
令和４年度
岡山市就学説明会 資料

岡山市教育委員会事務局学校教育部

指導課教育支援室 1



国際社会も、日本も、岡山市も、障害の有無に関わらず、

一人一人を大切にする共生社会の形成を目指しています。

岡山市では、「一人一人の教育的ニーズを把握して支援

の充実を図る」という基本的な考えのもと、多様な学びの場

から、支援が必要な子どもにとって適切

な学びの場を選択できるようにし、自立

する子どもの育成を目指しています。

【共生社会の形成を目指して】
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障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向

けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児

児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するため、適切な指導及び支援を行うものです。

【特別支援教育の理念】

3



【２年越しの就学相談】

就学の２年前から在籍校園や就学予定校、関係

機関等と相談をし、必要に応じて医療機関を受診す

るなどして、「多様な学びの場」から、「個別の教育的

ニーズに最も的確に応えることができる学びの場」を

考えることを勧めています。

4



＜本日の内容＞

１ 学びの場の紹介

２ 就学の流れ

３ Ｑ＆Ａ
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幼稚園 保育園 認定こども園

発達障害相談員等
による相談機能の
充実

学年別で
１クラス６人まで

特別支援学校
小・中学部

★オープンスクール・学校見学・教育相談

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由
病弱・身体
虚弱

言語

１ 学びの場の紹介

学年別で
小学１・２・３年

３５人以下
小学４年～
４０人以下

（令和７年度には
小学校の全学年が

３５人以下に）

１クラス８人まで

視覚障害

小・中・義務教育学校

聴覚障害

自閉症・
情緒障害

知的障害

特別支援学級 通常の学級

交
流
及
び
共
同
学
習

小学校の
通級指導教室

交
流
及
び
共
同
学
習

情緒

中学校の
通級指導教室

情緒
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■視覚障害、聴覚障害、肢体不自由
病弱・身体虚弱
⇒小学校学習指導要領に準ずる教育課程

＋自立活動
⇒中学校学習指導要領に準ずる教育課程

＋自立活動
※児童生徒の障害の状態や特性等を十分考慮する。

■知的障害
⇒特別支援学校の教育課程＋自立活動
※各教科等を合わせた学習、目標や内容を設定する。

(日常生活の指導／遊びの指導／生活単元学習 等)
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（１）特別支援学校
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居住地の小・中・義務教育学校と交流

特別支援学校設置の学区の小・中・義務教育学校と交流

特別支援学校と小・中・義務教育学校双方の教育課程
に位置付けたり、 年間指導計画を作成したりするなど、
計画的・ 組織的に行う。

特別支援学校に在籍する児童生徒の
交流及び共同学習



■知的障害特別支援学級
⇒下学年の内容 ＋ 自立活動
⇒特別支援学校の教育課程

(日常生活の指導／遊びの指導／生活単元学習 等)

※個々の実態に応じて目標・内容を柔軟に設定する。

■自閉症・情緒障害特別支援学級
■弱視（視覚障害）特別支援学級
■難聴（聴覚障害）特別支援学級
⇒小・中学校各教科・領域 ＋ 自立活動
※基本的に知的発達の遅れはないため、必要な支援
を行いながら学年相応の学習を行う。

※実態により一部下学年の内容を学習する場合もある。
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（２）特別支援学級
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まず、特別支援学級での学びを充実させ、一人一人の

教育的ニーズに合わせ、ねらいを明確にした交流及び共

同学習を実施する。

※個別の指導計画に基づき、特別支援学級の担任と交流

学級の担任が連携して行う。

※就学後の子どもの状況に応じて、交流及び共同学習の

時間や学習内容を調整する。

特別支援学級に在籍する児童生徒の
ねらいを明確にした交流及び共同学習
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岡山市の目指す特別支援教育（小学校 自閉症・情緒障害特別支援学級）             

