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小学校や中学校の通常の学級に在籍しています。
就学先を変える場合の手順・流れを教えてください。

生徒
生徒

児童生徒
保護者は、1 学期末の三者面談等で、就学先について学校とよく話し合いを行って
ください。小学校・中学校を通して、浜松市就学教育相談の申し込みをします。
浜松市就学支援委員会専門調査員が小学校・中学校を訪問し、お子さんの様子を見て、
保護者と面談をします。
支援
お子さん
支援

小学校発達支援学級へ入級を希望する場合

進

学

高等学校（全日制、定時制、通信制）、特別支援学校高等部、専修学校、各種学校

職 業 訓 練

静岡県立浜松技術専門学校（浜松テクノカレッジ）、あしたか職業訓練校 等

就

企業

職

社会福祉施設

中学校発達支援学級へ入級を希望する場合

等

障害者支援施設 聖隷福祉事業団 浜松学園（前 静岡県立 浜松学園） 等
障害福祉サービス事業所 就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型 等

（進路先の詳細については浜松市教育委員会発行の「発達支援教育・進路のてびき 社会自立をめざ
して」をご覧ください。本冊子をご希望の方は浜松市教育委員会教育総合支援センターへお問い合わ
せください。）

お子さんを体験入学させたりしてください。
希望される方は、在籍校にご相談く
ださい。
入級を
迷っている場合でも参加することは可能
です。

表紙の絵「にじの花」
してください。

県居小学校

4年

わたなべ

みしゅ

渡邉

未朱

入学・入級

私は、きれいな色の絵にしたかったので、「にじの花」をかきました。
小さな点々をたくさんかいたら、不思議な花になったと思います。

浜松市教育委員会 指導課 教育総合支援センター
〒430-0929 浜松市中区中央一丁目2番1号
イーステージ浜松オフィス棟7階
TEL.053-457-2428 FAX.050-3737-5229
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就学する学級はどこがふさわしいか

就学前のお子さんの就学先について悩んでいます。
相談はどこにすればよいのですか？

・流 れ

「円滑に会話ができない」
ご

4月

の方と共に

（院内学級）

ご

度
5月

通常の学級に在籍し、一部特別な支援を必要とするお子さんを対象として、通
通常の学級に在籍し、一部特別な支援を必要とするお子さんを対象として、
発達支援学級
ってどんな
学級？

じっとしている
のが苦手。椅子
にすわっていら
れるか心配だよ。

ぼんやりしてい
て、学習が遅れ
がちにならない
か不安だわ。

級指導教室があります。また、
級指導教室
があります。また、発達支援教室
発達支援教室が設置され、個別の支援のため、週
が設置され、個別の支援のため、週
に数回の取り出し指導等を行っている学校があります。

6月〜
月〜7月

通級指導教室（言語）…吃音や発音の不明瞭さなどの支援が必要なお子さん
通級指導教室（難聴）…聞こえに関する支援が必要なお子さん

発音の誤りがあっ
たり、滑らかに話
せなかったりする
けど、どうしたら
よいのかしら？

通常の学級で
はどんな支援
が受けられる
の？

教 育総合
育総合支援センター
支援 セン ター

通級指導教室（LD・ADHD・高機能自閉症等
LD・ADHD・高機能自閉症等）…聞く、
聞く、話す、読む、書く、計算する等のうち特定の
ものが苦手だったり、落ち着きに欠けたりするお子さん ※LD＝学習障害・ADHD＝注意欠如・多動症
病気等により、学校へ通えないお子さんのために、県立特別支援学校の教員が家

保護者

教育委員会

＜夏季就学教育相談申込＞
各園等を通じて、夏季就学教育相談の案内と申込書を
全員にお配りします。就学について相談したい場合、各園
等を通じてお申し込みいただくか、直接、教育委員会にご
提出ください。※浜松市のホームページからも案内と申込
書を取り出せます。
＜就学ガイダンス申込＞
就学についての 1 年間の流れや発達支援学級・特別支
援学校の説明を行います。

＜専門調査＞
浜松市就学支援委員会専門調査員
が幼稚園・保育園等を訪問し、お子
さんの様子を見ます。

＜夏季就学教育相談申込＞
浜松市教育委員会で、何らかの支援が必要かつ有効と
考えられるお子さんについては、園を通じて再度「夏季就
学教育相談申込書」をお渡しします。
夏季就学教育相談を申し込まれた方には、日時・会場を
お伝えします。

