
１ 特別支援学級（知的障がい学級）とは   

通常の学級での集団一斉学習に参加するのが難しく、

個別に特別な支援を必要とする児童生徒に対して、その

特性や状態に応じた学習や指導を行います。 

1 学級あたり８人までの少人数による学級で、学校生活

を送ります。学級では、困難を軽減したり、新たなこと

に挑戦したりする中で、一人一人のよさや可能性を伸ば

し、自立し、社会参加するために必要な力を培うことを

目的としています。 

 

 

２ 指導の対象   

○知的な発達の遅れがあり、通常の学級での集団一斉学

習や集団生活に参加することが難しく、個別に支援が

必要な児童生徒 

 

 

 

 

 

３ 指導の内容   

 知的障がい学級では、各教科等と併せて「日常生活の

指導」や「生活単元」の学習を行うことを特徴としてい

ます。授業は小集団指導と個別指導を組み合わせて行い

ます。 

各教科指導では、一人一人の課題や発達の段階に応じ

て特別支援学校や下学年の教育課程を取り入れるなど、

個別指導計画をもとに目標を設定して授業を行います。

また、教科書や様々な教材等を活用して個々の興味を引

き出しながら授業を行います。 

スモールステップで成功体験を積み重ね、自己肯定感

を高めながら学習指導を行っています。 

 

○「日常生活の指導」は着替え・食事・排泄・整理整頓

など、基本的な生活習慣を身に付けることができるよ

う工夫をしています。 

○毎日の係の仕事を行うことを通じて、役割を持って自

分や他者を大切にする心を育みます。 

○手指や体を使った運動や作業を通して身体の使い方や

調子を知り、運動能力を伸ばします。 

○着席する・注目する・集中する・話を聞くなど、学び 

方の姿勢を身に付けます。 

  ○自分の気持ちや考えを相手に伝える・相手の言葉や行 

動の意味を理解するなど、コミュニケーション力を身

に付けます。 

○形・空間・数・文字・類推・抽象化など、学習に必要 

な基本的な力を身に付けます。 

  ○自分の特性を知り、自分にとって必要な支援を受けた

り求めたりする力を身に付けます。 

 

 

４ その他   

○通常の学級との交流を行います。学校行事や学年行事

に通常の学級とともに参加します。 

○年に数回、他の学校の特別支援学級や特別支援学校と

の交流を行います。 

 

 

５ 入級の申し込み   

入級にあたっては、「就学相談会」「進学相談会」「転学・

転籍相談会」にお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎相談会では、お子さんの特性の把握のために、発達検査の 

結果や愛の手帳が必要となります。お持ちの方は、写しの

ご提出のご協力をお願いいたします。 

 

◎相談会において作成・収集

した資料は、在籍校や転籍

先校での指導・支援に活用

いたしますことをご了承く

ださい。 

 

【入学・進学に向けて】（就学相談・進学相談） 

○就学前の年長児及び小学校６年生在籍の児童 

次年度に小学校や中学校へ入学するお子さんに対して、

就学・進学相談を開催します。 

小学校や中学校の入学当初から、特別支援学級へ入級を

希望の方は、「就学相談会」「進学相談会」へお申し込みく

ださい。年長児のお子さんに対する就学相談は、６月中旬

から受付が始まります。小学校６年生のお子さんは、５月

に在籍小学校へお申し込みください。手続きの流れ等は、

「就学相談のご案内」「進学相談のご案内」をご覧ください。 

 

【転籍に向けて】（転学・転籍相談会） 

○小・中学校の通常の学級に在籍の児童生徒 

  小・中学校の通常の学級に在籍していて、特別支援学級

への転籍を希望される方に対して「転学・転籍相談会」を

年３回開催します。 

転籍を希望する場合は、在籍する小・中学校へお申し込

みください。 

 

（１）保護者の方と在籍校とで、お子さんの学校生活や学習

状況について話し合い、特別支援学級への入級（転籍）

についての相談をします。 

（２）在籍校では、校内委員会においてお子さんの支援策と

入級（転籍）の必要性を検討します。 

（３）相談・検討の結果をもとに、保護者の方が在籍校に申

し込みます。 

（４）転籍先の特別支援学級で「入級体験」を行います。 

（５）「転学・転籍相談会」が開催されます。 

（６）「転学・転籍相談会」の結果「所見」を、教育センター

より保護者の方と在籍校にお知らせいたします。 

（７）転校が必要な場合は、教育委員会学務課で手続きをし

ます。転籍日は、教育センターより保護者の方と在籍

校にお知らせします。 

 

 

「就学相談会」「進学相談会」「転学・転籍相談会」では、

お子さんにとって入級が適しているかどうかを教育委

員会が検討し、その結果を「所見」として出します。 

「所見」は、お子さんの状況や必要とする支援の程度を

踏まえ、総合的に判断します。 

ご希望と異なる「所見」となる場合もあることをご理解

の上お申し込みください。 



＜地域の指定校に知的障がい学級がない場合の学区＞ 

※特別支援学級の指定校が複数ある場合は、その中から選択します。 

 

