウエストを清掃します。地域の美化活動に取り組んでいます。 県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

プラザウエストでの販売
10月4日（火）10月
25日（火）11月29日
（火）

⑪その他 さいたま市桜区役所隣の市立複合施設プラザウエストにて、生徒が地域の方々に
専門学科の授業で製作した製品の販売を行います。接客を通して、地域の方々と
の交流を図ります。

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

コミュニティショップ桜の営業
11月24日（木） ⑪その他 学校内にあるショップにて、生徒が地域の方々に専門学科の授業で製作した製品

の販売を行います。接客を通して、地域の方々との交流を図ります。 県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

カフェ桜家の営業
10月4日（火）10月6
日（木）10月18日
（火）10月20日
（木）10月25日

○
⑪その他 本校向かい常盤高等学校別館にて、本校家政技術科接客サービスコースの生徒に

よるカフェ「桜家（さくらけ）」を営業しています。接客を通して、地域の方々
との交流を図ります。

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

企業向け学校見学・座談会
10月25日（火） ②授業公開・懇談会等 広く企業に本校の授業及び施設等を公開し、本校教育への理解を深めていただき

ます。 県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

公開研究授業
10月13日（木） ⑦研究発表・研修会 学習指導要領改訂に伴う授業改善を図るため、県委嘱事業「主体的・対話的で深

い学び推進調査研究プロジェクト（R1～R3）」を有効活用し、公開研究授業を実
施しました。

県立特別支援学校さいたま桜高等学園―

坂ろうだより発行
10月3日（月） ⑥広報・学校だより等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

授業見学及び学部相談会
10月5日（火）

○
③学校説明会・体験入学等 聴覚障害に関わる方々に授業を公開し、次年度ろう学園への就学・転学を考えて

いる方々を対象とした学部別相談会を実施します。 県立特別支援学校坂戸ろう学園 0



難聴乳幼児担当者諸機関連絡会
10月5日（火）

○
②授業公開・懇談会等 埼玉県内において難聴乳幼児を担当する医療・療育の担当者が情報交換を行う連

絡会です。 県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

介護等の体験
10月21日（金）
10月25日（金）

⑨交流事業

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

文化祭（あゆみ祭）
10月28日（金）
10月29日（土） ○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 保護者、卒業生に対して公開し、日ごろの学習の成果を発表する場です。

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

きこえとことばの教室小中高生グルー
プ学習

10月29日（土）
○

⑨交流事業

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

乳幼児教育相談親子教室（ひよこっ
ち）

10月29日（土） ⑩相談・三者面談等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

坂ろうだより発行
11月1日（火） ⑥広報・学校だより等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

高等部入学選考説明会
11月2日（水） ③学校説明会・体験入学等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

ハートフルコンサート
11月8日（火）

○
④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 日本教育公務員弘済会の助成を受けて、幼稚部から高等部まで楽しめる太鼓及び

マジックショーを鑑賞します。 県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

介護等の体験
11月16日（水）
11月17日（木）

⑨交流事業

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

きこえとことばの教室保護者会
11月16日（水） ⑩相談・三者面談等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

中学部・高等部マラソン大会
11月18日（金） ⑤運動会・持久走大会等 自然豊かな武蔵丘陵森林公園のマラソンコースにおいて、中学部及び高等部のマ

ラソン大会を実施し、長距離走の記録を競うものです。保護者や一般来場者にも
公開するものです。

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

みなとバレエ団バレエダンス講演会
11月21日（月）

○
④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

小学部マラソン大会
11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等 校庭において、小学部のマラソン大会を実施し、保護者にも公開するものです。

学年ごとに距離を設定し、長距離走の記録を競います。 県立特別支援学校坂戸ろう学園 0

小・中学部学校体験
10月4日(火),6日
(木),7日（金）,11
日(火),14日(金),18
日(火),20日(木)

③学校説明会・体験入学等

県立狭山特別支援学校 ―

学習発表会及び作品展示会(中学部)
11月15日(火) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立狭山特別支援学校 ―

学習発表会及び作品展示会(小学部高学
年)

11月16日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立狭山特別支援学校 ―

学習発表会及び作品展示会(小学部低学
年)

11月17日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立狭山特別支援学校 ―

学校評議委員会・懇話会
11月24日(木) ②授業公開・懇談会等

県立狭山特別支援学校 ―

就学に係る学校体験
10月４日（火）～
10月28日（金）

③学校説明会・体験入学等

県立草加かがやき特別支援学校 全日制

入学選考説明会
10月14日(金） ③学校説明会・体験入学等

県立草加かがやき特別支援学校 全日制



企業向け学校公開日
10月21日（金）
10月27日（木）
11月10日（木）
11月11日（金）

②授業公開・懇談会等

県立草加かがやき特別支援学校 全日制

きらきらカフェ
10月7日（金）
11月11日（金）

②授業公開・懇談会等 高等部作業学習（サービス班）が授業の一環として、本校カフェコーナーにて地
域の皆様に一般公開しております。 県立草加かがやき特別支援学校 全日制

学校だより
11月1日（火）

○
⑥広報・学校だより等

県立草加かがやき特別支援学校 全日制

きらきら祭り 10周年記念事業
11月19日（土） ②授業公開・懇談会等

#REF! #REF!