令和４年４月 

岡 山 市 教 育 委 員 会 

○小学校から中学校、その先の進路を考えて、いつ・どこで学ぶか         をもつ 

○個別の教育支援計画等で目標を明確にし、達成できたかどうかを定期的に振り返る 

○保護者との懇談等で、課題の達成状況や転籍について相談し、通級による指導を検討する 

見通しをもった学びの場の見直し 

特別支援学

級で学習した

ことを発

揮！！ 

○モデル②の中で、特に苦手なことについ

て、継続して指導を行い、自分で対処で

きるようにする 

○手がかりをもとに、自分で判断して動く

ことができるようにする 

○自己理解が進み、適切に支援を求めるこ

とができるようにする 

教育活動全体で自立活動の充実を図る 

  
特別支援学級での学びの充実 

９年間の見通し 

通
常
の
学
級 

全員が「分かる、できる」授業づくりを行う 

○参加や活躍の場を作り「できた」

と感じることができるようにする 

○声かけや見守り等を行い、安心して交

流及び共同学習ができるようにする 

モデル③（１５時間～/週） 
 

＊通常の学級への転籍を検討する時期 

 

モデル②（６～１０時間/週） 
 

＊特別支援学級で身に付けた力を集団
活動の中で発揮する時期 

 

モデル①（～５時間/週） 
 

＊特別支援学級で学び始める時期 
（就学や転籍等） 

○事前に活動内容を知らせ、困った時

に相談できるようにする 

ねらいを明確にした「交流及び共同学習」 

○子どもとの信頼関係をつくる 

○学校生活のきまりやマナーの定着を図

る 

○情緒の安定を図る 

○学習習慣の定着を図る 

○スケジュールを示したり練習したりす

ることで見通しがもてるようにする 

○設定した場面で練習し、自分から助け

を求めることができるようにする 

○少人数で遊んだり当番活動をしたりす

る等の機会を計画的に設け、友達との

よりよい関係づくりをすすめる 

小学校…義務教育学校（前期課程）含む 
中学校…義務教育学校（後期課程）含む 

特
別
支
援
学
級 

入学当初
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○通常の学級への所属意識を高めると

ともに学び合える関係づくりをする 

モデルB（１０時間～/週） 
＊特別支援学級で身に付けた力を基に
集団の中で活動する時期 

（＊通常の学級への転籍を検討する時

期） 

 

モデルA（～５時間程度/週） 
＊特別支援学級で必要な力を身に 
付ける時期 

 

○中学校入学時には、小学校

から個別の教育支援計画等

を引き継ぐ 

 

○中学校入学時や入学後途中

から通常の学級への転籍を

希望する場合は、個別の教

育支援計画等を活用し、支

援を引き継ぐ 

 

○保護者の了承を得て、個別

の教育支援計画等を進路先

に引き継ぐ 

○提示されたスケジュールを基に自分で判

断して行動できるようにする 

○自己理解が進み、適切に支援を求めるこ

とができるようにする 

○困難なことが生じた時に、周囲の支援を

活用して、対応できるようにする 

特別支援学

級で学習した

ことを発

揮！！ 

ねらいを明確にした「交流及び共同学習」 

実態に応じた適切な教育課程の編成 

教育活動全体で自立活動の充実を図る 

 

  

岡山市の目指す特別支援教育（中学校 自閉症・情緒障害特別支援学級）             

授業にユニバーサルデザインの視点を取り入れる 

小学校…義務教育学校（前期課程）含む 
中学校…義務教育学校（後期課程）含む 

特別支援学級での学びの充実 

○行事などでともに活動することを

通して、集団に慣れるようにする 

小
学
校 

令和４年４月 

岡 山 市 教 育 委 員 会 

切れ目ない支援の 

提供と引き継ぎ 

将来の社会自立に向けた学びの場の設定 

○卒業後の進路に向けて、２年越しで学びの場を検討していく 

○個別の教育支援計画等で目標を明確にし、達成できたかどうかを定期的に振り返る 

○情緒の安定を図る 

○教科担当者との関係を築き、学習習慣

の定着を図る 

○スケジュールを示したり練習したりす

ることで見通しがもてるようにする 

○困った時に周囲の人に支援を求めるこ

とができるようにする 

特
別
支
援
学
級 

通
常
の
学
級 

適
切
な
学
び
の
場
の
検
討 

入学当初
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○就学前の情報を引き継ぎ、小・中学校等（特別支援学校も含む）への就学や就労も見据え、学びの場の見通しをもつ 

