
 

 

          

 

 

 

＜特別支援学校の教育相談＞ 
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静岡市特別支援学校間ネットワーク 
事務局：静岡県立静岡北特別支援学校   

〒420-０953 静岡県静岡葵区漆山７９６ 

TEL:(054)245-8191 FAX:(054)245-9983 

２７年度版 
情報の更新は、静岡市内の特別支援学校のＨＰで 

随時行っています。御覧ください。 

静岡南部 

静大教育学部附属 

教育相談は、

すべて 

無料です！ 

静岡視覚 清 水 

南の丘分校（静岡北） 静岡北 

中 央 

静岡聴覚 

TEL:(054)245-8191
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「希望調査票」に基づき連絡調整 結果報告 

 

 
 

１．巡回相談を依頼する場合 ※静岡市立幼・小・中・高対象 

 

                巡回相談の申し込み 
             特別な支援を必要とする園児・児童・生徒の実態把握を行い、 

 市指定の「希望調査票（巡回相談様式 1－1）」を提出する。 

窓口：静岡市特別支援教育センター  電話 ２５５－３６００ 

                  FAX ２５５－３６０１ 

               

 

            

            

 

 

 

 

２．特別支援学校の教育相談室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

１ 

在籍

園・校 

在籍園・校 

巡回相談実施 

 

静岡市特別支援 

教育センター 

＊確認事項＊ 

・巡回相談担当者による相談は、就学指導対象の児童・生徒は除くこと。 

・保護者の承諾を得ていること。 

見え方のことでお困りではありませんか？ 

「静岡視覚特別支援学校」へ御相談ください！ 

  電話（054）２８３－７３００ 

聞こえのことで、 

お困りではありませんか？ 

「静岡聴覚特別支援学校」へ 

御相談ください！ 

電話（054）２８３－６４４１ 

体のことで 

お困りではありませんか？

「中央特別支援学校」 

  電話（054）246－5504 

「静岡南部特別支援学校」 

電話（054）285－1633 

へ御相談ください！ 

言葉の遅れなど、発達に関することで 

お困りではありませんか？ 

「静岡北特別支援学校」 

 電話（054）245－8191 

「静岡北特別支援学校南の丘分校（高等部のみ）」 

電話（054）266－7787 

「清水特別支援学校」 

電話（054）368－６８００ 

「静岡大学教育学部附属特別支援学校」 

電話（054）247－２８１１ 

へ御相談ください！ 

静岡市特別支援 

教育センター 

＊御利用方法＊ 

各学校へ直接、電話で御連絡ください。日程等を調整

させていただきます。問合せの時間等は、Ｐ３、４を 

御覧ください。 
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  静岡北特別支援学校                清水特別支援学校 

                 

        

                            対象：年中児とその保護者 

  対象：年長児とその保護者             回数：年４回実施        

  回数：年５回（人数の多い場合には年間 10回）   内容：遊びを中心とした集団行動、保護者相談会 

  内容：遊びを中心とした集団活動、保護者対象     

     の相談会 

                             対象：年長児とその保護者 

         回数：年間８回実施  

内容：遊びを中心とした集団行動 

                                 保護者相談会 

                                

 

    

   

  

 

 

   

 

  
 

 

 

 

★市内の特別支援学校では、「就学前の教育相談」も受け付けています。 

「教育相談」（Ｐ３参照）をご覧ください。 
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２ 

うさぎクラブ にこにこクラブ 

わくわくクラブ 

 

 

 

クラブ 
◆参加される皆さんへ◆ 

○それぞれの学校が開催している「親子教室」へ

の参加は、就学前の準備として行われています。 

「親子教室」は、開催の学校への入学を目的とし

たものではありません。 

○「親子教室」への参加は、所属の保育園、幼稚

園などから申し込みください。申し込みの期日や

用紙は各学校のＨＰにも掲載します。 

中央特別支援学校 

スマイルクラブ  
回数：年間５回（７月～１月まで年長児と保護者対象） 

静岡視覚特別支援学校 

乳幼児おたのしみ会 
対象：乳幼児とその保護者 

回数：年３回（７月、12月、２月） 

内容：集団あそび、保護者座談会 

静岡聴覚特別支援学校の「教育相談」  

対象：耳の聞こえの心配な子ども、聴覚障害のある子ども（0歳から受け付けています） 

内容：きこえの検査、ことばの検査、耳鼻科医師への紹介、御両親への助言、在籍する幼稚園や保育園の先生

方への助言など聴覚障害に関する相談を受け付けています。 

 

