
校長名 電話番号

川越市 寺田　智礼 0492312121 埼玉県全域 9月16日（金） 10月22日(土)

笠幡 9:10～12:30 10月23日(日)

さいたま市 荒井　宏昌 0486637525 埼玉県全域(北部・東部・南部） 6月中旬予定 10月28日(金)

北区 埼玉県全域 9:30～12:00 10月29日(土)

坂戸市 原田　篤 0492810174 埼玉県　荒川以西 6月3日（金） 随時　見学可 一般向け学校公開 10月29日（土）

鎌倉町 午後 要　事前連絡 6月2日（木）

蓮田市 小秋元　美弥子 0487693191 （病）埼玉県全域 5月31日（火） 10月4日（火） 11月9日（水） 11月5日（土）

黒浜 （肢）さいたま市、上尾市、蓮田市、伊奈町 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

熊谷市 竹井　彰彦 0485323689 11月19日

川原明戸 ＊要問合せ

越谷市 小池　八重子 0489752111 越谷 草加 川口 三郷 11月7日（月）～18日（金）

船渡 八潮 吉川 蕨 松伏町 一般公開しない

和光市 佐藤　忠好 0484659770 さいたま 川口 蕨 戸田 和光 朝霞 6月3日（金） 11月19日（土）

広沢 新座 志木 ふじみ野 富士見 所沢 三芳 10:00～12:00 11月26日（土）

日高市 金井　信也 0429854391 日高 鶴ヶ島 坂戸 鳩山 狭山 所沢 10月31日（月）

高富 入間 飯能 日高 越生 毛呂山 10:00～14:00

宮代町 神田　剛広 480352432
金原

川島町 恵賀　正治 0492977753 さいたま西区・大宮区 川越 上尾 桶川 伊奈 鴻巣 北本 東松山 坂戸 11月1日（火） 11/7（月）～21（月）土日除く

伊草 富士見 ふじみ野 吉見 川島 訪問籍（他市 都内・他県=カルガモの家） 10:00～12：00 10:00～12:00 要問合せ

さいたま市 内河　水穂子 0486225631 さいたま 11月4日（金） 11月5日（土） 11月5日（土）

西区 10:00～12：00 10:00～12：00

さいたま市 入澤　真理香 0487120395 さいたま 公開予定なし

緑区 見沼区 浦和区 緑区 南区
川越市 深井　秀仁 0492350616 川越 川島町 6月28日(火) 10/21、24、25、26、27、28

古谷上 10:00～12：00 要問合せ

和光市 矼　秀年 0484659780 和光 朝霞 新座（一部） 10月19日(水) 11月12日(土)小中

広沢 戸田（小中のみ） 10:00～12：00 11月19日(土)高

行田市 田中　理子 0485543302 行田 羽生全域 9月13日（火） 11月15日（火）

長野 熊谷 鴻巣の一部地域 10:00～12:00 10:00～12:00

春日部市 台　秀彦 0487611991 春日部 杉戸 宮代 岩槻区 非公開で実施

八丁目
三郷市 谷ケ﨑　覚 0489521205 三郷 八潮 吉川 6月27日（月） 11月1日（火） 11月11日（金）

駒形 10:00～12：00 10:00～12:00 11月12日（土）

本庄市 山本　典之 0495243747 本庄 深谷 上里町 6月21日（火） 6月22日（水） 10月31日（月） 11月1日（火） 11月2日（水） 未定

栗崎 神川町　美里町 9:30～14:00 9:30～14:00 9:30～14:00 9:30～14:00 9:30～14:00

上尾市 竹野谷　一幸 0487749331 上尾 桶川 11月30日(水)

東町 10:00～12:00

東松山市 森田　暢宏 0493242611 東松山 滑川 嵐山 小川 ときがわ 6月21日（火） 11月7日（月） 10月29日（土）

野田 吉見 東秩父 熊谷の一部 10:00～12：00 10:00～12：00

さいたま市 髙井　賢一 0488781221 さいたま市緑区、南区、浦和区 12月8日（木）

緑区 10:00～12：00

久喜市 池田　宏 0480230081 久喜 幸手 白岡 加須 6月14日（火） 11月19日(土)