小学校 

（地域指定校）  →（知的障がい学級の指定校） 

町田第三小学校 → 町田第一小、町田第五小、本町田小 

町田第四小学校 → 町田第一小、木曽境川小 

町田第六小学校 → 町田第二小、南大谷小 

本町田東小学校 → 藤の台小、本町田小 

南第一小学校  → 南第四小、南つくし野小 

南第三小学校  → 町田第二小、南第四小 

つくし野小学校 → 南第二小、南つくし野小 

小川小学校   → 南第四小、南つくし野小 

成瀬台小学校  → 南第二小、南大谷小 

鶴間小学校   → 南つくし野小 

高ヶ坂小学校  → 町田第二小、南第四小 

成瀬中央小学校 → 南第二小、南大谷小 

南成瀬小学校  → 南第二小、南第四小 

鶴川第一小学校 → 藤の台小、鶴川第四小、忠生小、七国山小 

鶴川第三小学校 → 鶴川第二小、鶴川第四小 

大蔵小学校   → 藤の台小、鶴川第四小、金井小 

三輪小学校   → 鶴川第二小 

小山田小学校  → 小山田南小 

忠生第三小学校 → 本町田小、七国山小、木曽境川小 

山崎小学校   → 忠生小、七国山小 

図師小学校   → 忠生小、小山田南小 

大戸小学校   → 相原小 

 

中学校 

町田第二中学校 → 町田第一中、南大谷中、南中 

町田第三中学校 → 町田第一中、山崎中 

南成瀬中学校  → 成瀬台中、南中、つくし野中 

鶴川第二中学校 → 鶴川中、成瀬台中 

真光寺中学校  → 鶴川中 

金井中学校   → 鶴川中、薬師中 

木曽中学校   → 忠生中、町田第一中 

小山田中学校  → 忠生中 

小山中学校   → 堺中、忠生中 

武蔵岡中学校  → 堺中 

 

 

 

 

【設置小学校 20 校】 

① 町田第一小学校 （中町 1-20-30）   ℡722-3105 

② 町田第二小学校 （原町田 4-26-40）  ℡722-3316 

③ 町田第五小学校 （玉川学園 4-14-7） ℡725-8178 

④ 南大谷小学校  （南大谷 811-1）    ℡725-2551 

⑤ 藤の台小学校  （藤の台 3-1-1）    ℡726-1005 

⑥ 本町田小学校  （本町田 2032）     ℡721-5561 

⑦ 南第二小学校  （成瀬 7-11-1）     ℡727-0805 

⑧ 南第四小学校  （金森東 3-21-1）   ℡796-1326 

⑨ 南つくし野小学校（南つくし野 2-4-8）℡796-1950 

⑩ 鶴川第二小学校 （能ヶ谷 7-24-1）   ℡735-5498 

⑪ 鶴川第四小学校 （鶴川 3-22）       ℡735-2868 

⑫ 金井小学校   （金井ヶ丘 1-30-1） ℡735-0010 

⑬ 忠生小学校   （忠生 3-10-2）     ℡791-1021 

⑭ 小山田南小学校 （小山田桜台 2-7）  ℡797-4541 

⑮ 木曽境川小学校 （木曽西 1-9-1）    ℡791-2086 

⑯ 七国山小学校  （山崎町 1314-2）   ℡791-2171 

⑰ 小山小学校   （小山町 944）      ℡797-2733 

⑱ 小山ヶ丘小学校 （小山ヶ丘 5-37）   ℡770-6251 

⑲ 小山中央小学校 （小山ヶ丘 3-7-1）  ℡798-0670 

⑳ 相原小学校   （相原町 1673）     ℡771-2341 

 

【設置中学校 10 校】 

① 町田第一中学校（中町 1-27-5）    ℡722-2420 

② 南大谷中学校 （南大谷 985-1）    ℡723-5567 

③ 南中学校   （金森 3-27-1）      ℡796-2248 

④ つくし野中学校（南つくし野 2-14-2）℡795-0323 

⑤ 成瀬台中学校 （成瀬台 2-5-1）     ℡728-6030 

⑥ 鶴川中学校  （小野路町 1905-1）  ℡735-2405 

⑦ 薬師中学校  （金井 1-20-1）      ℡725-5002 

⑧ 忠生中学校  （忠生 3-14-1）      ℡791-0821 

⑨ 山崎中学校  （山崎町 1445）      ℡793-1021 

⑩ 堺中学校   （相原町 752）       ℡771-2348 

※特別支援学級の見学等は、授業公開日（各学校のホームページ等を

ご参照ください）をご活用ください。 

 

この冊子は 1100部作成し、1部あたりの単価は 17円です（職員人件費を含みます） 

 

 

 

 

 

  

 

＜設置小学校＞２０校 

町田第一小学校    町田第二小学校 

町田第五小学校     南大谷小学校 

藤の台小学校     本町田小学校 

南第二小学校     南第四小学校 

南つくし野小学校   鶴川第二小学校 

鶴川第四小学校    金井小学校 

忠生小学校       小山田 南小学校 

木曽境川小学校     七国山小学校 

小山小学校       小山ヶ丘小学校 

小山中央小学校     相原小学校 

＜設置中学校＞１０校 

町田第一中学校    南大谷中学校 

南中学校       つくし野中学校 

成瀬台中学校     鶴川中学校 

薬師中学校      忠生中学校 

山崎中学校      堺中学校 
 

   

町 田 市 教 育 委 員 会 

【担当】町田市教育センター 就学相談担当 

TEL:０４２－７９３－３０５７（直通） 

FAX:０５０－３１６３－１０２１ 

 

小・中学校 

（知的障がい学級） 

 案  内 


