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所沢市の特色ある特別支援学級と通級指導教室 

特色ある特別支援学級 

通級指導教室 

防衛医科大学校病院内学級　　　　　　 
   「ひまわり学級」 
   入院している子のための学級 

  ・一人一人の健康状態や学習進度に合わせ　 
　 て指導します。 
  ・入院しても勉強と学校生活が続けられま  
   す。 
　　　　　　　　　　　　　　 
　                                          → 3pへ 

    弱視特別支援学級 
    「おおぞら学級」 
  目の見えにくい子どもが通う学級 

・拡大読書器やコンピュータ等を積極的に活 
　用し，障害による困難さを改善・克服する　 
　とともに，認知機能を高めます。 
・通常の学級との交流を深めながら，対人関 
　係や生活面の向上を図ります。→ 8pへ 

前書き
　所沢市には，特色のある特別支援学級と通級指導教室があります。
本冊子には，これらの学級・教室をより広く利用していただくために，それぞ
れの指導内容や，入級までの手続きについてまとめてあります。
　多くの先生方にこの冊子を手に取っていただき，所沢市の特色ある特別支援
教育に理解を深めてもらいたいと考えています。

    「きこえ・ことばの教室」 
　きこえやことばに課題のある 
　                   子どもが通う教室 

・通常の学級に在籍しながら，聴覚・言語の 
　課題に応じた特別な指導を受けられます。 
・指導が必要な場合は，年度の途中からでも 
　始められます。 
　　　　　　　　　　　　　　→ 10pへ 

　そだちとこころの教室 
　「フロー」「PEACE」 

           発達障害のある子のための教室 

・認知処理能力やコミュニケーション能力， 
　対人関係能力など一人一人の課題にそっ 
　た支援を行います。 
・通常の学級でより豊かな生活が送れるよう 
　に支援します。　・小学生→ 13pへ 
　　　　　　　　　・中学生→ 17pへ 



１章　病弱・身体虚弱特別支援学級（院内学級） 

 
１　「院内学級」とは？ 

 

 
２　「ひまわり学級の教育目標」は？ 

 
３　「ひまわり学級の指導方針」は？ 
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　「院内学級」は、正式に定義された用語ではありませんが、一般的に、入院中の児
童生徒に対して教育を行うために、病院内に設置された小中学校の特別支援学級や特
別支援学校の学級のことを言います。 
所沢市では所沢市立並木小学校と所沢市立中央中学校の分教場として 防衛医科大学

校病院の小児科病棟内に設置しています。 通称「ひまわり学級」といいます。 
防衛医科大学校病院に入院している小学生、中学生が対象です。所沢市外に在住の

方も対象です。  
この学級では、一人一人の健康状態や学習進度に合わせ、退院後の復学になるべく

支障がないよう、個々に応じた指導を行っていきます。 
院内学級担任・医師・看護師等との連携を密にして 毎日の病状の変化や健康状態に

配慮した時間と方法で学習します。その日の体調によっては、ベッドサイドに先生が
出向いての指導も行います。

・児童生徒一人一人が病気を正しく理解し、病状に応じて無理のない学習ができ 
　るようにします。 
・健康回復の意欲を持ち、安定して入院生活が送れるようにします。　 
・児童生徒の病状や能力に応じた学習を行い、入院中の学習の空白を補います。 
・必要に応じ、原籍校と連携し、退院後の在籍校へのスムーズな復帰をめざします。

・児童生徒との交流を深めて、情緒の安定を図ります。 
・医療関係者との連携を図り、児童生徒の病状に応じた学習を行ないます。 
・体験学習や集団活動などをとり入れて、入院生活に変化をもたせ、学級生活を楽し
く過ごせるようにします。 

・必要に応じ、原籍校担任と連携を行ないます。 
　（本人並びに保護者が希望されない場合は連絡を行いません。） 



４　「ひまわり学級の指導体制」は？ 

５　「ひまわり学級の入級（あるいは体験学習）対象者」は？ 

 