※高等支援学校や特別支援学校高等部知的障害部門への進学は知的障害があることが前提である 

〇個別の教育支援計画等を活用し、次の学習・社会生活の場へ確実に支援を引き継ぐ 

義務教育終了後の姿を見据え、長期的視点での学習・生活指導を行う 

特別支援学

級で学習した

ことを発

揮！！ 

○自ら主体的に関われる場を設定する 
○具体物を示し、分かりやすい手順や繰り返しの活動
で、内容を理解しやすくし、見通しをもたせる 

○学校や学年で取り組む行事等の事前事後指導を充実させ、

内容を理解して安全に参加できるようにしたり、達成の喜

びを次の活動につなげたりできるようにする 

モデル①（～５時間/週） 
＊知的側面に応じた学習指導や生活支援を充実させる時期 

○下学年や特別支援学校（知的障害）の各教科等の目標及び内

容に替えたり、自立活動を取り入れたりする 

○「日常生活の指導」等で身辺の自立を図る 

○学校生活のきまりやマナーを知らせ、定着へつなげる 

○興味・関心がもてるような活動の設定を工夫する 

○理解しやすい方法（教材や提示等）の工夫をする 

○「できた」「分かった」と感じられる学習や体験をともに喜

び、次なる学習課題への挑戦へつなげる 

○得意で慣れた活動により、活躍できる機会を設定する 
○子どもの行動の意味や背景等を必要に応じて適切に説
明するなど、子ども同士が理解し合えるようにする 

知的側面に応じた学習指導や日常生活の指導等の充実を図る 

通
常
の
学
級 

岡山市の目指す特別支援教育（知的障害特別支援学級）             

特
別
支
援
学
級 

モデル②（６～１０時間/週） 
＊特別支援学級で身に付けた力を基に集団の中で活動する時期 

 

「交流及び共同学習」の留意点 

次の学習・社会生活の場への確実な支援の引継ぎを 
令和４年４月 

岡 山 市 教 育 委 員 会 

特
別
支
援
学
級 

通
常
の
学
級 

小学校…義務教育学校（前期課程）含む 
中学校…義務教育学校（後期課程）含む 

入
学
当
初



○対象となる児童・生徒
岡山市内の小・中・義務教育学校で通常の学級に在籍している児童・生徒
のうち、学級での学習におおむね参加できるものの、一部特別な指導を必要
とする程度のことばの課題（小学校・義務教育学校＜前期課程＞のみ）や情
緒的な課題があることによって学校生活にうまく適応しにくい児童・生徒

○通級による指導の内容等
在籍する学校（学級）から月に１～４回、指定された曜日、時間に通室する。

１回あたりの指導時間は、小学校・義務教育学校（前期課程）で４５分から９０
分、中学校・義務教育学校（後期課程）で５０分から１００分。
指導に当たっては、一人一人の課題・発達段階に応じた目標を設定し、効

果的な指導となるよう工夫を行っている。
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（３）通級指導教室（通級による指導を行う教室）

※ 通級による指導の期間は原則１年間です。毎年学びの場を検討し、３年以上
継続を希望する場合は、一度退室して再審議します。令和４年度から１年目と
してカウントします。

※ 通級の時間は授業時間と同じ扱いです
ので、原則、放課後の指導はありません。



○言語（小学校 ６校）
石井小、御野小、旭竜小、西大寺小、七区小
桃丘小【増設】
○情緒（小学校 １８校）
石井小、鹿田小、津島小、御野小、西小、桃丘小、
横井小、旭東小、高島小、幡多小、財田小、西大寺小、
芥子山小、福島小、芳泉小
可知小【新設】、陵南小【増設】、七区小【増設】
○情緒（中学校 ２校）
石井中、福浜中
地域拠点教室 ２校・・・上道中、興除中