 

静岡視覚特別支援学校の「教育相談」 

対象：目の見え方の心配な子ども、視覚障害のある子ども（０歳から受け付けています） 

内容：見え方の調査、レンズの使い方、視知覚・認知学習、文字・点字初期指導、補助具や教材の紹介、 

   子育てでの工夫、在籍園の先生方への支援など、視覚障害や目に関する相談を受け付けています。 

   

市内関係機関との連携 

○市内の各ブロックの子育て連絡会に参加して、情報交換をしています（静岡北特支・静岡大附属特支）。 

○東部・南部保健福祉センターの発達フォローアップ教室（０～３歳児の親子教室）に毎月、スタッフとして、

ファミリーサポート主催「子育て支援講座」で「発達障害について」担当しています（静岡北特支）。 
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視覚特別支援学校 

特別支援学校（肢体不自由） 

 

           ＊平成 2８年度から入学をお考えの方は、「体験入学」に御参加ください。 
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学 校 名：静岡県立静岡北特別支援学校 

住   所：静岡市葵区漆山７９６ 

電話番号 ：（０５４）２４５－８１９１ 

FAX 番号：(０５４）２４５－９９８３ 

教育相談：月～金 午前９時～午後４時３０分 

体験入学日：小学部 ６月 16 日、6 月 23 日  

９月 29 日、10 月 14 日 

      中学部 5 月 12 日、５月 14 日 

10 月 27 日、11 月 10日 

特別支援学校（知的障害） 

 

学 校 名：静岡県立清水特別支援学校 

住   所：静岡市清水区八坂東 1 丁目１６－１ 

電話番号 ：（０５４）３６８－６８００ 

FAX 番号：(０５４）３６６－５６００ 

教育相談：月～金 午前９時～午後４時 30 分 

体験入学日：小学部 6 月 12 日 

      中学部 6 月 1２日、10 月５日 

学 校 名：静岡大学教育学部附属特別支援学校 

住  所：静岡市葵区大岩町１－１５ 

電 話 番 号：（０５４）２４７－２８１１ 

F A X 番 号：(０５４）２４７－２８１２ 

教育・就学相談：月～金 午前９時～４時３０分 

学 校 公 開 日：６月１９日（どなたでも参加可） 

公  示：10 月２日 

体験入学日：小学部 10 月 1３～1６日 

中学部 10 月５・６・７・９日 

入学選考説明会：（願書配布）11 月２日（予定） 

願 書 受 付：12 月２・３日（予定） 

入学選考日：平成 28 年１月６日（予定） 

学 校 名：静岡県立静岡視覚特別支援学校 

       （静岡盲学校） 

住   所：静岡市駿河区曲金６丁目１－５ 

電話番号：（０５４）２８３－７３００ 

FAX 番号：（０５４）２８２－８９１９ 

教育相談：月～金 午前９時～午後４時 30 分 

学部説明会：幼稚部 9 月 24 日 小学部 ６月 16 日 

 中学部 ６月 19 日 

体験入学日：幼稚部 平成 28 年２月 25 日 

小学部 平成 28 年２月 17 日 

      中学部 平成 28 年２月 12 日 

聴覚特別支援学校 

学 校 名：静岡県立静岡聴覚特別支援学校 

      （静岡聾学校） 

住   所：静岡市駿河区中村町２５１ 

電話番号：（０５４）２８３－６４４１ 

FAX 番号：（０５４）２８３－２６２５ 

教育相談：月～金 午前９時～午後４時 30 分 

体験入学日：幼稚部、小学部、中学部とも最初に、教育 

      相談を受けていただき、必要に応じて「体

験入学日」を設定します。 

学 校 名：静岡県立中央特別支援学校 

住   所：静岡市葵区漆山７７７ 

電話番号 ：（０５４）２４６－５５０４ 

FAX 番号：(０５４）２４７－６９２9 

教育相談：月～金 午前 9 時～午後４時３０分 

見 学 日 ：小学部 6 月 10 日 10 月１４日 

(保護者のみ)  中学部 6 月 16 日 10 月 7 日  

体験入学日：小学部 6 月 11 日・1２日・１５日 

          10 月１５日・1６日     

        中学部 ６月１７日 10 月８日 

学 校 名：静岡県立静岡南部特別支援学校 

住   所：静岡市駿河区曲金５丁目３－３０ 

電話番号 ：（０５４）２８５－１６３３ 

FAX 番号：（０５４）２８５－３０３４ 

教育相談：月～金 午前９時～午後４時 30 分 

体験入学日：小学部 平成 27 年６月１８日 

          平成 28 年２月 10 日 

      中学部 平成２8 年２月 1２日 

★体験入学では、持ち物や

注意事項がありますので、 

要項を御覧ください。 

 

