
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんが小学校に入学するにあたり、小学校での学習や集団生活など 

に不安をお持ちの保護者の方へ、古賀市の小学校における特別な教育的 

支援についてご説明します。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

古賀市役所 第２庁舎４階 

学校教育課 指導係 

ＴＥＬ：０９２－９４２－１３４８ 

小学校での特別な 

教育的支援について 
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通常学級での配慮 

〇少人数学級対応講師の配置 

 平成 28 年度から市内全小・中学校全学年で少人数学級編制（原則 35人以下学級）を実

施しており、1学級 35人を超える場合には、少人数学級対応講師を配置しています。 

〇小学校教育支援員の配置 

 小学校という環境になじめず学習指導や生活指導に困難が生じる子どもの支援と学級担

任の補助を行うことを目的とする補助員を各小学校に配置しています。 

〇特別支援教育支援員  

特別な教育支援を必要とするお子さんに対しての適切なサポートをします。通級指導教

室に通っている児童や特別支援学級の児童に対して、必要なときにサポートを行います。 

 

通級指導教室での支援  

 通級による指導とは、小学校の通常の学級での学習におおむね参加できる生徒で、聞こえ

やことばが気になっている児童（古賀東小通級指導教室）と、学習や行動、コミュニケーシ

ョンなどが気になっている児童（舞の里小通級指導教室）に対して、個別指導を行う教室で

す。基本的に週１回９０分の指導を受けることができます。 

古賀東小学校と、舞の里小学校に３クラスずつあります（詳細は８ページを参照）。 

  

特別支援学級での支援  

 古賀市内のすべての小中学校に設置している学級です。個別の教育的ニーズ（心身の状態

や発達段階、特性など）を把握し、少人数による適切な指導や支援が行われる学級です。す

べての学校に知的障がいと自閉症・情緒障がいの学級が設置されており、そのほか対象の子

供がいる学校に難聴・病弱・肢体不自由学級を設置しています（詳細は９ページを参照）。 

 

特別支援学校 

福岡県が設置している学校で、障がいの程度が比較的重い子どもを対象としています。小

学校に準ずる教育を行うとともに、障がいによる学習や生活上の困難を改善し、自立を図る

ための知識や技能を学びます。視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱の

特別支援学校があり、個々の障がいの状態に応じた教育が行われています。 

小学校に入学するにあたり、「学習についていけるかな」「集団に

なじめるかな」などの不安、悩みがあります。 

小学校ではどんな支援を受けられますか？ 
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就学支援委員会とは 

就学支援委員会は、教育学、医学、心理学などの各方面の専門家から構成されていま

す。保護者と児童、それぞれに行う面談と、発達検査の結果や所属園に提出してもらう

資料などに基づき、お子さんそれぞれの能力、適性に応じた教育が受けられるような就

学先を総合的に判断する会議をおこないます。 

 

 

就学支援委員会への申し込み方 

① 通っている幼稚園、保育園（所）の先生、子ども発達ルームの先生、関係機関の先生と

来年度の就学について相談し、これからの手続きを確認してください。 

② 通っている幼稚園、保育園（所）から申込用紙をもらってください。 

③ 記入したら幼稚園、保育園（所）へ提出してください。 

④ 随時申し込めますが、最終の締め切りは８月２７日（木）です。期限までに申し込みを

されないと、１年生から希望する支援が受けられない可能性があります。 

 

幼稚園、保育園（所）が学校教育課へ提出します。 

 

 

※提出後も就学支援委員会への申込みを取り下げることができますので、検討されている

方は早めに申し込まれることをおすすめします。 

通級指導教室や特別支援学級を希望する場合は、

どのような手続きが必要ですか？ 

 

通級指導教室や特別支援学級への入級、特別支援学校

への入学を希望される場合、 

古賀市就学支援委員会への申込みが必要です。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXpr6SnZzLAhUMJ5QKHSy_DREQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust103.html&psig=AFQjCNGesz9Ge27BiX-a_lB8BpOM8QBXfA&ust=1456809655539746
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就学支援委員会へ申し込んだ後の流れ 

