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１ 特別支援教育とは 
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専門性を生かした特別支援教育を行います 

一人一人に 

応じた指導 

 
障がいによる

学習上や生活

上の困難を改

善・克服する

ため、「自立

活動」の指導

を行う 

 
 通常学級に在籍している障がいのある子ども

にもそれぞれの障がいに配慮し、指導内容・方

法を工夫した教育活動を行います。 

通常学級 

習熟度別指導や少人数

指導を行う 

通級による指導 

通常学級に在籍し、障

がいの状態に応じた指

導を週１回程度、教室

とは別の場所で行う 

特別支援学級 

障がいの種類ごとに少

人数学級で一人一人に

応じた教育を行う 

就職・進学な

どのサポート 

 

卒業後の自立

に向けて、障

がいの状態に

応じた進路指

導を行い、就

職・進学のサ

ポートを行う 

 

専門性の高い

スタッフ 

充実した施設 
それぞれの障

がいに配慮し

た施設環境

で、専門性の

高い教員が少

人数で指導を

行う 

教育相談・巡回相談 
地域の特別支援教育セ

ンターとして、小中学

校からの要望に応じて

に助言・援助を行う 

 

さまざまな支援体制 
通学費や教材費の補助

やスクールバスの運

行、通学が難しい子ど

ものための訪問教育も

行う 

 特別支援教育コーディネーターの教員が行政

や福祉など関係機関と連絡調整を行ったり、保

護者からの相談を受けたりします。 

通常学級を含め、学校全体で特別支援教育

に取り組みます 

 

交流及び 

共同学習 

小学校・中学校 特別支援学校 

通級による指導 

通常学級に在籍し、障

がいの状態に応じた指

導を２週間に１回～週

１回程度、教室とは別

の場所で行う 

 

 

特別支援教育は、子どもの可能性を最大限に伸ばすことを目指します 
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２ 特別支援学校とは 
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 障がい者等が幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けることに加

え、障がいによる学習上、生活上の困難を改善・克服し、自立を図るための教育を行

う学校。 

 対象となる障がい種は知的障がい、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱の

５種類 

特別支援学校 

障がい種 知的障がい 視覚障がい、聴覚障がい 

肢体不自由、病弱 

自立活動
(※) 

あり あり 

小学部 ・生活（小学校の生活科とは異なる）、国語、算数、音

楽、図画工作、体育の６教科で編成 

・外国語活動は児童や学校の実態により実施 

・各教科の内容は学年別ではなく、３段階に分かれている 

・小学校と同じ教科 

・各教科の内容は学年別

に分かれている 

中学部 ・国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職

業・家庭の８教科 

・外国語活動は生徒や学校の実態により実施 

・各教科の内容は学年別ではなく、２段階に分かれている 

・中学校と同じ教科 

・各教科の内容は学年別

に分かれている 

 
小学部・中学部は通学区域が決まっているよ。 

高等部は県内全域の特別支援学校を受検できるよ。 

教育課程 

特別支援学校 

※自立活動についてはＰ11参照 
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 対象となる障がいの程度 教育内容 

視覚 

障がい 

 両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力

以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡

などの使用によっても通常の文字、図形等の視覚

による認識が不可能または著しく困難なもの 

 見え方の状態に応じて、触る教材や拡大し

た教材とともにＩＣＴ機器を活用した教材・

教具などを使用して教育を行う。 

聴覚 

障がい 

 両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上

のもののうち補聴器などの使用によっても通常の

話声を解することが不可能または著しく困難なも

の 

 早い時期から補聴器をつけて話す指導をし

たり、視覚的な教材・教具やコミュニケー

ション手段を活用したりして教育を行う。 

知的 

障がい 

①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困

難で日常生活を営むのに頻繁に援助が必要なもの 

②知的発達の遅滞が①に該当しないが、社会生活

への適応が著しく困難なもの 

 一人一人の言語面、運動面、知識面などの

発達状態や社会性などを十分捉えた上で個に

応じた指導や集団の教育を行う。 

肢体 

不自由 

①肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩

行、筆記など日常生活における基本的な動作が不

可能または困難なもの 

②肢体不自由の状態が①には該当しないが常時の

医学的観察指導を必要とするもの 

 エレベーターやスロープを設置するなどの

環境整備やコミュニケーション補助機器とし

てのＩＣＴ機器などを活用し、教育を行う。 

病弱 

 

