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はじめに
就学の流れについては，例年５月に杉並区役所で説明
会を開催しています。

今年は，コロナウイルス感染予防対策により５月中の集
会等ができないため，資料を療育機関を通じて配布し，ま
た杉並区公式ホームページへ掲載しました。

また，区立特別支援学校・各特別支援学級（小・中学校）
の学校見学会についても，杉並区公式ホームページにて
お知らせしています。
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杉並区の特別支援教育

知的障害
小学部・中学部

交流及び共同学習

３

区立小中学校（小４０校，中２３校）

済美養護学校

副籍交流

通常の学級

校内支援体制の充実
＊校内委員会
＊特別支援教育

コ―ディネ―タ―
＊特別支援教室
（区内全小･中学校）

通級指導学級設置校
＊きこえの教室
＊ことばの教室

スクールカウンセラー派遣
教育支援チーム巡回
通常学級支援員，特別支援学級介助員，
学習支援教員，介助員ボランティア等の
配置

言語聴覚士・
作業療法士巡回

知的障害特別支援学級
設置校
小学校１０校 中学校６校

特別支援学級

教育委員会

区立特別支援学校

(肢体不自由教育部門)

他，盲・ろう学校等

交流及び共同学習

永福学園

都立特別支援学校
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｢学校についての相談がしたい｣

新就学である
小学校に在籍している

中学校に進学する
中学校に在籍している

通常の学級
希望だが，
心配あり

特別支援学級
済美養護学校
または都立特別
支援学校

通常の学級，特別支援学級，
済美養護学校小学部，都立特別支
援学校への転学・転籍を考えている

通常の学級，特別支援学級，済美養
護学校中学部，都立特別支援学校
への入学・転学・転籍を考えている

２年ぐらい
心理検査を
受けていない

心理検査
を受ける

最近心理検査
を受けた

教育支援委員会
に検討申込をする

合同面接に参加する

就学時健康診
断を受ける 心理検査を受ける

教育支援委員会
に検討申込をする

合同面接に参加する
(書類で判断する場合もある）特別支援教室の

利用を考えてい
る場合は，入学
後に在籍学校と
ご相談ください

学校から就
学支援相談
を勧められた

教育支援委員会（入学検討部会）
の検討結果を参考に就学先を
検討する

通常の学級，特別支援学級，

特別支援学校で迷っている

保護者やお子さんの意向を尊重して合意を形成し，就学先を教育委員会が決定する

教育支援委員会（入学検討部会）
の検討結果を参考に就学先を
検討する

２年ぐらい
心理検査を
受けていない

最近心理検査
を受けた

心理検査
を受ける

教育支援委員会
に検討申込をする

合同面接に参加する
(書類で判断する場合もある）

教育支援委員会（入学検討部会）
の検討結果を参考に就学先を
検討する

相談の際は，このページを開いてお電話ください。０３－５９２９－９４８１



切れ目のない相談支援
（教育支援委員会）

１ 就学前と就学後の切れ目のない相談支援
就学支援相談

２ お子さんの成長に応じた教育の場の検討

特別支援学校・特別支援学級入学検討部会

（以後，「入学検討部会」と表記します）
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このような時には，就学支援相談
をご利用ください

•特別支援学校，特別支援学級への就学を考えている。

•就学先を迷っている。

•幼稚園・保育園や療育機関の先生に勧められた。

•通常の学級へ就学を考えているが，入学後の学校生活に

不安がある，など。

•就学後の支援体制を考えたい。

6



相談
申込

【10～11月】
指定校にて
就学時健康
診断を受ける

就学支援相談から就学先の決定まで（通常の学級）
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【就学時健康診断後～入学まで】
すばるⅡを作成し，それをもとに学校
と連絡を取り面談する。その際，就学後
に配慮してほしいことなどを相談する。

【申込日～
８月ぐらい】

相談日の電話
連絡が来る

【８～10月】
特別支援
教育課で
就学支援
相談

【12月中旬以降】
学務課より，各家
庭に就学通知が
届く



就学支援ファイル「すばるⅠ」・ 就学支援シート「すばるⅡ」について

• 一人ひとりのお子さんが，楽しく充実した学校生活を送れるようにと願って作成す
る就学支援シートです。

• お子さんの就学にあたり，保育園・幼稚園・療育機関等での生活の様子や保護
者の方が大切にしてきたことを学校に引き継ぎ，教育活動に生かしていくもので
す。

• 「すばるⅠ」は，相談日までに記入し，ご持参ください。

• 都立永福学園，都立盲学校，ろう学校への就学を希望する場合は，都立学
校用「就学支援ファイル」にはさむ「就学相談票(様式１)」「面接票(様式
２)→(3ページあります)」を相談日までに記入し，ご持参ください。