６　「ひまわり学級の入級手続き」は？ 
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　　防衛医科大学校病院に入院加療中の小・中学生で、入級（あるいは体験学習）を希
望し、担当医師の許可を得た児童生徒です。

★入級する児童生徒（2週間以上の入院）は、一時的に学籍を所沢市立並木小学校ある
いは中央中学校に移動する必要があるため、下記の書類を提出します。 
（書類の流れ） 
① 入級通知書　医師→保護者→医師→学級担任→所沢市教育委員会　 
② 在学証明書　原籍校　→　並木小学校または中央中学校 
③ 教科用図書給与証明書　　原籍校　→　並木小学校または中央中学校 
※ 区域外就学願（所沢市以外の在住者）　　 

保護者　⇒　学級担任　→　所沢市教育委員会　 
＊「院内学級転入・転出簿」により、通常学級とは別途に扱います。 
＊　教科書は規定どおり給付されます。ただし、原籍校への復帰が前提ですので、な
るべく原籍校の教科書を使用し授業を行います。

★入院期間が短い児童生徒(２週間以内）も、「体験学習」の扱いでひまわり学級に参
加ができます。参加した日は在籍校の校長の判断により「出席扱い」にすることもあ
ります。下記の書類を提出します。 

　　①「体験学習の申し出について」　 
　　　　医師 ⇒ 保護者 ⇒ 医師 ⇒ 学級担任　→ 所沢市教育委員会 
　　②「体験学習誓約書」　  

　　医師 ⇒ 保護者 ⇒ 医師 ⇒ 学級担任 → 並木小学校または中央中学校

・小学校教諭1名、中学校教諭1名がそれぞれ指導に当たります。 
・活動により小中合同で行うこともあります。 
・授業日は、原則として月曜日から金曜日です。 
・長期休業日中に、補習授業等を実施することもあります。　



７　「ひまわり学級の学習体制」は？ 

 

 
８　「ひまわり学級の学習の特徴」は？ 
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・毎日の教室への登校は、医師の許可を得
たうえで行います。 

・右のような時間割によって授業を進めま
す。 

・治療計画に応じた学習計画を立て、授業
時間や時数については配慮します。 

・原籍校と連絡をとりあいながら、学習内
容や教材を調整しながら個別学習を中心
にして授業を進めます。教科書は原則と
して元の小・中学校のものを使用しま
す。プリント、テスト等も同様です。 

・疾病の状況に応じ、病室ベッドサイドで
の学習が可能な場合は担任が病室に訪問
し学習を進めることもあります。

・体験学習の不足を補うためのつぎのような工夫をしています。 
　　♯視聴覚教材（ＮＨＫ教育放送番組など）の活用 
　　♯コンピューター・ipad（学習ソフト・インターネット）の活用 
　　♯ゲストティーチャーによる授業 

（例）ALTによる英語活動、音楽療法士による音楽活動、所沢図書館の方によ
るお話会など 

・「自立活動」に取り組みます。自立活動の目標は、「個々の児童生徒が自立を目指し、
障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、
技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うこと」です。 

　　♯児童生徒に病気を理解させ、健康管理の指導をおこなう。 
　　♯季節感を取り入れた活動（制作活動）への参加を促す。 
　　♯小中学校合同で活動し、異年齢経験を積む。 
　　♯ひまわり学級ニュースを作成する。 
　　♯小児科病棟行事（七夕行事、夏祭り、クリスマス会）への参加。　 



９　「ひまわり学級での出欠席等の扱い」は？ 

１０「ひまわり学級での主な行事」は？ 

 
１１入院時の原籍校との関係はどうなっていますか？ 
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・原則として、入院中は教室に登校できなくても「出席扱い」とします。 
・外泊等により病院内に不在となる場合は「欠席」となります。 
　ただし、原籍校に復学したのち通院する場合はこの限りではありません。 
　（「体験学習」として扱うことがあります。）