分校だより10月号発行
10月3日(月) ⑥広報・学校だより等 分校広報として保護者向けに発行

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

芸術鑑賞会
10月5日(水) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 プロのギターリストを招聘して演奏会を実施した。親世代の曲や最新の曲、オリ

ジナル曲の演奏を児童生徒一人一人が熱心に聞いていた。 県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

進路学習会
10月7日(金) ②授業公開・懇談会等 中学部を対象に就労支援アドバイザーによる進路学習会を実施した。精神保健セ

ンターの復職支援担当者よりお話しいただき、生徒が将来像を描く一助となっ
た。

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

分校だより11月号発行
11月1日(火）

○
⑥広報・学校だより等 分校広報として保護者向けに発行

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

学習発表会
11月11日(金) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 病院スタッフ等をお招きして、学習発表会を実施した。図工や美術で制作した作

品を展示したり、音楽で取り組んだ楽曲を演奏した。そのほか個人の発表を行
い、児童生徒一人一人の自信につながった。

県立けやき特別支援学校伊奈分校 ―

運動会
１０月１日（土） ⑤運動会・持久走大会等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ｂ一般社会科見学
１０月７日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ａ高職場見学
１０月７日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

後期学校公開
１０月１１日（火） ③学校説明会・体験入学等 本校への就学や入学を検討している保護者の方、本校の児童生徒が利用する福祉

サービスの職員の方々に対し、授業を公開し教育課程について説明をすることで
本校の教育活動を理解していただく機会としています。

県立秩父特別支援学校 全日制

Ｂ中職場見学
１０月１２日（水） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ｂ小社会体験学習
１０月１８日（火） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

自由授業参観週間
１０月２４日（月）
　　　～
１０月２８日（金）

②授業公開・懇談会等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ａ小社会体験学習
１０月２８日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ａ高面談週間
１０月３１日（月）
　　　～
１１月　７日（月）

○
②授業公開・懇談会等

県立秩父特別支援学校 全日制

Ａ中３職場見学
１１月４日（金）

○
⑧社会体験・奉仕活動等

県立秩父特別支援学校 全日制

特体連サッカー大会
１１月２２日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立秩父特別支援学校 全日制



かがやき祭
１１月２６日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立秩父特別支援学校 全日制

学校体験
10月6日（木）・13
日（木）小学部低学
年
10月4日（火）・11

③学校説明会・体験入学等

県立所沢特別支援学校 ―

学校だよりの発行
11月下旬 ⑥広報・学校だより等

県立所沢特別支援学校 ―

おおぞら祭
11月15日（火）
～
11月2１日（月）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立所沢おおぞら特別支援学校 ―

個別面談
10月２７日（木）～
15日（金）／１１月
１日（火）～11月４
日（金）

⑩相談・三者面談等

県立所沢おおぞら特別支援学校 ―

学校だよりの発行
10月末日
11月末日

⑥広報・学校だより等 本校の教育活動をまとめた「学校だより」を、１０月号と１１月号の２回発行し
ます。保護者、地域の自治会と民生委員の方に配布します。学校HPにも掲載して
います。

県立所沢おおぞら特別支援学校 ―

防衛大学看護生の見学
10月4，5日 ③学校説明会・体験入学等

県立所沢おおぞら特別支援学校 ―

事業所向け学校公開
10月31日（月）
11月2日（水）、 ○

③学校説明会・体験入学等 卒業後の進路先となる作業所や企業の方々に本校の様子を説明し、校内見学をし
ていただきます。 県立所沢おおぞら特別支援学校 ―

「はすよう」（学校だより）の発行
10月3日（月）
11月1日（火） ○

⑥広報・学校だより等

県立蓮田特別支援学校 ―

学校公開（就学・転学希望者のみ）
11月9日（水）

○
③学校説明会・体験入学等

県立蓮田特別支援学校 ―

保護者との個別面談（WEB)
10月4日（火）
～18日(火）

⑩相談・三者面談等

県立蓮田特別支援学校 ―

他県特別支援学校（２校）との交流
（WEB)