•「すばるⅡ」は保護者の方が関係者に依頼しながら作成し，
入学前に学校に提出してください。
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○保護者面談

○学校･学級見学

○就学前機関での行動観察

○就学先や進路の情報提供・ガイダンス

就学支援相談

特別支援学校・特別支援学級入学検討部会

総合的判断により必要な教育支援について検討します。

①児童・生徒の障害の状態

②教育上必要な支援の内容

③保護者・本人の意見

通常の学級・特別支援学級・特別支援学校で迷っているとき
☛入学検討部会

検討申込み
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【８～１１月】
申込後に
在籍園を
訪問

就学支援相談から就学先の決定まで（特別支援学校･特別支援学級）
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相談申込

【申込日～
８月ぐらい】
相談日の電
話連絡が来る

【６～１０月】
特別支援教
育課で
○就学支援
相談
○検討申込
書記入

【９～２月】
入学検討部
会の結果に
ついて合意
形成する

【９～１月】
特別支援学校・
特別支援学級
入学検討部会
で検討
（合同面接か

書類審査）

【１２月中旬～
３月】

就学先決定後，
学務課より，
各家庭に就学
通知が届く

就学時健康診
断後でも，相
談時期は柔軟
に対応します

就学時健康診断は，原則受診です。但し，お子さんの状態
等で，受診をお迷いの時は，ご相談ください

合意形成に向けて，
相談や学校・学級体
験を設定することが
できます合同面接：４人程度の小集団と個別でお子

さんの活動の様子を見て，必要な支援を検
討します（４０～５０分程度）

・在籍園 担任所見
・発達検査所見
・医療情報
・在籍園の様子

等と併せて検討



すばるⅡについて

一人ひとりのお子さんが、楽しく充実した
学校生活をおくることができるようにと
願って作成する就学支援シートです。

お子さんの就学にあたり、保育園・幼稚
園・療育機関等での生活の様子や保護
者の方が大切にしてきたことを学校に引
き継ぎ、教育活動に生かしていくもので
す。 11



すばるⅡの目的

•就学支援シート「すばるⅡ」は、各学
校が「個別指導計画」を作成する際、
参考となる資料です。

•お子さんのこれまでの成長・発達の
歩みを大切にし、学校生活へのス
ムーズな移行をめざします。
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すばるⅡの記入の流れ
• 「すばるⅡ」作成から提出までの流れ

保護者が就学支援シート「すばるⅡ」を受け取る。

配布場所＝特別支援教育課（就学前教育支援センター内）、児童発達相談
係、こども発達センター、児童発達支援事業所杉並区公式ホームページ「就
学支援相談」からもダウンロードできます。保護者は「すばるⅡ」に記入する。
（入学前のお子さんの様子を記入するため、記入する時期は、１１月から入学
前までの間を目安に記入してください。）次に、保育園・幼稚園・療育機関等に
記入をお願いする。

保護者が、コピーを１部取り、家庭で保管する。原本は学校に提出し、就学
先の学校での「個別指導計画」の作成のときなどに役立てる。

原本と必要書類は、保護者が直接校長（副校長）に２月～３月上旬頃に手渡
す。（学校へは、あらかじめ連絡をしてから訪問する。）

学校は、「個別指導計画」を作成し、指導にあたる。

新年度４月に担任は、すばるⅡや必要資料等を参考に「個別指導計画」を
保護者の参画のもとに作成する。担任は、個別指導計画や資料等をファイル
化するなど、保管・活用を図る。

学年の進行や中学校の進学時に引き継ぐ。 13



すばるⅡの具体的な記入例
学習面

指示理解の場面では話し始める前に十分注意を引きつけ注意喚起をしよ
う。複数の指示は聞き逃したり覚えていられないので１指示１行動を心が
けよう。指示を聞き逃すことと不器用さから自信がなくなり不安になってい
ないか確認して励まそう。発音が不明瞭なので、友達とのやりとりでうまく
いかないことがあるので注意が必要だろう。 14