 

●事前面談 

申込書が提出されたら、学校教育課から事前面談のご連絡をします。 

【内容】就学先の確認、古賀市就学支援委員会の説明など 

【場所】古賀市役所４階 学校教育課 

【時間】３０分程度 

 

 

●就学支援委員会 

就学支援委員会の案内を郵送しますので、日時確認をしてください 

【日程（予定）】 

 ７月１７日（金）、８月２７日（木）、9月２５日(金)、 １０月２３日(金)、  

１１月２０日(金)、 12月 18 日(金)のいずれか。いずれも９時～12時の間。    

【内容】 

 就学支援委員との面談（１５分程度） 

 ※お子さんと保護者は同じ時間に別々に面談があります。 

 ※保護者面談ではお子さんの様子や就学先の希望についての質問など、児童面談はお名 

前やお友達とどんな遊びをしているかなどの質問があります。 

【判断結果報告】 

 1 ヵ月後をめどに郵送します 

 

 

●就学先決定 

就学支援委員会の判断結果などを参考に、ご家族で十分に話し

合われたうえで、就学先の決定を行ってください。 

【決定の期限】12月下旬まで 

【提出先】学校教育課 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1cnWpJXNAhWHJpQKHYfDAKYQjRwIBw&url=http://www.mie-sekiyu.or.jp/kakekomi2005/guidebook/jishin/mamorou/02.html&psig=AFQjCNEsYHfARM3tiy8Sz55lAhgKrhkxEA&ust=1465367285098497
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令和２年度 入学までのスケジュール 

（スケジュールは変更になる場合があります） 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

や
る
こ
と
①

や
る
こ
と
②

や
る
こ
と
③

や
る
こ
と
④

や
る
こ
と
⑤

園の先生や子ども発達ルームの先

生、関係機関の先生と来年度の就

学の相談をする。

①特別支援学級や通級指導教室等の

見学をする（次ページ参照）。

②７月28日(火)

就学のための

相談会に参加

する。

どの支援を受けるか迷っていて、詳しい話が聞きたいとき

には、特別支援学級・特別支援学校・通級指導教室の先生

に相談することができます。（希望者のみ）

就学支援委員会に申し込む。

保育園、幼稚園から申込書をもらい、

園に提出する。【８月２７日（木）ま

で】

就学先決定 判断結果を参考

にして、就学先を決定し教育委員

会に提出する。【12月25日まで】

就学時健康

診断
入学

説明会

入学予定の学校で受けま

す。校長先生との面談もで

きます。気になることは伝

えておきましょう

入学までに準備するも

のなどの話があります。

子どもたちは学校のな

かを見学します。

特別支援学級、通級の見学は、各学校に直

接お申込みください。（希望者のみ）

事前面談 申込書確認後、学校教育課

から事前面談のご連絡をします

就学支援委員会に出席する。

保護者・お子さん、それぞれ面

談を行います。７月～１２月に

月一度開催されます。
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就学先についてもっと知りたいときは① 

特別支援学級や通級指導教室を見学する 

特別支援学級や通級指導教室の詳細については８ページ以降をご覧ください。 

【特別支援学級の見学】  

 各学校に直接申し込み、日程調整してください。 

【通級指導教室の見学】 

 例年８月に開催していましたが、今年度は開催未定です。見学したい場合は、各学校に直

接お申込みください。 

 

 

就学先についてもっと知りたいときは② 

７月２８日（火）に、就学のための相談会を行います。 

通級指導教室の先生や特別支援学級、

支援学校の先生方に個別で相談するこ

とができます。お申込みは別途ホーム

ページに掲載しますので、そちらに添

付している申込書にご記入のうえ、学

校教育課へご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

通級指導教室について 

通級による指導とは、小学校の通常の学級での学習におおむね参加でき、一部支援を必

要とする児童に対して個別指導を行う教育の形態です。古賀市には、古賀東小学校と舞の

里小学校に３クラスずつあり、基本的に週１回９０分間の指導が行われています。 

 在籍校から通級指導教室への送迎は、原則として保護者同伴で行うものとしています。 

 