ひまわり学級では、体験の不足を補ったり、入院生活に変化をもたせたりするため
に教科や特別活動のなかで、ゲストティーチャーを招いてさまざまな活動を行います。
また、小児科病棟主催の行事にも積極的に参加します。 

• 　７月　小児科主催七夕（ひまわり学級で笹の飾り付け） 
• 　８月　小児科主催夏祭り 
• １２月　小児科主催クリスマス会 
• その他　研修医によるマジックショー、チェロ演奏会、ミューズ主催落語会

ひまわり学級では、原籍校と連携し、退院後のスムーズな復帰をめざします。 
入院時より、保護者や児童生徒の皆さんに了解を得て、原籍校と連絡をとりながら

支援をしていきます。そのような原籍校との関係を大切にしていくことが、退院後の復
帰を容易にしていくものと考えています。 

学習内容や教材を調整しながら学習を進めます。教科書は原則として元の小・中学
校のものを使用します。プリント、テスト等も原籍校から送ってもらい取り組むことも
あります。特に、中学校の場合は、原籍校と協議しながら、定期テストの問題を送って
もらい、ひまわり学級で実施し送り返す、というようなことをすることもあります。 

　必要に応じて、復学後、原籍校で配慮してもらう事項（学習進度、体育への参加、健
康管理の方法、緊急時の対応、今後の見通しなど）について医療スタッフを交えて原籍
校の先生方と話し合いを持つこともあります。
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防衛医科大学校病院　入院 
（保護者・児童生徒が入級・体験を希望） 
（担当医師が許可した児童生徒）

正式入級（在籍の移動あり） 
2週間以上の入院

体験学習（在籍の移動なし） 
2週間未満の入院等

【市内】 
①「院内学級入級通知書」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
※書類は、医師・看護師より保護
者に手渡される　 

医師・看護師 ⇒保護者 ⇒ 医師・
看護師 ⇒ 院内担任 ⇒ 市教育委
員会（原本）・各校長（写し） 
※各校は、前籍校と転籍日付を協
議して決定。市教委に連絡 

①「体験学習の申し出について」 
　②「体験学習誓約書」　 
※書類は、医師・看護師より保護者に手渡される。 
①医師・看護師⇒保護者⇒　院内担任⇒ 市教育委員会 
②医師・看護師⇒保護者⇒院内担任⇒各校長 
　　　　　　　　　　　　　　　　（並木小・中央

【市外】 
①「院内学級入級通知書」 
②「区域外就学願い」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
※書類は、医師・看護師より保護
者に手渡される　 

医師・看護師 ⇒保護者 ⇒ 医師・
看護師 ⇒ 院内担任 ⇒ 市教育委
員会（原本）・各校長（写し） 
※各校は、前籍校と転籍日付を協
議して決定。市教委に連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 体験学習開始（２週間以内とする） 

・連絡・問合せ等は、保護者並びに院内担任が在籍校担任
へ行う。 
・学習内容については、院内担任と本人・保護者、在籍校
担任と相談して決める。 
・教材は、原則在籍校で使用しているものを活用する。

【市内】 
転籍手続き 
・学校教育課・・転校手続き 

（前籍校並びに各校へ） 

・各校・・前籍校に必要書類の授受・
送付依頼（在学証明書・教科書給与
証明書→要録の写し・健康診断票
等） 
・院内担任 ・・前籍校と連絡（担任
へのお願い、院内学級の案内） 
保護者に個人調査表の記入を依頼、
特支就学奨励費調書の配布 
・保護者・・前籍校に連絡、個人調
査表・奨励費調書の記入・提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【市外】 
転籍手続き 
・学校教育課・・転校手続き 
（他市町村教委と協議並びに各校
へ） 
・各校・・前籍校に必要書類の授
受・送付依頼（在学証明書・教科
書給与証明書→要録の写し・健康
診断票等） 
・院内担任 ・・前籍校と連絡（担
任へのお願い、院内学級の案内） 
保護者に個人調査表の記入を依
頼、特支就学奨励費調書の配布 
・保護者・・前籍校に連絡、個人
調査表・奨励費調書の記入・提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

