
令和５年度入学者
東京都立知的障害特別支援学校
高等部就業技術科及び職能開発科

の概要説明

東京都特別支援教育推進室

志村学園
【就業技術科】
（板橋区）

南大沢学園
【就業技術科】
（八王子市）

青峰学園
【就業技術科】
（青梅市）

永福学園
【就業技術科】
（杉並区）

水元小合学園
【就業技術科】
（葛飾区）

足立特別支援学校
【職能開発科】
（足立区）

港特別支援学校
【職能開発科】
（港区）

江東特別支援学校
【職能開発科】
（江東区）

東久留米特別支援学校
【職能開発科】
（東久留米市）

青鳥特別支援学校
【職能開発科】
（世田谷区）



就業技術科



東京都立知的障害特別支援学校 高等部

就業技術科を設置している学校

志村学園
【就業技術科】
（板橋区）

南大沢学園
【就業技術科】
（八王子市）

青峰学園
【就業技術科】
（青梅市）

永福学園
【就業技術科】
（杉並区）

水元小合学園
【就業技術科】
（葛飾区）





永福学園

【開校(開設)年】平成１９年
【所在地】東京都杉並区永福一丁目７番２８号

【電話番号】０３－３３２３－１３８０

【学校URL】http://www.eifuku-sh.metro.tokyo.jp/

【最寄駅】京王線・京王井の頭線「明大前駅」下車徒歩１２分

京王線・東急世田谷線「下高井戸駅」北口下車徒歩１２分

京王井の頭線「永福町駅」南口下車徒歩１０分

【設置コース】

①ビルクリーニングコース②ロジスティクスコース

③事務コース④食品コース ⑤福祉コース

【令和３年度卒業生就職率】８８％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】１００人

【令和４年度入学者出願倍率】１．１０倍

【部活動(令和４年度現在)】

①陸上競技②バレーボール ③卓球 ④バスケットボール

⑤サッカー⑥音楽⑦家庭 ⑧美術 ⑨パソコン ⑩演劇

⑪マインドスポーツ・サイエンス

【学校の特色】

・企業等で働き、やりがいを得るとともに、職場や社

会から必要とされる人になることを目指します。

・「誠心誠意（何事にも真心をもって真剣に取り組む）をモットーに学習
しています。

・部活動は、活動内容を自分たちで考えて取り組むなど、主体性を大切に
しています。部毎に目標に向かって工夫を凝らし、活動しています。

・職業的キャリア、家庭的キャリア、市民的キャリア、余暇的キャリアの
視点から、生徒一人一人のキャリア発達を支援します。

・各教科、学級等でＳＤＧｓの学習

に取り組んでいます。調べ学習行い、

調べた結果をポスターにまとめ発表会

や掲示をしています。深い学びへと

つながっています。

」



青峰学園
【開校(開設)年】平成２１年

【所在地】東京都青梅市大門三丁目１２番地

【学校URL】http://www.seiho-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０４２８－３２－３８１１

【最寄駅】JR青梅線「河辺駅」から西東京バス

「小作駅東口行」乗車、「看護学校入口」下車徒歩５分／

JR青梅線「河辺駅」下車徒歩25分、自転車１０分

【設置コース】

①食品コース ②エコロジーサービスコース

③ロジスティクスコース ②福祉コース

【令和３年度卒業生就職率】９６．６％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】６０名

【令和４年度入学者出願倍率】１．４７倍

【部活動(令和４年度現在)】

①バスケットボール②陸上 ③ダンス

④サッカー ⑤バドミントン⑥卓球

⑦パソコン ⑧美術 ⑨家庭科

⑩伝統・軽音楽⑪鉄道研究

【学校の特色】

・相談を通して、生徒一人一人を大切にします。

・職業に関する教科（コース）では働くためのマナーや基礎体力を

磨き、働く力や態度（責任感、柔軟に対応する力、リーダーとして

メンバーをとめる力など）を身に付けます。

・各種資格は学校で受検できます(英検、漢検、電卓検定、各種情報

処理検定、普通救命講習など)。対策講習をする検定もあります。

・部活動も盛んで、都の代表として全国大会や世界大会に参加した

卒業もいます。地域イベント等でも広く活躍しています。

・学校行事で仲間と青春を謳歌しましょう。感染症対策をしながら

のイベントも実施し、その取り組みが新聞掲載されました。

・卒業生の学び、交流の場として「オンライン同窓会」や「本人講

座」等も実施しています。卒業後も電話等でも相談に応じています。

 

 

 

 



南大沢学園
【開校(開設)年】平成２２年
【所在地】東京都八王子市南大沢五丁目２８番地

【学校URL】http://www.minamioosawa-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０４２－６７５－６０７５