8月

＜夏季就学教育相談＞
夏季就学教育相談において、保護者の意向や子供の様
子を伺います。また、お子さんと面接し、簡単な検査や行
動観察を行います。その際、医療、療育の「発達・知能
検査結果」等を参考にして相談することもできます。

9月〜
月〜10
10月

＜就学先の提案受理＞
最も教育的効果が高いと考えられる就学先を書面にてお
伝えします。
＜学校・学級見学＞
提案について検討するために、就学先として考えられる学
校や学級を見学することができます。特別支援学校・発達
支援学級の見学を希望される方は、教育総合支援センター
までご連絡ください。

10月〜
10
月〜11
11月

＜意向調査提出＞
11 月上旬に
「就学先の意向調査書」
を提出していただきます。
＜就学時健康診断＞
就学時健康診断を受ける場所については、現在居住している
学区の小学校もしくは就学先を希望している小学校になります。
※特別支援学校へ入学を希望されている方は、健康診断
を免除することができます。

庭や病院を訪問して指導する訪問教育の制度があります。

2428

幼児ことばの教室
ことばの発達の心配事については、市内小学校１０校に設置されている「幼児ことばの
教室」も相談に応じています。直接電話で申し込んでください。
教室」も相談に応じています
。直接電話で申し込んでください。

40 人までです。
・ 集団の中で、教科学習を
行います。
・ 学級を少人数グループ
に分けて指導することも
あります。
※ スクールヘルパー（支援
員）が配置されている場合
があります。

神久呂小学校
※幼児ことばの教室のみ

西区神ヶ谷町3490番地

485 ー 8508

学習を子供の実態に合っ

不自由がある、知的に著しく遅れがあ

た内容や方法で進めます。

る、病気などの理由で長期間入院治療が

12月〜
12
月〜1月

・ 子供の実態に合わせて、 必要な状態にあるなど、学習上や生活上
通常の学級との「交流及び

の配慮が必要な子供たちが各学校で自

共同学習」
を行います。

立に向けて学習しています。
国語、算数

※ スクールヘルパー（支

以外に自立活動など子供の実態に合っ

援員）が配置されている
場合があります。

1月〜
月〜3月

た内容や方法で専門的な支援をします。
・ 近隣や居住地域の学校と「交流及び
共同学習」
を行うことがあります。

発達支援学級、特別支援学校に就学するには、浜松市教育委員会の就学教育相談
を受けていただく必要があります。
医療的ケア（痰の吸引、導尿等）が必要なお子さんについては、個別にご相談させ
ていただきます。

＜継続相談＞
お子さんに必要な支援がどのよう
なものなのか、学校生活を楽しく充
実したものにするためには、どのよう
な環境がふさわしいか等を考慮しな
がら、納得いくまで相談を受けます。

＜就学先の決定＞
１１月末を目途に就学先を決定します。

・ １学級は小 1 〜 3 年は ・ １学級は８人までです。 ・ 1 学級は 6 人
（重複障害 3 人）
までです。
35 人、その他の学年は ・ 国語、算数などの教科 ・ 見ることや聞くこと、運動・動作に

＜浜松市就学支援委員会＞
浜松市就学支援委員会において、
医療・心理・教育の専門家が、夏季
就学教育相談の結果に基づき、お子
さん一人一人の教育的ニーズについ
て検討します。

4月
参考1

発達支援学級への入級を希望する場合、
「発達支援学級
入級願」を記入し、提出していただきます。
※自閉症・情緒障害発達支援学級への入級の場合、
「診断
書」を持っている方は、写しの提出をお願いします。
＜入学説明会参加＞

＜発達支援学級入級願送付＞
発達支援学級への入級を希望され
る方に、
「発達支援学級入級願」を送
付します。※特別支援学校の手続きに
関しては市教委から県教委に提出しま
すので、入級願の提出は不要です。

＜就学先との情報共有＞
＜発達支援学級入級承認書送付＞
就学先の学校と入学後の支援内容等の相談ができます。
発達支援学級への入級が決まった
（参考１）
方には、「発達支援学級入級承認書」
就学先の学校で入学説明会が行われます。
を送付します。
＜入学通知書＞
就学先の「入学通知書」を保護者
あてに送付します。
入学

学校と相談する際、保護者が必要と思われる場合は、お子さんのかかわっている医療・療育・教育等の担
当者も同席できます。

