楽しい学校生活を送るためには・・・
これから小学校に入学すると、新たな環境で、新しい友達との集団生活が始まります。人はだれでも苦手なことが
あるものですが、他の子どもたちより少し苦手なところが多かったり、みんなと一緒に決められた時間で行動できな
かったりするお子さんもいます。また、数字や漢字は理解できるのに、対人関係や集団生活の基本的なルールが理解
できなかったりすることもあります。このようなお子さんは、できるだろうと思われることができないことで、自信
をなくしてしまったり、悲しい思いをしたりすることがあります。お子さんのよいところを伸ばし、お子さんのペー
スに合わせた楽しい学校生活が送れるようにするために、お子さんに合った学校、学級について一緒に考えましょう。

楽しい学校生活を送るために
「就学支援シートの活用に向けて」－青梅市教員委員会

お子さんの発達で気になることはありませんか？
大丈夫かしら・・・
心配だわ

お子さんに合った学校、学級は・・・

平成３１年４月１日から

通常の学級

特別支援教室

特別支援学級（固定学級）

小学校の通常の学級です。
学年ごとに学習計画が決まっ
ており、学級内での全体指導
（一斉指導）やグループによ
る学習が中心となります。ま
た、班活動や係活動など集団
生活の中での学習が中心とな
ります。

教員が拠点校から各小学校
を巡回し、児童が在籍してい
る学校に設置された特別支援
教室で指導を行います。児童
は在籍している学校で、週に
１回程度、小集団または個別
に指導を受け、苦手としてい
ることを克服・改善していき
ます。
（在籍は通常の学級）

学習活動の全部を小学校に設置された特別支
援学級に在籍して指導を受けます。少人数の学
級編成で、お子さんのペースや実態に合ったき
め細かな指導や支援を行います。

特別支援学級
（通級指導学級）
児童が週１～２回数時間程
度、通級指導学級を設置して
いる学校に通い、個別に指導
を受け苦手なところを克服し
ていきます。
（在籍は通常の学級）
◇青梅市の通級指導学級
言語障害・難聴 （吃音等）
河辺小(ことばときこえの教室)

拠点校

巡回校

第四小

第七小 成木小 吹上小

第六小

第一小 第五小
新町小 若草小

友田小

第二小 河辺小

藤橋小

第三小 今井小

（※1 小学校には通常の学級と特別支援学級があり、特別支援学校にも小学部があります。
）

毎日の生活の中で、こんなことありませんか？

自閉症・情緒障害
第二小(さくら組)
若草小(わかくさ学級)
吹上小(あおぞら学級)

こだわり
食品、おもちゃ、特定の道順に執着す
るなど、強いこだわりがある。一度言
い出したらきかない、泣きやまない。
一方通行でしか自分の気持ちを出さ
ない。気に入らないとパニックになっ
て泣き出すことなどがある。

特別支援学校

◇特別支援教室（情緒障害等）

霞台小

◇青梅市の特別支援学級
知的障害
第一小(ぴあじぇ学級)
第三小(かすみ学級)
第四小(つくし学級)

※1

４月からは小学校。今までとは違う新しい生活が待っています。期待が
大きい半面、不安や心配もあるのではないでしょうか。小学校では多くの
友達と一緒に行動します。集団の中で楽しく過ごせるだろうか？そんな不
安や疑問がありましたら相談してみませんか。

視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱・知
的障害等のあるお子さんが対象となる学校で
す。そのお子さんのもつ力を伸ばすために、個々
のニーズに応じた指導や支援を行います。

友達とのかかわり
お母さんとのやりとりより、一人
で話し続ける。友達に興味を示さ
ず、呼び掛けにも無関心。衝動的
な行動やパニックがある。同年齢
の友達の中では自分を出さず相
手の思うままになっているなど、
一方通行な感じがある。

興味

◇都立特別支援学校
都立八王子盲学校
都立立川ろう学校
都立青峰学園（肢体不自由）
都立光明学園（病弱）
都立羽村特別支援学校（知的障害）

小学校の支援体制は・・・

新しい場所や、初めてのこ
とに不安を感じ、パニック
を起こす。人とのかかわり
をもとうとしない。大勢の
人がいる所は苦手で、一人
の世界が好き。人に興味を
示さないことや、名前を呼
んでも振り向かない等の反
応の乏しさが見られる。