【最寄駅】京王相模原線「南大沢駅」から

京王バス｢南大沢５丁目循環｣乗車

「南大沢学園前」下車徒歩1分

／京王相模原線「多摩境駅」下車徒歩12分

【設置コース】

①ビルクリーニングコース ②ロジスティクスコース

③エコロジーサービスコース④食品コース ⑤福祉コース

【令和３年度卒業生就職率】９３．０%（R4.4.1現在）

【令和４年度入学者募集人員(参考)】１００名

【令和４年度入学者出願倍率】１．２７倍

【部活動(令和４年度現在)】

①サッカー②バスケットボール ③ 軟式野球 ④陸上⑤バレーボール

⑥ダンス ⑦卓球 ⑧バドミントン ⑨音楽（和太鼓、合唱）⑩文化

⑪鉄道研究 ⑫美術 ⑬軽音楽

【学校の特色】

・校訓は「情熱」「誠実」「実践」です。

・就業技術科単独校として、専門的な職業教育

を推進します。

・各教科の学習を通して「生徒がQOLを向上できる力を育むこと」を

目指し、将来の就労や生活に必要な学習を行います。

・「ライフスキル」では、生活（ライフ）に関わる課題を解決する

ための技術（スキル）を学びます。将来の自立した生活に必要な

内容を総合的に学習します。

・生徒が学園祭等の学校行事に主体的に参加しています。

・将来の余暇活動にもつながる部活動に生徒が積極的に取り組んでいます。

・卒業生を対象とした継続教育（生涯教育）を実施します。



志村学園
【開校(開設)年】平成２５年
【所在地】東京都板橋区西台一丁目４１番１０号

【学校URL】http://www.shimuragakuen-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－３９３１－２３２３

【最寄駅】都営三田線「西台駅」下車徒歩１５分／西武池袋線・都営
大江戸線「練馬駅」から国際興業バス「赤羽駅西口行」乗
車｢志村消防署｣下車徒歩１０分

【設置コース】ビルメンテナンスコース 、流通・都市農園芸サービスコース

食品加工コース 、介護・コミュニケーションコース

【令和４年度入学者募集人員(参考)】８０名

【令和４年度入学者出願倍率】１．４５倍

【部活動(令和４年度現在)】

①陸上競技 ②バレーボール③卓球

④バスケットボール ⑤サッカー

⑥音楽 ⑦美術⑧ミュージカル

⑨家庭科⑩科学・パソコン ⑪農園芸

【学校の特色】

・今年度、開校10周年を迎えます。
・「ステキな大人」になるために、学習活動
や部活動、行事などを通じ、人として成長
することを目指しています。
・GRIT（Guts:困難に立ち向かう力、Resilience:失敗しても諦めずに立ち直る力、

Initiative:自発性、Tenacity:最後までやり遂げる力）を身に付けていくことを
大切にしています。

・職業に関する教科では、コース選択に関わらず、全生徒が3年間事
務・情報処理について学び続けることで、２つの専門性を身に付け
ることができます。

・４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）が徹底された施設設備の中で学びます。
カフェ・レストラン、ホテル実習室を完備しています。

・運動部・文化部ともに部活動が活発です。サッカー部は、全国大会
「もう一つの選手権」で２度優勝しています。

・生徒一人一人の良さを大切にし、個々のニーズに応じた、しなやか
で温かい支援を続けます。



水元小合学園
【開校(開設)年】平成２７年
【所在地】東京都葛飾区水元一丁目２４番１号

【学校URL】http://www.mizumotokoai-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－５６９９－０１４１