すばるⅡの具体的な記入例
身体状況

「運動能力は特に問題はない」「走ることが得意」とあるので走ったり、跳
んだりする粗大な運動は問題なさそう。手指の不器用さがあるので、縄
跳びやボール投げなど協応動作が伴う運動について注意して指導して
いこう。その場でまねできることを具体的に伝え苦手なことに繰り返し取
り組めるように励ましていこう。
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すばるⅡの具体的な記入例
生活面

服の裏表、靴の左右間違いなどないか、気をつけて声をかけよう。整理
整頓は、視覚支援を心がけ、写真や文字、イラストを加えながら話し本
人のわかりやすいように伝えよう。お漏らしをした時は緊張感からである
ことを共感的に認めてあげて素直に処理ができるように指導しよう。 16



すばるⅡの具体的な記入例
対人関係

友達との関係で誤解や、自分の意図とは違うことがあるとトラブルになる可
能性がある。怒っているときは集団から離して、落ち着いてから話しを聞こう。
場合によっては図や絵で説明を聞く必要がある。また怒っている姿を周りが
見ると友達関係が悪くなってしまう。感情的になっているときはできるだけそ
の場から離すよう副担任や支援員にも伝えておこう。 17



すばるⅡの具体的な記入例
その他

行事や新しい活動は、不安にならないようにしよう。本人が見通しがもてるよ
うに写真などを使って丁寧に説明をしよう。不安になったら先生が「怖かった
ら側にいるから言ってね」と声がけすれば安定できると園からの記述がある。
次のステップとして自分が不安に感じたら、自ら大人に声がけをして助けを
求められるようになるといい。そのためにまず、不安になった時の先生への
声のかけ方を教えておこう。
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すばるⅡの記入のポイント
まとめ

記入の際、保護者もすばるⅡを見ることか
ら書きにくさを感じたり、本人に対する保護
者の理解と園での理解のずれを感じるかも
しれません。

しかし、家庭と園では環境が違うので子ど
もの行動が違うのは当たり前です。
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大切なのは、本人が楽しく充実した学校
生活をおくることができるように園から学
校へ支援をつないでいくことです。

園での課題ばかりをあげるのではなく、
子どもがつまずいた時に、「こうしたら上
手くできた」という具体的な成功事例を書
くと学校も参考にしやすいです。
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記入の際、具体的な学校生活の場面を
想像して参考になりそうな記述を心がけ
てください。入学後、個別指導計画を作
成する際、参考にしやすく具体的な支援
方法を考えやすくなります。

色々な機会を見つけて小学校の生活を
理解してください。卒園児に小学校の話
しを聞くのも参考になります。
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就学支援相談の受付

•随時，電話にて相談申込を受付けます。

•相談日の日程を調整のうえ，ご連絡いたします。

•相談は予約制です。

•相談日には，すばるⅠのほか，以下の資料があれ
ばお持ち下さい。

・診断書,心理検査所見,療育手帳,療育の記録など
(すばるⅠは，杉並区公式ホームページの「就学支援相談」からダウンロードできます。）
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問い合わせ先

•杉並区教育委員会事務局

特別支援教育課 就学支援相談係
受付／月～金曜日 ９時～１７時

〒166-0016 杉並区成田西 2-24-21

（就学前教育支援センター内）

℡ 03-5929-9481 Fax 03-3311-0050
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＜参考資料＞よくいただく質問～Ｑ＆Ａ
Ｑ１：特別支援学校と特別支援学級の指導のちがいは何ですか？

Ｑ２：特別支援学級と特別支援教室のちがいは何ですか？

Ｑ３：相談にあたって必要なものはありますか？

Ｑ４：入学検討部会ではどのような検討が行われますか？

Ｑ５：保護者やお子さんが希望する就学先と入学検討部会で検討

した結果，判断が異なる場合は，どのようになりますか？

Ｑ６：就学後，転学はできますか？

Ｑ７：特別支援学校や特別支援学級の見学はできますか？ 24



特別支援学校：主たる障害（視覚･聴覚･知的･肢体・病弱）に対応して学習上または
生活上の困難を軽減･克服する指導を行います。

済美養護学校：区立知的障害特別支援学校です。お子さんの多くはスクールバスで通学し
ています。健康に配慮して体を鍛え，基本的生活習慣の確立をめざします。各自の能力に合
わせ教科等の学習を積み重ねつつ，豊かな人間関係を育てます。中学部には，作業学習な
どがあり，社会の一員として働く意欲を育て，社会的･職業的自立に向かう力を育てています。