○聴覚障害・・・岡山県立岡山聾学校による通級
15

通級指導教室のある学校



〇通常の学級だから伸びる面も
・ みんなと同じ活動をしたり、手本となるモデルが身近
にいたりすることで安心感をもつことができる。
・ 園で集団活動に慣れ始めている場合、定着してきた
「集団で過ごす力」や「コミュニケーション力」をさらに伸
ばすことができる。

＊ 小学校１年生は、１クラス３５人まで。
＊ 今年度は、３０人以上のクラスに「岡山っ子スタート
サポーター」が配置されている。
＊ 通常の学級で行う個別の具体的な配慮については、
入学前に学校と相談することができる。
＊ 入学後も、必要に応じて担任や特別支援教育コー
ディネーター※と相談することができる。

↗※すべての学校に配置されており、いつでも相談できます。
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（４）通常の学級における特別支援教育
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令和４年４月 

岡 山 市 教 育 委 員 会 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

【通常の学級で課題が見えはじめたとき】早めの実態把握と支援が大切！！  
 ・特別支援教育コーディネーターが中心となり、複数の教員で子どもの実態を把握したり、ケース会を行って個別の教育支援計画等を作成したりして、校内 

委員会で検討して共通理解し適切な支援を行う。 

 ・特別支援教育相談窓口に連絡し、医師等の専門家の助言を受けたり、特別支援学校のセンター的機能を活用したりして、校内支援の充実を図る。 

・医療（発達障害の課題）やこども総合相談所（知的な課題）等の関係機関と連携し、特別支援学級への転籍を検討する。 

 

特別支援学

級で学習した

ことを発

揮！！ 

通級による指導 

○中学校卒業後の進路だけでなく、将来の社会自立に向けた今後の見通しをもつ 

○個別の教育支援計画等で目標を明確にし、達成できたかどうかを定期的に振り返る 

〇懇談等を通じて、転籍について相談し、         が必要であれば検討する 

○提示されたスケジュールを基に自分で判

断して行動できるようにする 

○自己理解が進み、適切に支援を求めるこ

とができるようにする 

○困難なことが生じた時に、自分から援助

を求め、対応できるようにする 

特別支援学級での学びの充実 見通しをもった学びの場の見直し 

岡山市の目指す特別支援教育（通常の学級）             



２ 就学の流れ

（１）学校見学

（特別支援学校や居住学区の学校）

（２）就学予定校との教育相談

（３）希望する学びの場の決定

（４）必要な書類について

（５）学びの場の決定

（６）就学後の継続的な支援
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↗※転居予定がある場合は転居先の学校も含みます。



○ 参観日やオープンスクール等を利用する。

※ 日程は学校ごとに異なるので、各校のＨＰを見たり、問い

合わせたりして、各自ご確認ください。

○ 学校に問い合わせ、日程調整をして就学相談と

合わせて見学する。

【見学のポイント】

・ どんな学習をしているか。

・ どのような支援が行われているか・・・等。

19

（１）学校見学



特別支援学校と特別支援学級の
どちらを希望しようか迷っている場合、
どちらも見学してください。

「見学や相談をしたらその学校への
就学が決定する」ということは
ありません。

20



＜特別支援学級を希望する場合＞

○ 教育相談は、特別支援教育コーディネーター※や

特別支援学級の担任等と行う。

○ 年長（５歳児クラス）や小学校・義務教育学校第６学年の

６月までに※、電話で申し込む。

○ ８月までに必ず教育相談を受ける。

【相談のポイント】

・ 就学前の園での集団活動での様子や友だちとの関わり等に

ついて伝える。

・ 学級でどのような支援が行われるか。学習内容や交流等に

ついて聞く。

21

（２）就学予定校との教育相談

↗※すべての学校にいます。

※１学期末までに学習の様子を見学
できる可能性があります。



通常の学級と特別支援学級の
どちらを希望しようか迷っている場合、
どちらも見学してください。

「見学や相談をしたら、その学級への
就学が決定する」ということはありません。

22

＊ 特別支援学級、通級による
指導を希望する場合は必ず
就学予定校と教育相談を行っ
てください。



＜通級による指導を希望する場合＞

○ 在籍校園、就学予定校と相談を行った後、通級指導

教室に教育相談を申し込む。(言語通級指導教室には学区があります。)

