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まえがき 

 

平成 18年 6月に「学校教育法」が改正され、小・中学校において特別支援教育を推進するための

規定が法律上に位置づけられました。従来の心身障害教育から特別支援教育への転換をうけて東村

山市教育委員会は、平成 19年 3月に「障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが豊かに暮ら

すことのできる社会の実現を目指すこと」を基本理念に掲げ、『東村山市特別支援教育推進計画（第

一次実施計画）』を策定いたしました。その後、平成 22 年、平成 25 年、平成 29 年と順次策定され、

令和３年度に第五次実施計画を策定しました。令和 5年度までの 3年間を実施期間とし、これまでの

基本理念を継承しながらも、第四次実施計画で得られた成果と課題を基に、施策数 16、42 の取組で

構成されています。 

今年度は、第五次実施計画に基づき、東村山第四中学校に自閉症・情緒障害特別支援学級（７組）

が開設されました。特別な支援を必要とする児童・生徒の「学びの場」が小学校・中学校と揃い、東村

山市の特別支援教育が一層充実をいたしました。特別な教育的支援が必要なお子さんが、将来、社

会においてかけがえのない一員として生涯にわたり生きがいをもって充実した生活を送れるようにな

ることは、きわめて重要な課題です。そのためには、一人一人の個性・発達の状態に応じた教育を受け、

その可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加への基礎・基本を身に付ける必要があります。また、も

っている能力を十分に発揮できるようにするためには、十分な配慮のもとに、意欲をもってのびのびと

学習できる環境が必要です。 

本冊子は、主として特別な支援を必要とするお子さんをもつ保護者の方に市内の特別支援教育に

ついてご理解をいただき、お子さんにとって最も適切な就学先を考える資料のひとつとなるよう願って

作成いたしました。かけがえのない大切なお子さんの将来のためにご活用いただければ幸いです。 

 

東村山市特別支援教育運営委員会 
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東村山市の特別支援教育 

（1）特別支援学級（特別支援学級に学籍を置く固定制の学級です） 

① 知的障害特別支援学級 

教育内容 

 小・中学校学習指導要領を基本とした学習を行いますが、必要に応じて特別支援学校の学習指

導要領を参考にするなどして、特別の教育課程を編成します。 

 お子さんの障害の実態に即して少人数の学級編制を行うとともに、一人一人に対して具体的な

目標を設定し、適切な指導事項を選定するなどして、効果的な教育が行われるようにしています。 

 主として、健康な体づくり、基本的生活習慣の育成、社会生活に必要な言語の理解や表現・数量

の処理などを指導しています。 

 

対象となる児童・生徒 

 様々な原因で発達に課題があり、そのために学習内容等を理解することが困難なお子さん。 

 日常生活や社会生活の中で周囲の人々と円滑に関わっていくことが難しいお子さん。 

 

指導の工夫や配慮 

 一人一人の児童・生徒の実態や障害の特性に応じて、国語・算数・数学等、各教科の学習を個

別に進めたり、児童・生徒の興味・関心から構成した単元の学習活動を集団で行ったりするなど、

指導内容と方法を工夫しています。 

 通常の学級の児童・生徒と活動をともにする交流及び共同学習の機会を設けて、集団生活への

参加・適応が円滑に行われるような指導を進めています。 

 児童・生徒が主として在籍する学級においてほとんどの授業を受ける場合もあれば、週に数時間、

通常の学級の授業を受ける場合もあり、個々の障害の状態などに応じてさまざまな工夫のもとに

指導が進められています。 
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② 自閉症・情緒障害特別支援学級 

教育内容 

 通常の学級の教育課程に準ずる学習を行います。しかし、障害の特性から、社会性やコミュニケ

ーションにおける課題から生じる学習上または生活上の困難を改善・克服するために「自立活動」

の時間を週に数時間設定して個別の課題に応じた活動を行います。 

 児童・生徒の障害の実態に即して少人数の学級編制を行うとともに、一人一人に対して具体的

な目標を設定し、適切な指導事項を選定するなどして、効果的な教育が行われるようにしていま

す。 

 

対象となる児童・生徒 

 知的障害のない自閉症スペクトラム等の児童・生徒を対象とし、他者との意思疎通及び対人関

係の形成が困難であるお子さん。 

 主として心理的な原因による選択性かん黙等があり、社会生活への適応が困難なお子さん。 

 