●古賀東小通級指導教室（言語） 

発音が不明瞭であったり、話し言葉によるコミュニケーションが

円滑に進まない子どもに対して、子どもの興味関心に応じた自由な

遊びや会話を通して、正しい発音で楽に話す指導を行っています。 

また、構音に課題がある場合には、教科書の音読など、的確な発

音でスムーズに読めるように指導したり、吃音がある場合には、詩

などのリズム感のある教材を工夫して、読むことへの不安を軽くし、楽しさを味わうことが

できるように配慮して指導しています。 

個別指導の教室では、発音を聞き分ける練習や正しく発音するための練習をします。個別

の部屋が３つあります。個別指導教室の隣に感覚運動のためのプレイルームもあります。 

 

●舞の里小通級指導教室(LD・ADHD 等) 

聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなど学習に必要な

能力のうち、特定の分野だけがとても苦手であるとか、多動性、衝

動性がみられる子どもに対して指導しています。 

学習内容は視覚的情報を活用したり、具体物や具体的な出来事を

例にあげたりするなどの工夫をしています。また余分な刺激を減ら

した教室環境を整え集中力を高められるようにしています。 

個別指導の教室では、聞く、読む、書く、話しをする練習をします。３教室設置されていま

す。個別指導の教室のほかに、体全体を使った大きな動きや指先を使った作業などを行う場

所もあります。様々な運動を通して、姿勢をよくしたり筋肉を鍛えたりして、運動能力を伸

ばしています。 

令和２年度は東小・舞の里小の通級合わせて８６人の子どもたちが通級指導教室に通って

います。添付している通級指導教室の案内リーフレットもご覧ください。 

古賀東小 3クラス（13 人、15人、13人）41 人 

舞の里小 3クラス（14人、16人、15人）45 人 

中学校 1 クラス（古賀中 6 人、古賀北中 6人）12 人 
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特別支援学級について 

子ども一人ひとりの特性を正しく理解するとともに、個別の教育的ニーズを把握し、少人

数による適切な指導や支援が行われている学級です。 

古賀市のすべての小学校に知的障がい、自閉症・情緒障がいの特別支援学級が設置されて

おり、そのほか対象の子どもがいる学校に肢体不自由、病弱、難聴の学級が設置されていま

す。 

 

 

●各小中学校の特別支援学級（令和２年度） 

 

特別支援学級では、一学級が８人以内で編成され

ています。 

時間割によっては、通常の学級で学習する児童も

いるため、さらに少人数となり、一人ひとりの実態

にあったきめ細やかな指導が行われています。少人

数であっても周りが気になる児童の場合は、ついた

てをして注意がそれないように工夫しています。 

特別支援学級は、学校の中にあるので、通常の学級の児童たちと各教科や学級活動などを

一緒に行うほか、交流や共同学習など密接な連携があります。 

 

 

学校名 知的 自閉症・情緒 肢体不自由 病弱 難聴

青柳小学校（こすもす学級） ２クラス（１２名） ２クラス（９名）

小野小学校（のびっこ学級） ３クラス（１７名） ４クラス（２６名）

古賀東小学校（なかよし学級） ３クラス（１６名） ３クラス（２０名）

古賀西小学校（なかよし学級） ３クラス（２０名） ２クラス（１５名）

花鶴小学校（たんぽぽ学級） ３クラス（２２名） ３クラス（１９名）

千鳥小学校（たんぽぽ学級） ２クラス（１０名） １クラス（８名） １クラス（１名）

花見小学校（こすもす学級） ２クラス（１５名） ３クラス（２０名）

舞の里小学校（はばたき学級） ２クラス（１０名） ２クラス（１３名）

古賀中学校（コスモス学級ほか） ３クラス（１６名） ４クラス（２４名） １クラス（１名）

古賀北中学校（コスモス学級） １クラス（７名） ４クラス（２１名） １クラス（１名）

古賀東中学校（ふれあい学級） ２クラス（１０名） １クラス（６名）
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●知的障がい特別支援学級 