上清久 10:00～12：00

お問い合わせください

肢
体
不
自
由

随時受付（要問合せ）

11/7（月）～11/21（月）

※学校公開に参加される際は各校進路指導主事までご連絡お願いいたします

（経営者協会、経済同友会、中小企業家同友会、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会等）
学校所在地 児童生徒居住市町村

熊谷、深谷、本庄、行田、羽生、鴻
巣、寄居、児玉郡、比企郡の一部

※当日受付の際に企業名、所属経済団体名をお伝えください

高東部カリ
キュラム

【令和４年度　県内特別支援学校 企業向け学校公開一覧】

学校名校種

視
覚

特別支援学校
塙保己一学園

特別支援学校
大宮ろう学園

蓮田特別支援学校
（肢・病弱）

聴
覚

学部 企業向け学校公開日（一般学校公開含む） 文化祭日程
進路mailアドレス

幼小中
高専

普通科
専攻科 sinrobu.s@mo-sb.spec.ed.jp

普通科
専攻科 sinnro@ohmiya-sd.spec.ed.jp

特別支援学校
坂戸ろう学園

幼小中
高

普通科
sinro@sakado-sd.spec.ed.jp

幼小中
高専

小中高 普通科
shunro@hasuda-sh.spec.ed.jp

熊谷特別支援学校 小中高 普通科
shinro@kumagaya-sh.spec.ed.jp

越谷特別支援学校 小中高 普通科
5月27日（金）6月8日（水）6月21日（火）7月11日（月）9月7日（水）9月14日（水）9月29日（木）10月18日（火）

shinro@koshigaya-sh.spec.ed.jp 11月25日（金）12月19日（月）1月27日（金）2月13日（月）3月7日（火） 全日10:00～12：00

和光特別支援学校 小中高 普通科
shinro@wako-sh.spec.ed.jp

日高特別支援学校 小中高 普通科
shinro@hidaka-sh.spec.ed.jp

宮代特別支援学校 小中高 普通科
shinro@miyayo-sh.spec.ed.jp

川島ひばりが丘特別支
援学校

小中高 普通科
shinro@hibari-sh.spec.ed.jp

さいたま市立
ひまわり特別支援学校

小中高 普通科
himawari@saitama-city.ed.jp

さいたま市立
さくら草特別支援学校

小中高 普通科
sakurasou@saitama-city.ed.jp

①
知
的
障
害
（

小
・
中
・
高
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高
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川越特別支援学校 小中高 普通科
shinro@kawagoe-sh.spec.ed.jp

和光南特別支援学校 小中高 普通科
shinro@wakominami-sh.spec.ed.jp

行田特別支援学校 小中高 普通科
sinro@gyoda-sh.spec.ed.jp

春日部特別支援学校 小中高 普通科
個別での見学のみ実施

shinro@kasukabe-sh.spec.ed.jp

三郷特別支援学校 小中高 普通科
shinro@misato-sh.spec.ed.jp

本庄特別支援学校 小中高 普通科
shinro@honjo-sh.spec.ed.jp

上尾特別支援学校 小中高 普通科
ageyou-shinro@ageo-sh.spec.ed.jp

東松山特別支援学校 小中高 普通科
219-shinro@higashimatsuyama-sh.spec.ed.jp

浦和特別支援学校 小中高 普通科
sinrosidou@urawa-sh.spec.ed.jp

久喜特別支援学校 小中高 普通科
shinro@kuki-sh.spec.ed.jp
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校長名 電話番号
学校所在地 児童生徒居住市町村高東部カリ