①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、

悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又

は生活規制を必要とする程度のもの 

②身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とす

るもの 

 病院に隣接した学校などで、病気の治療や

療養などによる学習空白や遅れに配慮しなが

ら、教科ごとに指導内容の精選、直接・間接

体験などの指導方法の工夫、個別指導や少人

数グループでの指導を行い、基礎的・基本的

な内容を確実に習得できるよう教育を行う。 

特別支援学校 
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３ 春日市の特別支援教育の体制 
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★知的障がい ★自閉症・情緒障がい ☆肢体不自由   

☆病弱・身体虚弱 言語障がい 弱視 難聴 

※在籍する児童・生徒の状況により、毎年設置状況は異なります。 

☆言語障がい 自閉症 ★情緒障がい 弱視  

難聴 ☆ＬＤ・ＡＤＨＤ 

肢体不自由 病弱・身体虚弱 

通級による指導 

発達障がい（ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤなど）の可能性のある児童生徒 

６．５％程度の在籍率 
※文部科学省の調査により、学級担任などの教員が判断したもので、医師の診断を受けた数ではありま

せん。 

小学校・中学校 

特別支援学級  

通常の学級  

 

 クラスでの授業を離れて、

別教室もしくは 

いきいきプラザに指導を 

  受けに行くよ。 

 

★は市内の全小中学校に、 

☆は一部の小中学校に 

設置されているよ 

★は小中学校に、 

☆は小学校に 

設置されているよ 
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３－（１）特別支援学級 
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特別支援学級 

対象  

障がいのため、通常の学級における指導では適切な教育を受けることが

困難な児童生徒 

学級の特徴 
・１学級当たり最大８人まで 

・交流学級（通常学級）でも授業を受けます 

 （総授業数の５０％以上は特別支援学級で受けます） 

・学習上、生活上の困難を改善・克服するため、自立活動を行います 

 （自立活動とは、健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把 

 握、身体の動き、コミュニケーションなど、児童生徒の状態に応じて行う  

 活動です） 

・知的障がい学級では、生活上の目標を達成したり課題解決に取り組むため 

 の生活単元学習など、特有の学習活動があります 
 

特別支援学級 
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学級の種類 対象となる障がいの程度 教育内容 

弱視 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の

視覚による認識が困難なもの 

拡大教材やテレビ・ビデオ等を用いてものを認識す

る力を高める指導をする。 

難聴 補聴器等の使用によっても通常の話し声の認識が

困難なもの 

自分の聞こえに対する理解を深めさせ、補聴器な

どの扱いや管理を指導する 

知的障がい 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度
の困難があり日住尾生活を営むのに一部援助が必

要で、社会生活への適応が困難であるもの。 

基本的な生活習慣の確立、日常生活に必要な

数概念や言葉、社会生活・就労につながる知識

や技能を身に付ける。 

肢体不自由 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における
基本的な動作に軽度の困難があるもの 