対象となる子どもは、同年齢の子どもと比べて認知や言語に課題があり、丁寧な指導が必

要であったり、意思疎通が難しく日常生活に一部支援が必要な子どもに対して、小集団の中

で、その子にあった教科の内容や生活に役立つ内容を学習しています。 

学習内容は体力づくりや基本的生活習慣の確立、日常生活に必要な言語や数量などを学

習しています。また、教室で学ぶ授業のほかに、教室や学校の外に出て行う体験的な学習も

あります。 

 

 

 

●自閉症・情緒障がい特別支援学級 

他人との意思疎通及び対人関係の形成が苦手で、社会生活の適応が難しい子どもたちが

対象で、情緒の安定を図りながら学習しています。 

基本的には、通常の学級と同じ教科内容を子どもたちの状態に配慮しながら学習してい

きます。ことばの適切な理解や使い方、他者との意思の伝え合いや人との円滑なかかわり方、

場に応じた行動をとること、運動機能、感覚機能を高めるための学習、感情のコントロール

など実際の場面に応用できるような学習をしています。また、教室で学ぶ授業のほかに、教

室や学校の外に出て行う体験的な学習もあります。 
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ひまわり教室（古賀市特別支援教育相談室）について 
 

３名の相談員がおり、小･中学校からの要請に応じて学校を訪問し、お子さんにとって効

果的で適切な支援について提案したり、直接保護者の方からのご相談に応じたりします。 

お子さんの発達についてちょっとでも気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。 

 

【連絡先】古賀市教育委員会 学校教育課 指導係（市役所第２庁舎４階） 

（ＴＥＬ）092-942-1348 （ＦＡＸ）092-944-5794 

※相談員は学校訪問のため不在のことが多くなります。折り返しのご連絡の場合もあり

ますので、ご了承ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

各小学校リスト 

古賀市内の小学校の一覧です。お問合せの際にご利用ください。 

 

学校名 郵便番号 住所 電話番号 Fax番号 メールアドレス

1 青柳小学校 811-3134 福岡県古賀市青柳860番地1 092-942-2331 092-942-2309 aoshou03@koga-fko.ed.jp

2 小野小学校 811-3123 福岡県古賀市米多比1390番地2 092-946-2331 092-946-2332 ono-syokkk1@koga-fko.ed.jp

3 古賀東小学校 811-3118 福岡県古賀市新久保2丁目1番1号 092-942-3935 092-942-3936 higashi-syo@koga-fko.ed.jp

4 古賀西小学校 811-3101 福岡県古賀市天神7丁目4番1号 092-942-4381 092-942-4382 nishis-004@koga-fko.ed.jp

5 花鶴小学校 811-3104 福岡県古賀市花鶴丘1丁目21番 092-943-5000 092-943-5027 ka-syo@koga-fko.ed.jp

6 千鳥小学校 811-3113 福岡県古賀市千鳥4丁目1番1号 092-944-1341 092-944-0765 chidoris-3@koga-fko.ed.jp

7 花見小学校 811-3112 福岡県古賀市花見東4丁目2番1号 092-943-8282 092-943-7333 hana-syo@koga-fko.ed.jp

8 舞の里小学校 811-3114 福岡県古賀市舞の里4丁目21番1号 092-942-0381 092-942-0382 mai-tk@koga-fko.ed.jp

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIkszi8KjNAhXDkZQKHTvzDGIQjRwIBw&url=http://illustrationfree.seesaa.net/article/207803844.html&psig=AFQjCNEuptj1FzIXmInYNhiDwxPn3M4vgw&ust=1466040530172793