キュラム学校名校種 学部 企業向け学校公開日（一般学校公開含む） 文化祭日程
進路mailアドレス

さいたま市 山口　伸一郎 0486227111 さいたま市(西区 北区 南区 6月14日(火) 9月13日(火) 11月4日（金）

西区 桜区 中央区 大宮区 浦和区 10:00～12：00 10:00～12：00 10:00～12：00

越谷市 長島　裕輔 0489620272 越谷・松伏町 7月4日（月） 12月12日（月） 学部毎開催

西新井 10:00～12：00 10:00～12:00 日程未定

加須市 城戸　真理 0480733510 北本 加須 鴻巣 久喜の一部 6月24日（金）

上種足 10:00～12:00

毛呂山町 丸山　仁之 0492947200 坂戸 鶴ヶ島 毛呂山 越生 11月1日（火） 10月9日（日）

川角 鳩山 10:00～12：00

上尾市 金子　功 0487764601 さいたま市(北区 見沼区 浦和区 大宮区 1月24日（火） 11月18日(金）19日（土）

平塚  緑区 西区)蓮田市 伊奈町 上尾市 10:00～12：00 一般公開19日

深谷市 楠奥　佳二 0485781701 深谷 熊谷 寄居 6月9日(木） 6月10日(金） 11月19日(土）

本田 9：00～12:00 9：00～12:00

草加市 小林　直紀 0489462131 草加 越谷 川口（一部） 10月21日、27日 11月4日(金) 11月10日(木) 11月11日(金) 11月25日(金) 12月15日、16日 11月19日(土)

松原 10:00～12：00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00

富士見市 齊藤　七実 0492532820 富士見 ふじみ野 6月22日（水）

上南畑 10:00～11：20

さいたま市 吉川はる奈 0486636803 埼玉県全域 10月26日（水）

北区 さいたま、川越、上尾等 9：00～12：00

川越市 深井　秀仁 0492388051 県西部全域 7月11日（月） 7月13日（水） 7月14日（木） 10月3日(月) 10月4日（火） 10月5日（水） 9月9日（金）

砂新田 東上線沿線中心 10:00～12：00 10:00～12：00 10:00～12：00 10:00～12：00 10:00～12：00 10:00～12：00

さいたま市 山口　伸一郎 0486205251 埼玉県全域 9月29日（木） 9月10日（土）

西区 さいたま周辺 9:50～12:00

草加市 小林　直紀 0489466607 埼玉県全域 10月1日（土）

原町 県南東部周辺 要問合せ

松伏町 長島　裕輔 0489405763 埼玉県全域 さいたま 春日部 12月1日(木） 12月6日(火)

ゆめみ野東 越谷 吉川 草加 宮代 松伏 10:00～12:00 10:00～12:00

上尾市 竹野谷　一幸 0487298828 埼玉県全域 5月13日（金） 7月1日（金） 10月7日（金）

中新井 上尾 さいたま 白岡 10:00～11:30 10:00～11:30 10:00～11:30

北本市 城戸　真理 0485946679 埼玉県全域 6月22日（水） 2月10日（金）

古市場 10:00～12:00 10:00～12:00

宮代町 台　秀彦 0480470033 埼玉県全域 6月24日（金） 11月1日（火）

東 10:00～12:30 10:00～12:30

さいたま市 三原　和弘 0488588815 埼玉県全域 6月30日（木） 10月25日（火） 11月19日（土）

桜区 13:00～16:30 13:00～16:30

羽生市 小林　幹弥 0485602020 埼玉県全域 深谷 熊谷 行田 5月16日（月） 6月21日（火） 11月7日（月） 11月8日（火） 11月19日（土）

下羽生 羽生 加須 鴻巣 久喜ほか 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

入間市 炭谷　　渉 0429415771 職)埼玉県全域（県南西部周辺） 6月28日（火） 6月29日（水） 6月30日（木） 11月25日（金） 11月28日（月）

小谷田 普)入間 狭山 飯能 日高 所沢 10:20～12:00 10:20～12:00 10:20～12:00 10:20～12:00 10:20～12:00

戸田市 松田　功 0482997919 戸田 川口 蕨 10月28日（金） 11月26日（土） 11月26日（土）

新曽 10:00～12：00 10:00～14:00 一般公開については未定

川越市 肥留間　智子 0492222753 埼玉県全域 川越 ふじみ野 所沢 6月30日（木） 10月4日（火） 11月19日（土） 9月17日（土）

宮下町 狭山 坂戸 鶴ヶ島 小川町 富士見 和光 13:30～15:00 10:00～11:30 10:00～14:00

秩父市 尾上　直也 0494241361 秩父 横瀬町 小鹿野町 6月20日（月） 10月31日（月） 11月26日（土）

大宮 皆野町 長瀞町 10:00～12:00 10:00～12:00

所沢市 掛川　達雄 0429511102 志木 新座 富士見 所沢
南永井 ふじみ野 三芳
狭山市 岩田　輝子 0429531612 狭山 入間 飯能 日高 6月7日（火） 6月17日（金） 7月6日（水）