歩行や筆記などに必要な身体の動きに関する内

容を指導する。 

自閉症・ 

情緒障がい 

①自閉症またはそれに類するもので他人との意思疎

通および対人関係の形成が困難であるもの 

②心理的な要因によるかん黙があり、社会生活へ

の適応が困難なもの 

自閉症やかん黙など、一人一人の状態を把握

し、それぞれが心理的に安定した環境で学習でき

るよう教室や教材を工夫し、場面に応じた行動が

できる力を育てる。 

病弱・ 

身体虚弱 

①慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的

または間欠的に医療または生活の管理を必要とする

程度のもの 

②身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要

とする程度のもの  

病状または治療・療養のために生じる遅れなどに

配慮しながら指導する。 

特別支援学級 
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特別支援学級の時間割例 

 月 火 水 木 金 

1 ★国語 ★算数 ★国語 ★算数 ★国語 

2 ★算数 ★国語 ★算数 ★国語 ★算数 

3 生活 図工 音楽 体育 道徳 

4 ★生活単元学習 体育 ★生活単元学習 図工 ★生活単元学習 

5 音楽 ★国語 特活 ★自立活動 生活 

特別支援学級 

知的障がい学級 

 月 火 水 木 金 

1 ★国語 ★算数 ★国語 ★算数 ★国語 

2 ★算数 ★国語 ★算数 ★国語 ★算数 

3 生活 図工 音楽 体育 道徳 

4 ★自立活動 体育 ★自立活動 図工 ★自立活動 

5 音楽 ★国語 特活 ★算数 生活 

自閉症・情緒障がい学級、肢体不自由学級、病弱学級 

★は特別支援学級で受ける授業だよ 

全授業時間のうち半分は特別支援学級で受けるよ 

 

 
 
特性に応じて時間割を設定するよ！ 
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３－（２）通級による指導 
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通級による指導 
対象 

通常の学級の学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする 

児童生徒 

通級指導教室 

（１）センター（いきいきプラザ内）実施   （春日南小学校・天神山小学校・春日野小学校） 

  学校での授業を一時離れて週に１時間～１時間半の個別指導を受けます。 

  保護者の方に送迎をお願いしています。 

（２）自校実施                 （上記学校以外） 

  １回の時間 小学校は４５分、中学校は５０分です。 

・学校やクラスから一時的に離れますが、欠席・遅刻・早退にはなりません。 

通級指導によって目指す状態 

・苦手さを改善・克服するため、自分に適した方法を理解し、身に付ける。 

・意欲、自信、自己肯定感を高める。 

通級による指導 
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障がいの種類 対象となる障がいの程度 

弱視 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が困難で、通常学級の学

習におおむね参加できる人 

難聴 補聴器等の使用によっても通常の話し声の認識が困難で、通常学級での学習におおむね参加

できる人 

肢体不自由・ 

病弱 

肢体不自由・病弱又は身体虚弱の程度が通常学級での学習におおむね参加できる人 

言語 吃音（言葉がスムーズに出ない）、構音障がい（発音の誤り）、言語発達の遅れ（語彙が少な

い、表現が未熟、理解が困難） 

自閉症 自閉症や自閉傾向を持つ人、コミュニケーションに関する障がい（会話が成立しづらい、ルールの

理解が困難、人間関係がうまく築けない） 

情緒障がい かん黙（特定の場で話すことができない）、情緒の安定を保つことが苦手（感情の起伏が激しい、

表情の変化に乏しい） 

ＬＤ 全般的な知的発達に遅れがなく、聞く・話す・読む・書く･計算する・推論することの特定のものに

苦手さがある 

ＡＤＨＤ 不注意、（集中できない）、多動性（じっとしていることが困難）、衝動性（思わず行動してしまう） 

通級による指導 
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指導の様子 

鑑を見ながら発音練習 

発音に課題のある児童 

う 

読み書きに課題のある児童 

作文の指導 

表現力に課題ある児童 

順序よく話す練習 

ルール・勝敗のあるゲーム 

グループ学習 

通級による指導 
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４ 小学校入学までのスケジュール 
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小学校入学までのスケジュール 

進路 

時期   
通 常 学 級 

通常学級 

＋通級による指導 
特 別 支 援 学 級 特 別 支 援 学 校 

         

５月～8月 

（１）就学相談 ５/１６(月)～8/３1(水)の平日 

個別の相談です。特別支援学校への入学や特別支援学級への入級、通級指導教室の利用を希望する場合や、進路先

を迷っている場合は、必ず御参加ください。今後のスケジュールについての説明も行います。 

(場所：春日いきいきプラザ 子育て支援課 

５月1７日 

～６月1０日 
  （２）特別支援学級見学会  

8月       

太宰府特別支援学校体験入学 

８月  知的障がい教育部門  

    肢体不自由教育部門  

9月～1０月 
（３）就学時健康診断 新1年生全員が対象。 

ハガキで日程をお知らせします。(場所：各小学校) 