特別支援学級（区内小１０校・中６校）：知的発達に遅れがあり，意思疎通に軽度の
難しさがあるお子さんが通学しています。将来自立した社会生活や職業生活を送ることをめざ
し，教科の学習や作業学習を通して，基礎的･基本的な知識･技能が実生活に生かされる
ように学習をしています。中学校卒業時に向けて，自分の進路を考えて上級学校（＊）を
選べるように進路指導をします。

＊上級学校・・・多くの生徒が都立特別支援学校高等部普通科や就業技術科等へ進学します。また，高等学
校や高等専修学校，サポート校などに進学する生徒もいます。

25

Ｑ１：特別支援学校と特別支援学級の指導のちがいは何ですか？



Ｑ２：特別支援学級と特別支援教室のちがいは何ですか？

対象となるお子さんと指導内容が異なります。

杉並区では，小学校１０校，中学校６校に知的障害特別支援学級が設置されていま
す。対象のお子さんや指導内容は，Ｑ１を参照してください。

特別支援教室は，区内全小中学校に設置され，地域の拠点校から巡回指導教員が訪
問し，校内に設置された特別支援教室で指導します。（令和３年度には都内の全公立小中学校に設置）

対象のお子さんは，全般的な知的発達に遅れがなく，通常の学級の生活に概ね参加でき
るものの，発達の特性により学習能力のアンバランスさや，コミュニケーションの苦手さのあるお
子さんです。

巡回指導教員が週に１回，決められた時間に指導にあたり，在籍学級の担任と連携し
ながら，個別指導，少人数グループ指導で，上記の苦手さの軽減を図り，本人の自信や
意欲を育てます。

中学校では，思春期特有の悩みに寄り添い，自己理解を深める手助けとなる個別相談
も実施しています。 26



相談に来られる前に，「すばるⅠ」に必要事項を記入し，相談日にお持ちください。（すばる
Ⅰは，杉並区公式ホームページの「就学支援相談」からダウンロードできます。）

その他，お子さんの様子が分かる資料（心理検査結果，療育の記録，療育機関の個別
指導計画など）があれば，お持ちください。

入学検討部会では，校長，教員，心理職，医師等が，担任所見･心理検査結果･医
療情報･在籍園の様子などの資料，合同面接の様子（４人程度を一組。小集団での指示
理解や課題遂行と，個別での手指の操作性や学習状況等を見る），お子さん・保護者の
意向を総合的に検討し，お子さんの教育的ニーズに適した教育の場について，総合的に判
断します。

済美養護学校の新入学や中学進学では，意向を確認したうえでの書類審査があります。
27

Ｑ３：相談にあたって必要なものはありますか？

Ｑ４：入学検討部会ではどのような検討が行われますか？



就学先の決定は，教育支援委員会での総合的判断を踏まえ，保護者やお子さんとの合意
形成を経て行われます。

合意の形成がすぐには難しい場合は，判断結果の特別支援学級や特別支援学校(あるい
は両方）の体験ができます。そのうえで，保護者の希望やお子さんに必要な支援等を保護
者・就学先学校・教育委員会で十分に確認し，教育委員会が就学先を決定します。

教育委員会の総合的判断結果と異なる学びの場に就学を希望される場合は，保護者･学
校･教育委員会の３者で，就学後定期的に面談を実施し，お子さんの成長や教育的ニーズ
について共通理解を醸成していくフォローアップを行います。
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Ｑ５：保護者やお子さんが希望する就学先と入学検討部会で検
討した結果，判断が異なる場合は，どのようになりますか？



お子さんの教育的ニーズについて，在籍校の担任等と保護者が十分に話し合い，転
学が必要であると判断した場合，特別支援教育課にて転学相談の手続きを進めること
になります。
通学区域が変わる転居以外の理由での転学は，原則として年度の変わり目となります
ので，相談から転学までの時期には時間がかかることもあります。
特別支援学級と通常の学級間での転学，特別支援学校と特別支援学級間での転
学に際しては，杉並区立学校間，あるいは同じ学校内であっても特別支援教育課で転
学相談を受けてから進めることになります。

•Ｑ６：就学後，転学はできますか？
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Ｑ７：特別支援学校や特別支援学級の見学はできますか？

杉並区公式ホームページ「就学支援相談」の「特別支援学級及び済美養護学校の見学
会のお知らせ」をご覧ください。
掲載ページ：くらしのガイド＞教育・学校＞学校＞就学支援相談
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