生活習慣
一人で着替えられなかった
り、箸やスプーンが使えなか
ったり、一人でトイレに行け
ないなど繰り返し教えても
基本的生活習慣が身に付か
ない。
心配なことを聞いてみましょう

学校教育活動支援員

学級担任
特別支援教育
コーディネーター

連携

支援

相談
特別支援学級介護員

連携

児童
保護者
支援

支援
相談

スクールカウンセラー

学校では、子どもたちが楽しい学校生活
を送れるよう就学支援シートをもとに支援
の方法を検討します。入学後には、保護者、
関係機関と連携して学校生活支援シートや
個別指導計画を作成します。学校では、担
任や特別支援教育コーディネーターが保護
者の相談窓口となります。
また、学校には子どもたちの日常の支援
を行うために、学校教育活動支援員、特別
支援学級の介護員（固定学級）、スクールカ
ウンセラーが配置されています。（学校によ
り配置が異なります。
）

関係機関
校内委員会

連携

今の健康状態やからだの動き、友達や周りの人との接し方、毎日の生活の中で気になること、学校に行くのに
不安を感じていることを気軽に相談してみませんか。

都立

立川ろう学校

特別支援学校

042-523-1358

羽村特別支援学校

八王子盲学校

東京都

042-554-0829

042-623-3278

子ども家庭支援センター

西多摩保健所

青峰学園

光明学園

24-2126

22-6141

32-3811

03-5494-1238

青梅市
教育相談所

就学相談室

23-2200

25-1014

※各校の特別支援教育コーディネーターへご連絡ください

教育、福祉、
保健・医療等

平成３０年１２月
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青梅市教育委員会

就学支援シートを活用してみませんか

就学支援シートが大切にしたいこと

子どもは一人一人個性があります。興味の持ち方やこだわり方、人とのかかわり方など様々です。
小学校に入学すると、人や集団とのかかわりが増えていきます。子どもによっては、やりにくさやとまどいを感じ
ることがあります。そのような時に周囲の大人たちの支援が必要となります。就学支援シートは小学校入学に向けて、
幼稚園、保育所、療育機関や家庭などで今まで大切にしてきたことや、配慮してきたことを学校に引き継ぐシートで
す。子どもたちが楽しく学校生活を送ることができるよう、子どもに必要と思われる支援の方法や配慮してほしいこ
とを記入してください。※２幼稚園には幼児園を含みます
※ 2

１.

お子さんのよいところ、伸びたところ、できること、得意なこと、好きなことなど、お子さんが楽しい
学校生活を送ることのできるヒントを教えてください。

２.

お子さんに合わせて工夫した指導内容や、教材、教具、言葉かけや補助の仕方など、お子さんが意欲的
に取り組むことのできる環境作りや、工夫などについて教えてください。

３.

お子さんがどうしても苦手なことや環境、情緒が不安定になったときの対応の方法など、学校生活にお
いて配慮が必要なことがあれば教えてください。

就学支援シートの内容

４.