【最寄駅】JR常磐線「金町駅」又は京成線「京成金町駅」から京成バ
ス「大場川水門行」又は「西水元三丁目行」乗車「ふれあ
いの家」下車徒歩0分

【設置コース】

①オフィスサービスコース ②ロジスティクスコース

③ビルメンテナンスコース ④フードサービスコース

【令和３年度卒業生就職率】９４．８％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】８０名

【令和４年度入学者出願倍率】１．３１倍

【部活動(令和３年度現在)】

①バスケットボール ②水泳 ③卓球 ④サッカー

⑤陸上競技 ⑥バレーボール ⑦音楽 ⑧美術

⑨表現活動 ⑩パソコン ⑪囲碁将棋オセロ

【学校の特色】

・生徒全員の企業就労を目指し、社会に貢献する

人材を育成します。

・自然が豊富で情緒豊かな地域です。充実した設備

の中で高い専門性を学びます。

・令和５年度にグラウンド完成予定です。

・ホスピタリティ（心のこもったおもてなし）を

大切にし、相手を思いやる心を育てます。

・「COAI CAFE」では、ランチ営業やカフェ営業を

しています。

・ビルクリーニング技能検定3級、フォークリフト

特別教育、情報処理技能検定など各種検定の資格

取得を目指し、働くための自信を付けます。

自然豊かな学び舎

毎日真心
（COAI CAFEでランチ営業）

働くために日々前進
（フォークリフトの練習）



職能開発科



東京都立知的障害特別支援学校 高等部

職能開発科を設置している学校

東久留米特別支援学校
【職能開発科】
（東久留米市）

足立特別支援学校
【職能開発科】
（足立区）

港特別支援学校
【職能開発科】
（港区）

江東特別支援学校
【職能開発科】
（江東区）

青鳥特別支援学校
【職能開発科】
（世田谷区）





足立特別支援学校

【開校(開設)年】平成２６年
【所在地】東京都足立区花畑７丁目２３番１５号

【学校URL】http://www.adachi-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－３８５０－６０６６

【最寄駅】東武スカイツリーライン「谷塚駅」から東武バス「桑袋団
地行」乗車「草加記念体育館」下車徒歩２分／東京メト
ロ千代田線「綾瀬駅」から東武バス「花畑団地行」乗車
「花畑団地」下車徒歩１０分

【設置コース】

①流通や小売に関するコース

②食品加工・販売に関するコース

【令和３年度卒業生就職率】企業就労を

目指している生徒の就職率：１００％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】２０名

【令和４年度入学者出願倍率】１．３０倍

【部活動(令和３年度現在)】

①球技(キックベース、バスケットボール、

ポートボール、サッカー) 

②陸上 ③美術 ④芸能(ダンス、軽音楽)

⑤おもてなし(お茶、お花)

【学校の特色】

・平成１９年度に普通科職業コースとして開設し、

平成26年度に職能開発科に改編されました。年間

を通して企業での職場体験や現場実習、「情報」

や「事務」の学習を行い、「流通」「食品」の他、

事務系の職種にも就労しています。

・文化祭や体育祭、3学年合同合宿等を通し、3学年縦割りの集団活
動の中で人間関係を学び合います。

・卒業後も、学校を会場とした情報交換会や就労先訪問を実施するこ
とで、定着支援を行います。



港特別支援学校
【開校(開設)年】平成２８年
【所在地】東京都港区港南三丁目９番４５号

【学校URL】http://www.minato-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－３４７１－９１９１

【最寄駅】JR線「品川駅」港南口から徒歩15分／「品川駅」港南口都
営バス乗り場⑧から「品川埠頭（循環）行」又は「東京入
国管理局前行」乗車「港南四丁目」下車徒歩１分／東京モ
ノレール・東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル
駅」下車から徒歩１３分

【設置コース】

①食品に関するコース ②物流に関するコース

【令和３年度卒業生就職率】８５％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】２０名

【令和４年度入学者出願倍率】２．０５倍

【部活動(令和４年度現在)】

①球技(サッカー、バスケットボール)

②陸上 ③卓球 ④音楽(合唱、ダンス) 

⑤創作(イラスト、手芸、書道) ⑥パソコン

【学校の特色】

・多くの企業に囲まれた立地条件を生かし、

就業体験や現場実習等、企業と連携し継続的な

学習活動を行います。

・進路指導は、生徒の夢や希望を尊重し『自己選択・自己決定』を大

切にしています。生徒・保護者と丁寧に話し合いを進め、将来の進路

を考えます。

・校訓「元気根気 勇気」を胸に、心身ともに健康で、最後までやり

遂げる実践的な態度と心を育てます。

・教職員が一丸となり、何事にも挑戦する生徒を支援し、自信と社会
力を育てます。

・詳細は、本校ホームページ「入学案内」をご覧ください。

http://www.minato-sh.metro.tokyo.jp/site/zen/cate_00005.html



江東特別支援学校
【開校(開設)年】平成３０年

【所在地】東京都江東区東陽四丁目１１番４５号

【学校URL】http://www.koto-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－３６１５－２３４１

【最寄駅】東京メトロ東西線／東陽町駅西口から徒歩８分・JR総武
線／錦糸町駅南口から都営バス「東陽町駅前行」又は「東
京駅丸の内北口行」乗車、「江東区役所前」から徒歩２分

【設置コース】

①物流や小売に関するコース

②食品加工・販売に関するコース

【令和３年度卒業生就職率】９５％

【令和４年度入学者募集人員(参考)】２０名

【令和４度入学者出願倍率】2.10倍

【部活動(令和４年度現在)】

①球技部(キックベースボール、サッカー、

バスケットボール)

②総合文化部(書道、音楽、絵画、ダンス)