９月～ 

  １２月 

（４）春日市教育支援委員会 

特別支援教育を希望する場合は各関係機関から各種発達検査などの資料の提供を受けた後、児童の適正な進路につ

いて専門家の意見を聞きます。 

委員会の結果は郵送しますので、同封の「教育委員会の意見に係る回答書」を返信してください。 

  

1２月下旬～

１月下旬 

入学通知書送付 

  特別支援学級入級通知送付  入学通知書(県から送付) 

1月～2月 
入学説明会 

入学通知書及び市報で日程をお知らせします。(場所：各小学校) 

太宰府特別支援学校 

説明会(2月) 

転入学者説明会(3月) 

4月初旬 入 学 式 

4月～ 

5月上旬 
  面談(通級指導教室)  ※上記以外に各学校が主催する行事もあります。 
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（２）就学相談 

就学相談は、身体面や知的面、情緒面で就学に不安のある保護者を対象とした、特別支援教育に 

関する個別の相談です。小学校入学に向けて不安のある場合は是非参加してください。 

※特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を希望する場合は必ず参加が必要です。 

対 象 者   来年４月に小学校に入学する児童の保護者 

      ※対象の児童と一緒に参加してください 

日 時   令和４年５月１６日（月）～８月３１日（水）の平日  

      ①午前９時半  ②午後１時 

 ※ 事前予約が必要です。相談時間は30分から1時間程度です 

場 所   春日市いきいきプラザ 子育て支援課 

申込期間  令和４年４月２２日（金）～８月１９日（金） 

      ※申込期間終了後は電話でお問い合わせください。 

申込方法  LINEか電話のいずれかの方法で相談日の１０日前までに申し込んでください。     

【LINE予約方法】 

 ・LINEでＱＲコードを読み込み、「春日市」の公式アカウントを 

  友だち登録する 

 ・トーク画面で「就学相談予約」と入力する 

 ・予約画面に必要事項を入力する。 

 【電話予約】以下の内容をお伝えください。。 

・対象児童の名前 ・生年月日 ・保護者氏名 ・電話番号 

・くれよんクラブ利用の有無・春日市発達相談の利用の有無  

・相談希望日時 

・着替えやトイレで時間がかかるね 

・あまり話さないわ 

・言葉がはっきりしないね 

・ものが見えにくいのかしら 

・音が聞こえづらいみたい 

 

・こだわりが強すぎる気がする 

・お友だちと上手に遊べないみたい 

・じっとしているのが苦手かな 

・理解や記憶するのが遅いみたい 

 ★問い合せ・お申込先★ 

 春日市子育て支援課（子ども発達支援室 ） 

 春日市いきいきプラザ 

 TEL 588-5150 FAX 501-0051 

 Ｅメール  hattatsu@city.kasuga.fukuoka.jp 

子どもの様子で心配なこと、不安なこと相談してみませんか？ 

・動作や歩き方（手や 

 足）がぎこちない 

 ような… 

・落ち着きがないかな 
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（１）特別支援学級見学会 
小学校 日程  説明開始 