★期日以外でも、御相談に

応じていますのでお問い

合わせください。 
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特別支援学校（肢体不自由） 

特別支援学校（知的障害） 

視覚・聴覚特別支援学校 高等部進学については、下記へお問い合わせください。 

【重要】平成 28年度入学選考を受ける前には、７月末までに「教育相談」及び 

「体験入学」を必ず受けてください。 
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学 校 名：静岡大学教育学部附属特別支援学校 

住   所：静岡市葵区大岩町１－１５ 

電話番号 :（０５４）２４７－２８１１ 

FAX 番号 :（０５４）２４７－２８１２ 

教育相談日：７月 9 日、10 日、13 日～15 日 

（体験入学） 

入学選考説明会（願書配布）：11 月２日（予定） 

願 書請 求：平成 27 年 11 月２日～12 月１日 

願書受付日：平成 27 年 12 月７、８日（予定） 

入学選考日：平成 28 年１月６日（水）（予定） 

対 象 者：大井川以東、富士川以西に在住する特別

支援学校中学部、中学校卒業生及び卒業見

込みの者。知的障害を有する者。 

 

 

学 校 名：静岡県立静岡北特別支援学校 

南の丘分校 

住   所：静岡市駿河区有東３丁目４番１７号 

電話番号：（０５４）２６６－７７８７ 

FAX 番号：（０５４）２８８－５５６５   

体験入学日：７月７～10 日 

願 書請 求：平成 27 年 12 月 11 日～25 日 

願書受付日：平成 28 年１月４日～６日 

入学選考日：平成 28 年 1 月 14 日（木） 

対 象 者：静岡市、富士市の旧富士川町に在住する特別支 

援学校中学部、中学校卒業生及び卒業見込み 

の者知的障害を有する者。       

 

 

学 校 名：静岡県立静岡北特別支援学校 

住   所：静岡市葵区漆山７９６ 

電話番号：（０５４）２４５－８１９１ 

FAX 番号：（０５４）２４５－９９８３       

体験入学日：６月 2～4 日、９～11 日 

願書請求： 平成 27 年 12 月 11 日～１月 12 日 

願書受付日：平成２8 年１月 27 日～１月 29 日 

入学選考日：平成２8 年２月１0 日（水） 

対 象 者：葵区・駿河区に在住する特別支援学校中学部、

中学校卒業生及び卒業見込みの者。知的障害

を有する者。       

学 校 名：静岡県立中央特別支援学校 

住 所：静岡市葵区漆山７７７ 

電話番号：（０５４）２４６－５５０４  

FAX 番号：（０５４）２４７－６９２９         

体験入学日：６月 1７日（水）・１８日（木） 

願 書請 求：平成 27 年 12 月 11 日～１月 12 日 

願書受付日：平成 28 年１月２7 日～１月 29 日 

入学選考日：平成 28 年２月 10 日（水） 

対 象 者：特別支援学校の中学部、若しくは中学校を卒業見込みの者、または卒業した者

のうち、肢体不自由を主たる障害とする者（原則中部地区に在住する者）。 

★県立校では、 

「教育相談」は

７月末日まで、

随時受け付けて

います。（要予

約） 

 

学 校 名：静岡県立浜松視覚特別支援学校 

       （浜松盲学校） 

住  所 ：浜松市中区葵西５丁目９－１ 

電話番号：（０５３）４３６－１２６１ 

FAX 番号：（０５３）４３８－２８７６ 

 

： 

 

学 校 名：静岡県立沼津聴覚特別支援学校 

  （沼津聾学校） 

住  所 ：沼津市泉町４－１ 

電話番号：（０５５）９２１－３３９８ 

FAX 番号：（０５５）９２３－５３２７ 

 

 