③ICT部（パソコン、検定試験対策）

【学校の特色】

・最寄駅から学校までバス通りに

面した広い歩道で８分です。

・職業に関する専門教科で、

「事務」「情報処理」「清掃」を

毎年２時間ずつ、３年間を通して

学習し、事務系の職種にも対応します。

・現場実習など、実際の企業での実習の機会が充実しています。

・一人一人に応じた職場開拓や企業・特別専門講師と協働した

職業教育に取り組んでいます。

・文化祭や体育祭、芸術鑑賞などの行事で幅広い知見を育てます。



東久留米特別支援学校
【開校(開設)年】令和３年

【所在地】東京都東久留米市野火止二丁目１番11号

【学校URL】http://www.higashikurume-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０４２－４７７－０７６１
【最寄駅】西武池袋線「清瀬駅」から徒歩15分

西武新宿線「花小金井駅」より西武バス「清瀬駅南口行」
12分乗車「東久留米総合高校」下車、徒歩３分

【設置コース】
①食品サービスコース
②流通加工サービスコース

【令和４年度入学者募集人員（参考）】４０名

【令和４年度入学者出願倍率】１.５８倍

【部活動】昨年度、生徒によるプロジェクトチームにより、バスケット
ボール部、陸上部、スポーツ部、音楽部、科学・パソコン部、総合芸術
部、探究部の計７つを立ち上げ、活動をスタートさせました。

【学校の特色】
・令和３年４月、多摩地区初めての職能開発科として、
東久留米市野火止に開校しました。校訓「知・仁・勇」
（学び続ける人に、思いやる人に、行動する人に）を
建学の精神として、学校づくり２年目を迎えました。
・職業に関する専門教科では、２コースとも事業部制で
学んでいます。食品サービスコースでは「カフェ事業部
とＣＨＫ（※）事業部」、流通加工サービスコースでは
「ロジスティクス事業部とＣＨＫ事業部」を置き、それ
ぞれの事業を生徒が主体的に運営する姿を目指します。

※ＣＨＫ：チャレンジドハウスキーピングシステム。特例子会社を中心に採用されて
いる清掃システム。感染防止を目的とした除菌清掃と衛生管理のシステムが特徴。



青鳥特別支援学校
【開校(開設)年】令和５年

【所在地】（三軒茶屋校舎）東京都世田谷区下馬二丁目３８

（現相談先校舎）東京都世田谷区池尻一丁目一番四号

【学校URL】http://www.seicho-sh.metro.tokyo.jp/

【電話番号】０３－３４２４－２５２５

【最寄駅】東急田園都市線「三軒茶屋駅」から徒歩7分／JR線渋谷駅バス

ターミナル31番より32系統『野沢龍雲寺循環』バス（11分）

または、7番より31系統『下馬一丁目循環』バス（11分）

「自衛隊中央病院入口」バス停下車徒歩７分／東急東横線「祐

天寺駅」から黒０６系統『三軒茶屋駅行』バス９分「住宅前」

バス停下車徒歩３分

【設置コース】①食品コース ②物流コース

【令和５年度入学者募集人員（参考）】未定

【部活動】今年度は「運動部」と「文化部」の

二つで活動し、１年をかけて生徒が来年度以降

の部活動を考えます。

【学校の特色】

・昭和２２年に創立された日本で最初の公立

の知的障害特別支援学校です。

・開校以来、長い歴史の中で地域に根付いた

学校です。八丈島にある分教室と連携した取

組も魅力のひとつです。

・「職業に関する専門教科」で、学校周辺の

商店街など、地域での実地体験を十分に積み、企業での実習に臨みます。

・食品コースや物流コースで専門的な知識・技能を学ぶ他に、3年間をと
おして清掃、事務、情報を学び、幅広い職種に対応できる力を育てます。

・一人一人にあわせた「わかる教科学習」や、「文化祭」「体育祭」など
の行事をとおして、主体性を育み、人間関係の大切さを学びます。

・歴史ある学校で「青鳥はつながる！（将来につながる・地域とつなが
る・充実につながる）」をテーマに、みなさんの学校生活を応援します。

【地域のパスタ屋さんでの清掃活動】

（三軒茶屋校舎）

【三軒茶屋校舎イメージ図】



問合せ先一覧

〇都立永福学園 ０３－３３２３－１３８０

〇都立青峰学園 ０４２８－３２－３８１１

〇都立南大沢学園 ０４２－６７５－６０７５

〇都立志村学園 ０３－３９３１－２３２３

〇都立水元小合学園 ０３－５６９９－０１４１

〇都立足立特別支援学校 ０３－３８５０－６０６６

〇都立港特別支援学校 ０３－３４７１－９１９１

〇都立江東特別支援学校 ０３－３６１５－２３４１

〇都立東久留米特別支援学校 ０４２－４７７－０７６１

〇都立青鳥特別支援学校 ０３－３４２４－２５２５

〇東京都特別支援教育推進室 ０３－５２２８－３４３３