体験学習終了～退　院 
院内担任・・医師・看護師より退院の連絡を受け
る。市教委へ連絡、各校長へ連絡、 
在籍校へ連絡（出欠状況を在籍校に通知する。出欠
の扱いについては、在籍校の校長の判断による。）

授業開始 
院内担任・・前籍校と学習内容等の連絡・協議・相談。必要な教材・プリント類の送付依頼の
連絡及び学級通信等を前籍校に送付などの連携をとる

退　級～退　院 
院内担任・・医師・看護師より退院の連絡を受ける。各校、前籍校、市教委に連絡。 
各校・・前籍校と退級の日付を調整する。内容を市教委に連絡する 

①「院内学級退級通知書」 
※書類は、医師・看護師より保護者に手渡される　 
医師・看護師⇒保護者⇒医師・看護師⇒院内担任⇒ 市教育委員会（原本）・各校長（写し）

※　退院＝退級 
H26.1月運営委員会で確認 
退院日の翌日から前籍校の在籍

【市外】 

転籍手続き 
・学校教育課：転校手続き（他市町村教委に連絡） 

・各校：必要書類を作成し送付 
　　　（在学証明書・教科書給与証明書→要録の写し・健康診断票等） 
・院内担任 ：前籍校と連絡、要録の作成 
・保護者：前籍校担任に連絡 

※保護者が、転学先の教育委員会に「在学証明・教科書給与証明書」を持参
しなければならないときは、退院日までに関係書類を保護者に交付し、委員
会持参後前籍校に提出してもらう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【市内】 

転籍手続き 
・学校教育課・・転校手続き（前籍校） 

・各校：必要書類を作成し送付 
　　　（在学証明書・教科書給与証明書→ 
　　　　要録の写し・健康診断票等） 
・院内担任 ：前籍校と連絡、 
　　　　　　 要録の作成 
・保護者：前籍校担任に連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　



２章　弱視特別支援学級「おおぞら学級」 

１　対象児童 

２　特徴 
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　弱視特別支援学級は，知的障害特別支援学級や自閉症・情緒障害特別支
援学級と同様に特別支援学級として位置付けられ，目に見えにくさがある
児童が通う学級です。 
　対象にしている児童は，両眼の矯正視力が０.３未満０.０４以上です。 
（眼鏡等を利用しても，教室の一番前の席で黒板の字が見えづらい児童）

　照明の工夫や視覚補助具（拡大
読書機やパソコン等）を活用し，
特別な配慮をしながら視知覚の向
上を目指し，教科などの指導を行
なっています。

　県立盲学校（埼玉県立特別支援
学校塙保己一学園）と連携し，巡
回相談で年に数回授業を参観して
もらい，助言を受けています。

近くにある国立障害者リハビリ
テーションセンター病院（ロービ
ジョンクリニック）の専門医の指
導を受け，弱視レンズなどを活用
できるようにして 
います。

通常学級との交流では，日常生活
や教科の学習を通し，集団での対
人関係や社会性などを身につけて
いきます。



３　環境整備 

・網膜像の拡大 
　　拡大教科書・拡大教材，視覚補助具（単眼鏡， 
ルーペ，拡大読書器等） 

 

・見やすい教材の準備 
　　視覚的ノイズの除去，コントラストの増強，色彩への配慮 
 

・教室環境 
　　照明のコントロール，傾斜机や書見台，ブラインドやカーテン 

 

・使いやすい道具の選定 
　　定規，コンパス，iPad，タッチパネル式パソコン，大型テレビ 
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書見台

タッチパネル式パソコン

照明

         拡大読書器



３章　きこえ・ことばの教室 
１　難聴・言語障害通級指導教室（「きこえ・ことばの教室」）で　 
　　想定している児童  
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きこえにくい 