笹井 10:00～11：30 10:00～11：30 10:00～11：30

所沢市 尾上　直也 0429948733 所沢市 11月1日（火） 11月12日（土）

中富南 10:00～12：00

川口市 マディガン幸子 0482834111 川口 蕨 7月14日(木） 11月4日（金） 一般公開の予定はありません

赤井 10:30～12:00 10:30～12:00

さいたま市 小佐野　雅子 0486015531 埼玉県全域 11月1日（火）

中央区 全国各地 14:30～15:45

お問い合わせください
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大宮北特別支援学校 小中高 普通科
sinro@kitayou-sh.spec.ed.jp

越谷西特別支援学校 小中高 普通科
shinro@koshigayanishi-sh.spec.ed.jp

騎西特別支援学校 小中高 普通科
shinro@kisai-sh.spec.ed.jp

毛呂山特別支援学校 小中高 普通科
shinroshienbu@moroyo-sh.spec.ed.jp

上尾かしの木特別支援
学校

小中高 普通科
shinro@kashinoki-sh.spec.ed.jp

深谷はばたき特別支援
学校

小中高 普通科
shinro@habataki-sh.spec.ed.jp

草加かがやき特別支援
学校

小中高 普通科
shinro@kagayaki-sh.spec.ed.jp

富士見市立
富士見特別支援学校

小中高 普通科
fyougos@circus.ocn.ne.jp

埼玉大学教育学部
附属特別支援学校

小中高 普通科
shinro@gr.saitama-u.ac.jp

川越特別支援学校
川越たかしな分校

高 普通科
r350616@pref.saitama.lg.jp

大宮北特別支援学校
さいたま西分校

高 普通科
bunko-sinro@kitayou-sh.spec.ed.jp

草加かがやき特別支援
学校草加分校

高 普通科
学校公開日は設定していません。

bunko.shinro@misato-sh.spec.ed.jp 見学を希望される企業様は進路担当まで直接お問い合わせください。

越谷西特別支援学校
松伏分校

高 普通科
matsubushibunkou@spec.ed.jp

上尾特別支援学校
上尾南分校

高 普通科
n298828@pref.saitama.lg.jp

騎西特別支援学校
北本分校

高 普通科
k946679@pref.saitama.lg.jp

春日部特別支援学校
宮代分校

高 普通科
g470033@pref.saitama.lg.jp

特別支援学校
さいたま桜高等学園

高
職業学

科 syuurou@saitamasakura-sh.spec.ed.jp

特別支援学校
羽生ふじ高等学園

高
職業学

科 syurou@hanyufuji-sh.spec.ed.jp

入間わかくさ
高等特別支援学校

高
職業学

科
普通科

shinro@iw-sh.spec.ed.jp

戸田かけはし特別支援
学校

高 普通科
a997919@pfef.saitama.lg.jp

川越市立特別支援学校 高 普通科
tokubetsushien@city.kawagoe.saitama.jp

知・肢
併設

秩父特別支援学校 小中高 普通科
shinro@chichibu-sh.spec.ed.jp

所沢おおぞら
特別支援学校

小中高 普通科
shinro@oozora-sh.spec.ed.jp

知的
小中

狭山特別支援学校 小中 普通科

所沢特別支援学校 小中 普通科
shinro@tokorozawa-sh.spec.ed.jp

川口特別支援学校 小中 普通科
kawatokushinnro@kawaguchi-sh.spec.ed.jp

病弱
小中

けやき特別支援学校(小
児医療センター併設)

小中 普通科
n575501@pref.saitama.lg.jp

　下記日程以外にも随時学校見学を受け付けております（進路指導主事まで直接お問い合わせください）
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