10月13日(木） ⑨交流事業

県立蓮田特別支援学校 ―

保護者進路学習会（外部講師）（WEB)
10月25日（金） ⑦研究発表・研修会

県立蓮田特別支援学校 ―

はすとも祭（文化祭）学習発表
11月1日（火）・2日
（水）・4日(金） ○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立蓮田特別支援学校 ―

高等部入学選考説明会
職員進路研修会（外部講師）（WEB)

11月24日(木) ③学校説明会・体験入学等

県立蓮田特別支援学校 ―

職員進路研修会（外部講師）（WEB)
11月28日(月) ⑦研究発表・研修会

県立蓮田特別支援学校 ―

ボランティア講座
10月28日（金）
11月4日（金） ○

①講座・講演会等 共生社会の形成に向けて、特別支援学校が地域の核となり、その推進に務めるた
め、ボランティアの障害理解や啓発を行うことを目的として取り組んでいます。 県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

文化祭週間
10月11日（火）～21
日（金）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

高等部普通科学部説明会
10月27日（木） ③学校説明会・体験入学等 高等部普通科への入学を検討している生徒及び保護者を対象とした説明会で、学

校見学や寄宿舎見学、個別相談も行っています。 県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

教育課程研修会
11月4日（金）

○
⑦研究発表・研修会

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制



中学部太鼓交流会
11月9日（水） ⑨交流事業

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

小学部野外体験学習
11月10日（木） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

幼稚部社会体験学習
11月10日（木）、11
月11日（金）

⑧社会体験・奉仕活動等

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

小学部異校種交流会
11月24日（木） ⑨交流事業

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

学校保健委員会
11月25日（金） ②授業公開・懇談会等

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

全校授業参観、保護者会、学校づくり
協議会、入舎説明会

11月26日（土） ②授業公開・懇談会等

県立特別支援学校塙保己一学園 全日制

体育祭
10月1日(土)

○
⑤運動会・持久走大会等

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

第1回入学選考説明会
10月7日(金)

○
③学校説明会・体験入学等

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

学校公開（1年保護者参観）
11月7日(月)

○
②授業公開・懇談会等

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

企業向け学校公開
11月8日(火)

○
②授業公開・懇談会等 企業の就労担当者向けに授業を公開し、本校教育活動と生徒理解を深めていただ

く機会とした。 県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

中1、中2学校公開
11月8日(火)

○
②授業公開・懇談会等 中1、中2の生徒と保護者限定の学校公開とし、本校教育活動を知るだけでなく、

実際の雰囲気を知る機会とした。 県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

学校説明会
11月10日(木)

○
③学校説明会・体験入学等

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

ふじ学園祭
11月19日(土)

○
④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 ―

学校公開
11月4日（金）

○
②授業公開・懇談会等 コロナ禍のため、参加者は予約制にて集約した。参観したい学部のみの授業見学

とし、参加者が分散して来校するよう工夫を行った。 県立東松山特別支援学校 ―

小中学部　学校体験
10月17日（月） ③学校説明会・体験入学等 来年度本校入学・転学を検討している児童生徒及び保護者を対象に、祖黄疸や体

験を実施 県立日高特別支援学校 全日制

小中学部　学校体験
10月19日（水） ③学校説明会・体験入学等 来年度本校入学・転学を検討している児童生徒及び保護者を対象に、祖黄疸や体

験を実施 県立日高特別支援学校 全日制

小中学部　学校体験
10月20日（水）～
21日（木）

③学校説明会・体験入学等 来年度本校入学・転学を検討している児童生徒及び保護者を対象に、祖黄疸や体
験を実施 県立日高特別支援学校 全日制

文化祭
10月28日（金）～
29日（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立日高特別支援学校 全日制

パラスポーツ体験会
11月22日（火） ①講座・講演会等

県立日高特別支援学校 全日制

学校公開週間
11月1日(火)～7日
(月) ○

②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、休み時間、給食の時間、掃除、部活動等、日常の学校生活を公開
し、自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動についての理解を深めてい
ただきます。

県立深谷はばたき特別支援学校 全日制



体験入学
10月10日(月) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷はばたき特別支援学校 全日制

文化祭
10月15日(土)･16日
(日)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化部の発表、各ホームルームにおける展示などを行い、保護者をはじめ、地域
の方々に広く公開します。 県立深谷はばたき特別支援学校 全日制