時間  

場所  

春日小学校 ６／２（木） 9：30 会議室 

春日北小学校 ６／１０（金） 9：45 会議室 

春日東小学校 ６／９（木） 9：30 会議室 

春日原小学校 ５／２６（木） 10：00 会議室 

春日西小学校 ５／２５（水） 9：30 会議室 

須玖小学校 ５／３１（火） 9：30 相談室 

春日南小学校 ５／１８（水） 9：45 パソコン室 

大谷小学校 ６／８（水） 9：45 会議室 

天神山小学校 ６／７（火） 10：00 会議室 

春日野小学校 ５／２７（金） 9：30 会議室 

日の出小学校 ５／１７（火） 9：00 会議室 

白水小学校 ６／３（金） 9：30 コ ミ ュ ニ テ ィ

ルーム 

★問い合わせ・申込先★ 

春日市子育て支援課（春日市子ども発達支援室）  

ＴＥＬ：０９２－５８８－５１５０ 

ＦＡＸ：０９２－５０１－００５１ 

Ｅメール：hattatsu@city.kasuga.fukuoka.jp 

春日市では、来年度の進路の参考としていただくため、 

小学校の特別支援教育の説明や特別支援学級の見学を行います。 

【当日の内容】 

○特別支援教育についての説明（特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室についてなど） 

○特別支援学級の見学（校内に通級指導教室がある学校は指導場所の見学） 

○質疑応答など 

※日程は右側の通りです。託児はありませんので、お子さんを連れてくる 

ときは離れないよう注意してください。 

※参加希望の方は下記のいずれかの方法で各日程の３日前までに申し込みを 

 してください。 

【LINE予約】 

①LINEでＱＲコードを読み込み、「春日市」の公式アカウントを友だち登録する    

②トーク画面で「支援学級見学予約」と入力する 

③予約画面に必要事項を入力する 

【電話予約】次の内容を伝えて申し込む 

①子どもの名前と生年月日 

②参加者の名前と人数 

③電話番号（緊急時連絡可能なもの） 

④見学を希望する学校名 

★新型コロナウイルス感染症等による休校で中止になる場合があります。 

★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、最小限の人数でお願いします。 

  ★各学校とも、説明開始１５分前から受付を開始します。  
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（４）春日市教育支援委員会 

 新１年生全員が対象です。９月から１０月にかけて各小学校で行っています。日時や詳しい内

容を記載した案内が９月までに送付されます。 

 内科、歯科健診や聴力、視力検査などの健康診断のほか、就学に当たっての心配や悩みな

どについての相談も受け付けています。入学前に入学予定校の先生方と直接お話できる機会で

すので、ぜひ相談してください。 

（３）就学時健康診断 

 教育支援委員会では、就学相談での保護者からのお話や、発達検査結果、幼稚園・

保育所などからの資料を基に、一人一人について専門家による協議を行い、就学先に

ついての意見を出します。結果は保護者に通知します。 

 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を希望する場合は、必ず教育支援委

員会での意見を求めることになっています。 

 教育支援委員会の意見と希望する進路が異なる場合などは、保護者の方と協議をし

ながら就学先を決めていきます。 
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令和４年度 市内小中学校の特別支援学級設置状況 
学校名 種別 学級数  学校名 種別 学級数 

春日小 
知的障がい 3  

春日中 
知的障がい 3 

自閉症・情緒障がい 3  自閉症・情緒障がい 2 

春日北小 

知的障がい 2  
春日東中 

知的障がい 1 

自閉症・情緒障がい 3  自閉症・情緒障がい 3 

肢体不自由 1  

春日西中 

知的障がい 2 

春日東小 
知的障がい 1  自閉症・情緒障がい 3 

自閉症・情緒障がい 4  病弱 1 

春日原小 
知的障がい 2  

春日南中 
知的障がい 1 

自閉症・情緒障がい 3  自閉症・情緒障がい 4 

春日西小 

知的障がい 4  
春日野中 

知的障がい 2 

自閉症・情緒障がい 5  自閉症・情緒障がい 3 

春日北中 
肢体不自由 1  自閉症・情緒障がい 2 

須玖小 
知的障がい 2  肢体不自由 1 

自閉症・情緒障がい 3     

春日南小 
知的障がい 2     

自閉症・情緒障がい 3     

大谷小 
知的障がい 2     

自閉症・情緒障がい 2     

天神山小 
知的障がい 3     

自閉症・情緒障がい 4     

春日野小 
知的障がい 2     

自閉症・情緒障がい 3     

日の出小 
知的障がい 2     

自閉症・情緒障がい 2     

白水小 
知的障がい 2     

自閉症・情緒障がい 3     