・きこえを補っている。 
　　補聴器を装用している 
　　人工内耳を使用している 

・話が伝わりにくい。 
　　語彙が少ない。 
　　助詞などの使い方が苦手。 
　　正しく発音できない音が 
　　ある。

発音を誤る 

・幼児音が残っている。 
　　オカーサン→オタアシャン 
　　ラッパ→ダッパ 
　　ゲンキ→ジェンチ　など 
　 
・正しく発音できない音
がある。　 

　　何かこもったような音 
　　息が漏れるような音 
　　鼻にかかる声など

どもっている 

・話す時の音やことばが 
　なめらかに出ない。 
     繰り返し（カ,カ,カラス） 
      伸ばし（カーラス） 
      つまり（ンー……ッカラス） 
・話す時に身体が動いてし 
　まう。 
　　表情をひきつらせる 
　　手足で拍子をとる　など　　　

「きこえ・ことばの教室」での通級による指導の 
対象の児童は、次のような子どもたちです。

「きこえ・ことばの教室」では 
　　　　　　　　このような指導（自立活動）をしています。

・補聴器等の管理 
・言葉、助詞、発音 
　の学習 
・難聴について知る 
・学級や学校、家庭の 
　環境調整

・吃音について知る 
・楽な話し方 
・発表の仕方 
・学級や学校、家庭の 
　環境設定

・正しい音の出し方 
・正しい音を使った 
　言葉や文の練習 
・学級や学校、家庭の　 
　環境調整

・1対1の個別指導です。          
・週1回2単位時間です。 
・在籍校の授業と重なっても、遅刻や早退の扱いにはなりません。 
・入級と退級は、月に1回行われる就学支援委員会で審議するので 
　随時できます。



２　「きこえ・ことばの教室」指導開始までの流れ 
  

　　　　　 
　　　　　　　 
 
 
  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　通級の希望があれば・・・・ 
  

 

 

 
　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　 

      在籍校が2つの書類を教育委員会へ提出 
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　様子をみる・通級の希
望が無い・他の課題が見
つかった等の場合は、 
ここで終了となります

③入級のための相談（就学相談）をおこないます。【保護者】 
　・指導内容の説明、確認 
　・通級制度についての詳しい説明（指導内容・通級時間等） 
　・手続きの説明や入級までの日程確認

「入級願」：保護者から担任を通して提出 「学校長の進達」：学校の書類

①保護者が、相談の申し込みをします。

②きこえやことばに関する相談を 
　おこないます。【保護者・児童】 
　・保護者面談（相談の詳しい内容・生育歴等） 
　・諸検査の実施（発音・語彙・吃音等） 
　・検査結果の報告と今後について話し合い

④書類を出して入級の手続きをおこないます。 

⑤通級による指導が適切な支援であるか話し合います。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【就学支援委員会　難・言部】

※来年度入学予定の幼児は、 
　就学時健康診断後、 
　相談受付をおこないます

⑥入級が決まったら 
　「きこえ・ことばの教室」保護者会に参加して通級日時を決めます。 
　　　　　　　　　　 

指導が始まります。 

※在籍校に「入級願」を提出し 
　相談を行う流れもあります。



３　在籍学級との連携 
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連絡帳 
　指導した内容や改善の状態を
連絡帳にてお知らせいたしま
す。 
　担任の先生が気になったこと
などもこちらの連絡帳を通じて
やり取りすることができます。
保護者も同様に記入できます。 
　