○ ９月までに通級指導教室での教育相談を必ず行う。

【相談のポイント】

・どんな内容の学習を行っているか

・通級指導教室と在籍校園がどのように連携しているか

・どのように通室するか 等
23

（２）就学予定校との教育相談

※ 就学予定校に通級指導教室が設置されている場合、一度教育相談が済んでいれば、
改めて通級指導についての教育相談に行く必要はありません。



＜通常の学級を希望する場合＞

＊ 特別支援学級や通級を利用しない場合でも個々への

支援を行います。

・ スケジュールの示し方や視覚支援を用いた声かけ等

・ 車椅子を使用する場合、トイレの位置やスロープ、

移動する経路等

・ 補聴器やＦＭマイクを使用する場合、教室の座席の位

置や話しかける時の留意点等

＊ 就学予定校と具体的な支援について相談してください。

24

（２）就学予定校との教育相談



【保護者】

①希望する学びの場を在籍校園と就学予定校に伝える。

②必要な書類を在籍校園に提出する。

【在籍校園】

○就学相談票を作成する。

特別支援学校の場合

特別支援学級の場合

在籍校園から教育委員会へ提出する書類の令和５年度入学の
場合の〆切は、令和４年１１月１日（火）必着。
※保護者が用意する必要な書類の〆切はそれより早いので、
在籍校園に確認を。
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（３）希望する学びの場の決定

手続きは同じです。



【保護者】

①通常の学級に在籍し、通級指導教室への入室を希望

することを在籍校園と就学予定校に伝える。

②必要な書類を在籍校園に提出する。

【在籍校園】

○就学相談票を作成する。

通級指導教室を利用する場合

在籍校園から就学予定校と通級指導教室設置校を経由し、教
育委員会へ提出する書類の令和５年度入学の場合の〆切は、
令和４年１１月１日（火）必着。
※保護者が用意する必要な書類の〆切はそれより早いので、
在籍校園に確認を。
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（３）希望する学びの場の決定



(1)視覚障害、聴覚障害
①発達検査の結果（写）
②障害の状態がわかる診断書（写）
③該当の障害の数値的なデータの証明ができるもの（写）

(2) 肢体不自由、病弱・身体虚弱
①発達検査の結果（写）
②障害の状態がわかる診断書（写）
・ 身体障害者手帳（写）※
・ 療育手帳（写）※

(3) 知的障害
①発達検査の結果（写）
・ 療育手帳（写）※

27

（４）必要な書類について
特別支援学校の場合 ※障害種別で異なります。

※身体障害者手帳、療育手帳を所持
している場合は、必ず添付。

※療育手帳を所持している場合は、
必ず添付。B判定の場合は取得(再
判定)時の判定書も必要。



※障害種別で異なります。

(1) 弱視特別支援学級、難聴特別支援学級
①発達検査の結果（写）
②障害の状態がわかる診断書（写）
③該当の障害の数値的なデータの証明ができるもの（写）

(2) 知的障害特別支援学級
①発達検査の結果（写）
※療育手帳（写）

(3) 自閉症・情緒障害特別支援学級
①発達検査の結果（写）
②障害の状態がわかる診断書（写)

28

（４）必要な書類について

特別支援学級の場合

※療育手帳を所持している場合は、必
ず添付。B判定の場合は取得(再判
定)時の判定書も必要。



(1)言語障害
①（実施したことがある場合）発達検査の結果（写）
②（医療にかかっている場合）障害の状態がわかる診断書（写）

(2) 情緒障害
①発達検査の結果（写）
②障害の状態がわかる診断書（写）

(3) 聴覚障害
①障害の状態がわかる診断書（写）

29

（４）必要な書類について

通級指導教室への入室を希望する場合



○発達検査の結果（写）
※発達検査の有効期間を必ず確認すること。
※検査名、検査日、検査機関、医師名等を確認する。
ただし、診断書に有効期間内の発達検査の結果の記入が
ある場合は不要。