○○高だよりの発行
11月初旬 ⑥広報・学校だより等

県立深谷はばたき特別支援学校 全日制

○○小学校との交流事業
10月27日(木) ⑨交流事業

県立深谷はばたき特別支援学校 全日制

学校公開週間
10月31日（月）～11
月4日（金） ○

②授業公開・懇談会等 本校保護者、地域や関係機関の方々に授業を公開し、本校の教育活動や取組に対
する理解と支援を得る機会としました。新型コロナウイルス感染症対策として、
全日程とも３部制とし、事前に希望を取り参観人数を分散するよう調整しまし
た。

県立本庄特別支援学校 ―

入学選考説明会
11月7日（月）

○
③学校説明会・体験入学等

県立本庄特別支援学校 ―

ハートまつり
11月19日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立本庄特別支援学校 ―

保護者面談期間
10月3日（月）～
10月31（月）

⑩相談・三者面談等

県立三郷特別支援学校 全日制

学校見学会（高等部）
10月20日（木）～
10月21日（金）

③学校説明会・体験入学等 来年度本校高等部への受検を予定している生徒、及び保護者を対象とした説明
会。学校概要、入学選考までの流れの説明及び高等部の授業見学を行う。 県立三郷特別支援学校 全日制

学校公開
11月1日（火） ②授業公開・懇談会等 一般の方や来年度入学を予定されている方、また本校保護者を対象に授業見学を

行う。 県立三郷特別支援学校 全日制

杉戸農業高校交流会
11月17日(木） ⑨交流事業

県立三郷特別支援学校 全日制

文化祭
11月28日（月）～
11月30日（水）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立三郷特別支援学校 全日制

わかばWEEK
10月24日（月）～10
月28日（金）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化祭に代えて、学習の成果を保護者限定で5日間分散して公開します。

県立宮代特別支援学校 全日制

学校公開
11月2日（水）

○
②授業公開・懇談会等 新型コロナウイス感染症感染予防対策を行いながら、学校概要、校内見学、教育

相談を行います。 県立宮代特別支援学校 全日制

進路講演会
11月16日（水） ①講座・講演会等 保護者及び教教職員を対象に、地域の福祉サービス事業所についての概要説明や

事業所の紹介を行います。 県立宮代特別支援学校 全日制

高等部入学選考説明会
11月29日（火） ③学校説明会・体験入学等 本校への入学を考えている生徒及び保護者を対象に、入学選考に係る説明を行い

ます。 県立宮代特別支援学校 全日制

彩の国教育週間
11月1日（火）～7日
（月） ○

②授業公開・懇談会等 授業等の日常生活を見学していただき、本校の教育活動を理解していただいた
（懇談会は実施していない） 県立毛呂山特別支援学校 全日制

高等部交流会
11月1日（火）

○
⑨交流事業

県立和光特別支援学校 全日制

文化祭1日目
11月12日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立和光特別支援学校 全日制

交流学習（中1）
11月17日（木） ⑨交流事業

県立和光特別支援学校 全日制



文化祭2日目
11月19日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立和光特別支援学校 全日制

第1回ボッチャ大会
11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立和光特別支援学校 全日制

PTA進路学習会
11月30日（水） ⑩相談・三者面談等

県立和光特別支援学校 全日制

学校見学（小中）
10月6日(木)・10月
17日(月)・10月24日
(月)

③学校説明会・体験入学等

県立和光南特別支援学校 全日制

小高授業参観・進路指導懇話会
10月25日(火)・10月
26日(水)

②授業公開・懇談会等 課題別の授業を公開し、普段の児童の学習活動を参観し、学校の教育活動に対し
て理解を深めていただきました。同時に、進路指導懇話会を実施することで本校
の小学部～高等部での連続性のある進路指導を保護者に知っていただきました。 県立和光南特別支援学校 全日制

企業向け学校公開
10月19日(水) ⑪その他

県立和光南特別支援学校 全日制

福祉事業所向け学校公開
11月4日(金)

○
⑪その他

県立和光南特別支援学校 全日制

卒業生の話を聞く会
10月28日(金) ①講座・講演会等

県立和光南特別支援学校 全日制

高３進路面談期間
10月31日(月)～11月
7(月)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立和光南特別支援学校 全日制

文化祭（たけのこ祭）
11月19日(土)・11月
26日(土)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 密を避けるために、高等部／小中学部と２週に分散して実施しました。日頃の学
習の成果を発表して、普段の学習の様子を知っていただく機会となりました。 県立和光南特別支援学校 全日制

高等部作業頒布会
11月28日(月) ②授業公開・懇談会等 作業学習で作ったものを保護者向けに頒布することで、学習の成果を保護者に

知っていただくことができました。 県立和光南特別支援学校 全日制