市内各小学校

～返送～ 

１０月 第３週 
・ 

　３月 第２週 

～発送～ 

１０月 第１週 
・ 

   ３月 第１週 

年２回　指導報告書

    
 返
　
送

  並木・三ヶ島小学校 
きこえ・ことばの教室

個別計画

出席簿
通級指導教室設置校

発 
　送



第４章　そだちとこころの教室　（フロー：小学生対象） 
１　通級による指導とは 

２　想定している児童 

13

座っているべきときに，席を離れてしまう。 

何かにかりたてられるように， 
活動してしまう。 

困惑すると，つい激しい行動に 
出てしまう。

通級指導教室設置校

市内各小・中学校

　通常の学級に在籍し，ほとんどの授業を通
常の学級で受けながら，子どもの状態に応じ
た特別な指導を週１～８単位時間，特別な指
導の場で行う。

通級による指導

・一人ひとりの教育的ニーズに応じて弾力的に教育の場を用意 
・通常の学級に在籍する児童生徒の教育機会を保証する特別措置

フローでの通級により指導を想定している児童は 
　　　　　　　　　　　　次のような子どもたちです。

注意の集中 
ができない。 

ちょっとした
きっかけで注
意をそがれや
すい。

頑張って書いて
いるのに字の形
が整えにくい。

体や手の動作が
なめらかにいか
ない。 

落し物が多い。 

整理整頓 
が極端に 
苦手。

相手のことばや表情
で，相手の気持ちや考
えを読み取ることが難
しい。 

場や雰囲気や状況に合
わせて，ふるまうこと
が難しい。

家では話せるのに， 
学校では緊張して 
しまって話せない。



３　そだちとこころの教室の指導 

４　通級指導期間 
 

14

集中して課題に 
取り組む学習

コミュニケー 
ションスキル 
の学習

体を上手に使う 
学習

個別指導が原則ですが，必要に応じて 
グループ指導を行います

目や耳，指など 
を上手に活用する 

学習

原則，通級開始時期は4月と10月の２回です。いずれも１年間の通級指導の後，半年間
の観察評価期間（通級担当者が在籍校での児童・生徒の様子を見守る期間）を設け，
退級か否かを検討します。



５　通級指導開始までの流れ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
　※判定にあたっては，以下の基準を適用します。
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①教室説明（通級指導教室にて）

②入級願提出（就学相談申し込み）

保護者が直接教室へ連絡します。

保護者が在籍校にある用紙 
（様式１：通称「入級願」）を受け取り， 
記入し，在籍校に提出します。

③校内委員会（在籍校で検討）

④就学相談開始

⑤授業観察・担任面談 就学支援委員が学校訪問します。

⑥保護者面談 保護者が通級指導教室に来て行います。

⑦判定会議（就学支援員会） 結果は教育委員会より郵送します。

校内で，通級指導が適切か 
どうかを検討します。

知能検査は，就学相談の中で実
施することもできます。

所沢市の発達・情緒通級基準 

所沢市では，所教学第２４７号（平成１９年６月１５日）により， 
以下の５条件を全て満たす児童を通級による指導の対象として市内各学校に通知している。 

・通常学級に在籍し医療機関との連携が取れている 
・全般的な知的発達の遅れがない（IQ８０以上） 
・保護者，学校（学級担任）と連携が取れる 
・保護者が児童の送迎を行うことができる 
・反社会的な非行問題行動がない

　在籍校から教育委員会へ入級願 
（様式１）と進達（様式２）を提出
します。



６　在籍学級との連携 
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A４ファイル 
　当日あるいは次の日にファイルを子
ども（保護者）が担任の先生に渡しま
す。担任の先生には目を通した印をい
ただいています。 
　次回の通級時までにファイルを子ど
も（保護者）にお返しください。

市内各小学校年２回　指導報告書

並木・泉小学校 
そだちとこころの教室

～発送～ 

１０月第１週 
・ 

３月第１週 

～返送～ 

１０月第３週 
・ 

３月第２週 

    
   返
　送

通級指導教室設置校

個別計画

個別計画

   発
　送



第５章　そだちとこころの教室（PEACE：中学生対象） 
 
１　そだちとこころの教室「PEACE」の学習 
　　　　　　発達段階に応じた「発達特性・学力特性による，学習上・生活上の困難」を 
　　　　　　　  改善・克服するための自立活動が指導の中心です。  

 

 
 