保護者の記入欄（一部抜粋）
２ 成長・発達に関すること
①健康や日常生活面で引き継ぎたいこと
●体に関しての状況

てんかん発作が起きる時があります。

・食事や排せつ、着替え、

服薬は・・・・

ば教えてください。

幼稚園・保育所等の関係者記入欄（一部抜粋）
２ 成長・発達の様子等
①健康や日常生活についての引き継ぎ事項
（現状・特徴について、支援の内容など）
身体・健康

睡眠についての注意点

身体の動き

・健康や発作の有無や服薬

日常生活

お子さんのよりよい成長発達のために、学校に入学してからも引き継いでほしいと思う内容などがあれ

就学支援シートの作成の流れ

について

1 教育委員会より幼稚園、保育
所等に就学支援シートとリー
フレットを配布します。

・パニックを起こすとき

（1２月）

②人とのかかわり(コミュニケーション)で引き継ぎたいこと

②行動に関しての引き継ぎ事項
（現状・特徴について、支援の内容など）

●人とのかかわり方

集団の中では、とても大人しく

・集団への参加の様子

なってしまいます。お友達とは・・

不注意な行動

・友達や他の人とのかかわ

・・・・・

多動的な行動

りの様子

就学支援シート

４

衝動的な行動

・指示した時の理解の様子
③興味や関心、性格や行動の特徴で引き継ぎたいこと
好きなことは、車など乗り物が

・好きなこと、得意なこと

大好きで、乗り物の本を熱心に

人とのかかわり

・嫌いなこと、苦手なこと

見ています。嫌いなのは・・・・・・・・

の状況

３

入学後の生活に関する保護者の意向・要望・配慮など

３

（12 月～1 月）

（12 月～1 月中旬）

（注）幼稚園や保育所等に通園していないお
子さんについては、就学予定の学校または
教育委員会にご連絡ください。就学支援シ
ートをお渡しまたは御自宅へ送付します。

（注）幼稚園や保育所等に通園していないお
子さんの場合は、関係機関（通院先等）と
協力して就学支援シートを作成してくだ
さい。

５

教育委員会から就学予定の
小学校に就学支援シートを送
付します。（１月下旬以降随時）

③言葉・コミュニケーションについての引き継ぎ事項

●興味や性格について

・お子さんの性格について

保護者と園長が同意した就
学支援シートを幼稚園・保育
所等から教育委員会事務局に
提出します。（1 月下旬）

2 就学支援シートの作成・活用
を希望する就学予定児童の保
護者に、幼稚園、保育所等の園
長を通じて配布します。

（現状・特徴について、支援の内容など）

（注）幼稚園や保育所等に通園していないお
子さんの場合は、直接教育委員会へ提出し
てください。

幼稚園、保育所等の担当教
諭や保育士と保護者および関
係機関の協力のもとに就学支
援シートを作成します。

６

小学校は、必要に応じて幼
稚園・保育所等と引き継ぎ会
や保護者との面談等を実施し
て、就学についての助言を行
うとともに、就学支援シート
の内容を入学後の指導に活用
します。（２月以降）

言葉の発達状況
特定の行動等の
傾向

笑顔があふれる
学校生活に向けて
就学支援シート
（平成３１年４月就学児童用）

就学支援シートは、入学後の児童に対する支援を進めやすくします。
シートを引き継いだ小学校は、保護者との間で子どもの様子や配慮
すべきことなどについて、共通理解が図りやすくなります。
また、学校は、シートの内容をもとに、その子どもにあった無理の
ない支援の計画を立てたり、具体的な支援の手立てについて検討する
ことができ、校内の支援体制を作りやすくなります。

子どもたちには、大切な個性があります。
子どもたちには、夢や希望に満ちた豊かな可能性があります。
子どもたちには、豊かな感性があります。
そして、みなさんは、すてきな笑顔をもっています。
※1

※2

※3

小学校への入学に向けて、幼稚園・保育所・療育機関や家庭などで今まで大切
にしてきたことや配慮してきたこと、小学校に引き継ぎたいことがあれば教えて
ください。
子どもたちが、笑顔であふれる学校生活を送ることができるよう、お子さんに
必要と思われる支援や配慮について、お子さんにかかわるみなさんで一緒に考え
ていきましょう。

記入にあたって
１ シートのすべての欄に記入しなくてもかまいません。ここ
だけは、というポイントがあれば教えてください。
２ シートだけでは不十分と思われる場合には、必要に応じて
関係書類（教材等の写真など）を添付していただいてもか
まいません。お子さんが楽しい学校生活を送ることができ
るように、いろいろなヒントを教えてください。
３ お子さんの生き生きとした姿が学校に伝わるようご協 力
ください。

楽しい学校生活
へ

ご留意いただきたいこと
１ このシートは、就学校の希望調査ではありません。就学する
学校が決まった後に提出してください。
２ 小学校では、校長の管理のもとで、担当教諭等が活用します。
３ 記載された個人情報については、入学後の個別指導計画等の作
成や教育的支援を考える上で参考とする以外に使用しません。

幼稚園・保育所等から小学校へ
へ