○障害の状態や病気の状態がわかる診断書（写）
※デイ・サービスへの意見書等、検査結果を転記したものは
添付書類としない。

○該当の障害の数値的なデータの証明ができるもの（写）

○身体障害者手帳・療育手帳（写）
※所持している場合は必ず写しを添付する。

30

就学相談票に添付が必要な書類は、就学を
希望する学校種別、障害種別で異なります。

添付書類の留意点

（４）必要な書類について



「５歳の誕生日以降のもの、またはおおむね１年以内のもの」
【IQ(FIQ)90未満の場合】
・４月～１０月生まれ…５歳の誕生日以降の検査が有効
・１１月～３月生まれ…１１月以降の検査が有効(＝おおむね１年以内)

【IQ(FIQ)90以上の場合】
・おおむね２年以内の検査が有効

就学前

「おおむね２年以内のもの」 31

就学後

発達検査の有効期間

（４）必要な書類について

＊令和４年１１月１日（就学相談票の締め切り日）を基準にします。



保護者及び教育学、医学、心理学等の専門的知識
のある方の意見を聴き、地域や学校の状況、支援す
べき内容、本人の意見等を総合的に考慮し、教育委
員会が適切な就学先を決定します。

※保護者、在籍園、学校の希望どおりに

ならない場合もあります。

（５） 学びの場の決定について

＊学校教育法施行令第１８条の２

32



保護者には、岡山県から、1月末までに就学予定校の
通知が届きます。

保護者には、1月末に就学予定校の決定通知が届き
ます。（学級種別の記入はありません。）

特別支援学級の入級については、1月末までに在籍
校園、または就学予定校から連絡があります。

特別支援学校の場合

特別支援学級の場合

33

（５） 学びの場の決定について



保護者には、1月末に就学予定校の決定通知が届き
ます。（学級種別の記入はありません。）

通級指導教室への入室については、3月中旬までに
在籍校園、または就学予定校からお知らせします。

通級による指導が適切であると判断されても、すぐに
指導を開始できない場合もあります。

通級指導教室への入室が決定した場合

34

（５） 学びの場の決定について



特別支援学級

（自閉症・情緒障害）

• 特別支援学級で、教
科の学習や障害によ
る困難さを改善する
自立活動等を行う。

• 1日１時間程度の「交
流及び共同学習」を
行い、見守り等の支
援を行う。

通常の学級

（通級による指導）

• 1～2週間に1回程度
通級指導教室に通い、
障害による困難さを
改善する自立活動等
を行う。

• 通常の学級の担任と
通級指導教室の担任
が連携して支援を行
う。

通常の学級

（フォローアップ）

• 学期ごとに1～2回教
育委員会の教育心理
相談員や特別支援教
育相談窓口相談員等
が学校を訪問し、適応
状況を確認したり、支
援の仕方について助
言したりする。

• 必要に応じて学びの場
を変更する。

35

↪「フォローアップ」は、「特別支援学級」や「通級によ
る指導」を希望した後、教育委員会から通常の学級を
勧められた子どもを対象に、継続的に状況を確認し、
在籍校に指導助言する支援です。

（６） 就学後の継続的な支援

➡次章【３ Q&A】のQ３もご参照ください。



就学前

・就学支援シート
・個別の教育支援計画
・個別の指導計画
・移行支援計画
・相談支援ファイル 等

高等学校
特別支援学校
（高等部）
高等支援学校

小学校・義務教
育学校（前期課程）

特別支援学校
（小学部）

就学中

保育園
幼稚園

認定こども園

切れ目の
ない支援

「就学支援シート」

中学校・義務教
育学校（後期課程）

特別支援学校
（中学部）

医療
福祉
ＮＰＯ

労働等関係機関

卒業後
「個 別 の 指 導 計 画 」

「個別の教育支援計画」
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移行支援のためのツールを使って、適切な支援を
つないでいきます。 ≪移行支援のためのツール≫