２　教育相談を生かした生徒への支援 
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失敗経験 周囲の反応

頑張ってもできない 
思い通りにならな
い苛立ち

指導内容

コミュニケーションスキルや行
動・感情をコントロールする学習

注意，記憶，視覚・聴覚情報
処理などの認知能力の偏りや
不得意を少なくする活動

学習の基礎・音読・書字・ 
計算・ノートテイク・ 

提出物等の管理に関する活動

卒業に向けての進路に 
関する学習

運動企画力・手指の巧
緻性の向上を目的とし
た感覚統合活動

教育相談 
自分の気持ちと向き合
い，他者に相談すること
で問題解決能力を養う， 
安心できる場所， 
心のエネルギーの充電

本人の特性 
社会性の未熟さ 

自己コントロールの脆弱さ 
思考・行動の特異性

本人の気持ち 
自信・意欲の喪失 
不安感・疎外感 
人間不信

誤解による叱責 
からかい 
無視

二次的問題 
学力不振・無気力・不安・ひきこもり・依存・うつ・非行

二次的問題の要因と背景



3　移行期の指導・支援 
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　受験計画 

・学習計画 
・体験入学 
・入試スケ 
　ジュール

テストスキル 

・時間配分 
・問題文の読み方 
・回答の仕方

進路選択 

・高校調べ 
・卒業生から　　　 
　聞く 
※心理不安の　　 
　軽減

受験スキル 

・面接練習 
・願書書き 
・作文練習 
・出願 
・入試前・当日 
・発表

新しい生活 

・自己紹介 
・友達づくり 
※ソーシャル 
　スキル， 
　共同作業， 
　ゲーム

移行支援プログラム

保護者からの要望により在籍
校と連携し、教育支援情報提
供書をもとに進学先との教育
支援情報会議を行います。

通級指導教室 卒業後の進路先移行期支援・情報活用

教育支援情報会議



４　時間割 

 
 

５　指導期間 
 

月 火 水 木 金
８：４０ 
～ 

１０：３０ ① 就学相談 
専門家診断

⑤ ⑧ 11

１０：５０ 
～ 

１２：４０ ② ⑥　 ⑨ 12

１４：５０ 
～ 

１６：４０ ③ ④ ⑦ ⑩ 13
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指導配列・構成（１００分）

①挨拶と今日の授業内容の説明 
　　（１週間の生活の振り返り） 
②認知に関する学習 
　　（注意・集中・記憶・行動抑制） 
③休憩 
④自分の課題に挑戦 
⑤フリータイム 
⑥今日の授業の振り返り（生活ノートの記入）

先生と生徒の１対１
の個別の学習の他、
課題別ペア学習 
グループ学習が 
あります。 

Aさん

Bさん

９月

１０月 ３月

４月

指導期間 

指導期間

・通級開始時期は原則４月と１０月の年２回。 
・指導期間は，通級開始後１年間で，学校生活での適応状態により継続するか 
　退級するか在籍校・保護者・本人と話し合い，判断します。 



6　在籍校との連携 

 

 
 

 

 

 
７　家庭との連携 
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・在籍校で生徒理解のための資料を 
　作成してもらいます。 
・年２回指導報告書を在籍校に送り　　　 
　ます。（１０月・３月） 
・生活ノートで授業の様子を伝えます。 
　学校での様子も記入して頂きます。 
・在籍校での授業の様子や行事への参加 
　など行動観察に伺います。

通級では保護者への支援も行います。保護
者への支援や助言は生徒の理解を深めた
り、思春期の生徒の家庭内での関わり方や
進路についての情報提供や相談も行いま
す。保護者とは生徒理解のための資料提出
の他、生活ノートや授業後の面談を通じて
連携を図ります。

個別計画

出席簿



 

　所沢市特別支援学級及び通級指導教室設置校連絡協議会　通級部会 
　　　　　　　　　　　所沢市教育委員会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペーパーイラスト：島原亜理