学 校 名：静岡県立清水特別支援学校 

住   所：静岡市清水区八坂東 1 丁目１６－１ 

電話番号：（０５４）３６８－６８００ 

FAX 番号：（０５４）３６６－５６００       

体験入学日：6 月３日、５日、17 日、19 日 

願書請求： 平成 27 年 12 月 11 日～１月 12 日 

願書受付日：平成 28 年１月 27 日～１月 29 日 

入学選考日：平成 28 年２月１０日（水） 

対 象 者 ：清水区・駿河区の一部(東豊田中学校区)・ 

富士市の旧富士川町に在住する特別支援

学校中学部、中学校卒業生及び卒業見込

みの者。知的障害を有する者。 

★中学 2年生対象の、学校参観・体験も随時

行っております。お問い合わせください。 
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１．公開授業研究会（研究協議会）※教員が対象の研究会です。 

学校名 開催日 テーマ 開催要項 

静岡北特別支援学校 11月 19日（木） 自分からせいいっぱいがんばるひとを 

育てるために 

○市内の各学校へ

配布されます。 

○各学校のＨＰに

も掲載されます。 

○参加申し込み

は、「参加申し込み

用紙」に記入の上、

各学校へお送りく

ださい（ＦＡＸ又

は郵送）。 

【お願い】参加は、

交通機関を御利用

ください。 

静岡北特別支援学校 

南の丘分校 

11月 25日（水） 生徒が自らを見つめ、働く力を高めていくため

の、自己理解力と主体性を育む授業作り 

清水特別支援学校 11月 18日（水） わかる・とりくむ・つながる 

～一人一人が確かに育つ授業づくりを 

目指して～ 

静岡大学教育学部 

附属特別支援学校 

11月 20日（金） 

 

 

11月２１日（土） 

第 4２回研究協議会 

「社会参加につながる主体的な学びをめざして」 

～自己調整力を育む授業づくり～ 

研究フォーラム２０１５ 

中央特別支援学校 1月 22日（金） 児童生徒の主体的な姿を目指して 

～授業づくり、生活指導～ 

静岡南部特別支援学校 12月 11日（金） 児童生徒一人一人の自ら学ぶ姿を 

引き出す授業づくり 

～児童生徒の実態をふまえて～ 

静岡視覚特別支援学校   なし 個のニーズを踏まえ、生活に繋ぐ学力、自立に

向けた態度・力を育成する学習の充実 

静岡聴覚特別支援学校 なし 一人一人が生き生きと取り組むわかる 

授業をめざして 

２．研修会 ※記載された研修会は教員（幼・保・小・中・高・特支）対象です。 

学校名 開催日 テーマ及び講師（現在決定している講師のみ記載） 

静岡北特別支援学校 11月 19日（木） 公開授業研究会の講演   

講師 名古屋恒彦氏（岩手大学） 

静岡北特別支援学校 

南の丘分校 

８月 27日（木） 自閉症の生徒の学習の支援や教材などについて 

       講師 安部博志氏（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

清水特別支援学校 ７月２日（木） 

 

７月 31日（金） 

はごろも夢講演会 

  講師 名古屋恒彦氏（岩手大学） 

地域共生学習会『ユニバーサルな授業づくり』（仮） 

  14：00～16：00      講師 柘植美文氏 

静岡大学教育学部 

附属特別支援学校 

５月 29日（金） 

11月 27日（金） 

２月 12日（金） 

静岡特別支援教育研究会 

 静岡大学 香野研究室主催 18：30～20：30 

中央特別支援学校 8月６日（木） 静岡県肢体不自由教育研究会 

講師 齊藤由美子氏（特総研） 

静岡南部特別支援学校 ７月 31日（金） 

 

７月下旬～ 

８月上旬 

AAC 研修会 １３：３０～ 

講師 鴨下賢一氏（こども病院作業療法士） 

授業づくりについて学習会（３回） 

静岡視覚特別支援学校 ６月 23日（火） 

11月５日（木） 

視覚障害児担当者研修会 

（疑似体験・情報交換会・支援機器等紹介） 

静岡聴覚特別支援学校 ７月下旬～８月 きこえと補聴器の講習会 

※難聴児が在籍している園、学校の教員対象 

                         ５ 
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平成 27年度 静岡市特別支援学校間ネットワーク研修会 

テーマ：通常学級における特別支援教育 

～発達障害児の理解と ICTを取り入れた具体的な支援～ 

日 時：平成 27年 7月 30日（木）13：15～16：30 場 所：グランシップ 会議室 910 

講 師：村田 美和氏（東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員） 

 