Ｑ1.
特別支援学校や特別支援学級には、本人や保
護者が希望すれば、就学することができます
か？

A１. 希望するすべての子どもが、特別支援学校や特別支援
学級に就学できるものではありません。
障害の程度に基づき、教育委員会が総合的に判断しま

す。したがって、その判断が子どもや保護者の当初の希望
とは異なる場合もあります。
その場合、子どもにとってよりよい教育が行われるように、

在籍校園から就学予定校へ必要な支援を引き継ぎ、保護者
も就学予定校の特別支援教育コーディネーター等と具体的
な支援を相談することができます。

37

３ Q＆A



Ｑ２.
特別支援学校と特別支援学級のどちらの対象か
を、どのように検討すればいいですか？

A２. 現在、在籍している学校園や就学予定校と教育相

談を行ってください。
繰り返し教育相談を行ったり学校見学をしたりする

ことで、本人に合った学習内容かどうか、自立に向け
た支援を行えるかどうか考えることができます。
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Ｑ３.
自閉症・情緒障害特別支援学級で国語と算数だ
け学習させたいのですが、できますか？

A３. 特別支援学級は、まず「障害の特性による困難さ」

を改善するための指導を重点的に必要とする子ども
のための学級です。したがって、特別支援学級に入級
した時は、特別支援学級で一日の大部分を過ごし、
慣れてきたら徐々に通常の学級で学習する時間をも
ちます。
障害種別にもよりますが、１週間に５時間以内（１日

１時間程度）を目安として交流および共同学習を始め
ます。知的障害のない自閉症・情緒障害特別支援学
級も国語と算数だけを学習する学級ではありません。
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Ｑ４.
就学後に通常の学級から特別支援学級に、また
は特別支援学級から通常の学級に移る（転籍す
る）ことはできますか？

A４. 就学した後でも、通常の学級と特別支援学級の間

で転籍すること（教育形態を変更すること）は可能で
す。
転籍については、教育委員会が総合的に判断しま

す。学校に転籍の意思を伝えても、すぐに転籍できな
い場合があります。２年越しの就学相談を行いなが
ら、計画的に学びの場の見直しや変更をするように
お願いします。
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Ｑ５.
通学区域以外にある特別支援学級への就学は
できますか？

A５. 居住している通学区域の学校へ就学するのが原則

です。
しかし、居住している通学区域に該当の特別支援

学級が設置されていない場合は、通学区域外の学校
の特別支援学級への就学を考える場合があります。
＊特別支援学級の場合は、通学区域の弾力化（中学
校・義務教育学校＜後期課程＞のみ）の対象には
なりませんのでご注意ください。
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Ｑ６.
通級による指導が開始できないとどうなります
か？

A６. 通級指導教室の新増設を進めているところ
ですが、通級による指導を希望する児童生徒
の通級指導がすぐに開始できない場合があり
ます。
指導が開始できるようになりましたら、就学

予定校を通じてお知らせします。
就学してからの具体的な支援について、ま

ずは就学予定校と相談してください。
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①まずは、在籍校園で相談を

②次に、就学予定校の見学・相談を

※必要に応じて、医療機関・専門機関に相談

（診断・検査）

③再度、就学予定校と相談のうえ、意思表示を

おわりに

特別支援学級、特別支援学校への就学にかかること

：指導課 教育支援室(℡８０３－１５９２)

学区弾力化（中学校・義務教育学校(後期課程)のみ）、就学奨励費に

かかること ：就学課(℡８０３－１５８３)

就学時健康診断にかかること ：保健体育課(℡８０３－１５９４)

放課後児童クラブにかかること ：岡山っ子育成局 地域子育て支援課
(℡８０３－１５８９)

放課後等デイサービス等にかかること：各福祉事務所

(北区中央・北区北・中区・東区・南区西・南区南)43