３．静岡市教育センター「特別支援教育」に関する研修会 

   ※この研修は、教員対象の研修会です。教員以外の人は受講することができません。 

    会場 静岡市教育センター 葵区与一６丁目１７番１０号  電話２５１－３２８８ 

研 修 名 開催日 講 師 

教育研修Ⅰ「すべての子どもをたくましく育てるために」 

  ―今日から始められるインクルーシブ教育システムー 

６月５日（金） 

13:30～16:30 

山下由修氏（清水江尻小学校

校長） 

教育研修Ⅱ「読み書きの苦手な子どもの支援」 

   ―気付きと学級での支援― 

７月 10日（金） 

13:30～16:30 

後藤隆章氏（常葉学園大学） 

教育研修Ⅲパネルディスカッション「役割と連携」 

   ―各機関の役割と相互連携についてー 

12月 4日（金） 

13:30～16:30 

梅田真理氏（特総研） 

西澤和倫氏（静岡赤十字病院） 

「はじめの一歩・次の一歩」 

 ―気になる子どもの理解― 

５月 19日（火） 

午後 

中野宣昭氏（静岡北特別支援

学校） 

「学校で出会った子どもたち」 

―巡回指導から感じる学級担任の支援― 

９月 17日（木） 

午後 

後藤隆章氏（常葉学園大学） 

「思いをつなぐ」 

 ―保護者理解と対応についてー 

11月13日（金） 

午後 

今泉依子氏（巡回相談員） 

 

 

 

 

学 校 名 運 動 会（体育祭） 学習発表会（文化祭） 

静岡北特別支援学校 5月３０日（土）予備日３１日（日） 静北祭      1月30日（土） 

静岡北特支（南の丘分校） 
10月 29日（木）草薙総合運動場 

予備日 30日（駿河総合高校と共催） 

駿光祭 平成 27 年６月５．６日(土、日) 

（駿河総合高校と共催） 

清水特別支援学校 
６月６日（土）※小中学部のみ 

予備日７日（日） 
学習発表会     １月30日(土) 

静大附属特別支援学校 ６月６日（土）予備日７日（日） ふようまつり    2月６日（土） 

中央特別支援学校 
5月 23日（土）中学部体育祭 

５月 29日（金）高等部チャレンジ大会 

6月 ７日（日）小学部体育祭 

大輪祭（きらめきの日）11月２５日（水） 

大輪祭（ふれあいの日）11月 2８日（土） 

静岡南部特別支援学校 ６月６日（土） 学習発表会   11月14日（土） 

静岡視覚特別支援学校 5月 3０日（土） 静盲まつり   10月2４日（土） 

静岡聴覚特別支援学校 6月６日（土）予備日７日（日） 学習発表会   10月31日（土） 

※天候等で実施の有無の確認は、各学校のＨＰ等を御確認下さい。 

６ 
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静岡市の特別支援学校マップ 
             

   県立静岡北特別支援学校・県立中央特別支援学校      

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

県立静岡北特別支援学校南の丘分校 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

県立清水特別支援学校   

 

 

 

 

 

 

 

） 
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県立清水特別支援学校

t@t@Zb4  

                             

県立静岡聴覚特別支援学校（静岡聾学校） 

静岡南署 

富士見台バス停 

駿河総合高校前バス停 

県立駿河総合高等学校 

県立静岡北特別支援学校南の丘分校 

県立駿河総合高等学校（元静岡市立商業高等学校）内に移設 

JA 静岡大里支店

店 

県立清水東高等学校 

静岡市特別支援教育センター 

静岡市特別支援教育 

センター 

県立静岡視覚 

特別支援学校 

（静岡盲学校） 

JR東海道線 

柚木地下道 

南幹線 

県立静岡南部特別支援学校 

静岡医療福祉センター 

静岡済生会総合病院 

唐
瀬
街
道 

静岡大学教育学部附属特別支援学校 

静岡大学教育学部 

附属幼稚園 

大岩一丁目バス停 

臨済寺前バス停 

市立中央図書館 

城北公園 

静岡大学教育学部附属特別支援学校 

県立静岡南部特別支援学校 

県立静岡視覚特別支援学校（静岡盲学校） 

県立静岡聴覚特別支援学校 

（静岡聾学校） 

中村町上バス停 

エスポット 

中村町下バス停 

SBS 通り 

大
浜
街
道 

巴川 

県立こども病院 

県立中央特別支援学校 

県立静岡北特別支援学校 

こども病院 

バス停 

流
通
セ
ン
タ
｜
通
り 

曲金静岡視覚特別 

支援学校前バス停 

来校するときには、 

事前の連絡と 

駐車場の確認を 

お願いします！ 

秋吉町バス停 

東名清水インター 

済生会病院前バス停 
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