指導の工夫や配慮 

 自閉症や情緒障害の障害特性や実態を理解し、学習環境や指導形態を工夫しながら一人一人

の児童の能力の伸長を図ります。 

 通常の学級の児童・生徒と活動をともにする交流及び共同学習の機会を設けて、集団生活への

参加・適応が円滑に行われるような指導を進めています。 

 児童・生徒が主として在籍する学級においてほとんどの授業を受ける場合もあれば、週に数時間、

通常の学級の授業を受ける場合もあり、個々の障害の状態などに応じてさまざまな工夫のもとに

指導が進められています。 
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就学先の決定 

心理検査 
心理専門家による心理発達検査を行います。 

すでに受けられている場合はご相談ください。 

医師診察 

（新小学生のみ実施）小児神経科等の医師による診

察を行い、お子様の心身のご様子をお伺いします。主

治医にかかっている場合はご相談ください。 

※新中学生の場合でも必要に応じて実施。 

行動観察 
市立小・中学校及び特別支援学校教員による、個別

及び少人数での行動観察を行います。 

面 接 
市立小・中学校長及び教育委員会職員による、保護

者の方との面接を行います。 

ケース会議 
就学支援委員会で心理検査、医師診察、行動観察の

様子から、総合的に就学先を判断します。 

ケース会議の結果を保護者の方に面談を通してお伝

え致します。本人や保護者の方の意思を確認し、就学

相談の中で就学先を決めていきます。 

面 談 

見学・体験 
相談経緯において、特別支援学級及び特別支援学校

の見学、体験を行うことができます。必要に応じて校長

面談も行います。 

 入学通知書を発行します。（１月下旬に発送予

定。それ以降で就学先が決定した場合は随時発

送。） 

６月１日より受付開始 

（教育委員会子ども・教育支援課） 

特別支援学級への就学の流れ 

（新小学１年生・新中学 1年生） 

就学相談の申し込み 

一
斉
相
談
（
７
月
下
旬
～
８
月
上
旬
） 
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特別支援学級への転学の流れ 

（通常の学級から） 

特別支援学級への転学について相談し、校内委員会を

実施します。 

心理専門家による心理発達検査を行います。 

すでに受けられている場合はご相談ください。 

 

心理検査 

実際にお子さんに転学・入級先の特別支援学級での指

導を体験していただきます。 
体験入級 

転学・入級先の特別支援学級の指導を見学してい

ただきます。 
学級見学 

転学先の校長が保護者の方及びご本人との面接を行います。 

ケース会議 
心理検査、体験入級、在籍校での様子などから総

合的に判断します。 

判定結果の通知 

会議の結果、特別支援学級への転学が決まった

場合、教育委員会にて転学の手続きをしていただ

きます。 

在籍校での相談 

転学 原則的に、次年度の 4月からの入級となります。 
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（2）通級による指導（通常の学級に学籍を置き、一部の時間特別な場所で指導を

受けます） 

① 特別支援教室（けやき教室・アーチ） 

本市では一人でも多くの児童・生徒が個に応じた特別な指導を受けられるようにするために市内

全ての小・中学校に特別支援教室を設置し、特別支援教室の巡回指導教員が各学校を巡回して指

導を行っています。 

通常の学級に在籍する児童・生徒を対象にした通級制の教室です。普段は、通常の学級で授業を

受けながら、週に１～８時間、自校にある特別支援教室に通い、個に応じた指導を受けることができま

す。 

 小学校の特別支援教室「けやき教室」 

児童一人一人が市の木であるけやきの木のようにすくすく伸びていくようにという願いを込めて特

別支援教室の名称を「けやき教室」にいたしました。 

 中学校の特別支援教室「アーチ」 

特別支援教室が未来や将来への架け橋となるようにという願いを込めて名称を「アーチ」にいた 

しました。 

教育内容 

 児童・生徒の実態把握を基に一人一人に応じた指導目標を設定し、学習上又は生活上の困難

を改善・克服するための「自立活動」の指導を行います。（教科の補習ではありません） 

 在籍学級での学習や生活に円滑に参加できるよう個々の課題の改善に向けて、個別指導や小

集団でコミュニケーションスキルや社会性の向上を図ります。 

 読み書きが苦手なお子さんが自分に合った学習方法を習得し、意欲的に学習に取り組めるよう

指導をします。 

対象となる児童・生徒 

 通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするお子さん。 

 集団での生活や対人関係に課題が見られるお子さん。 

例）・コミュニケーションがうまく図れない ・相手の立場になって考えることが難しい 

・注意を集中し続けることが難しい 

・授業中に席を離れたり、質問が終わらないうちに出し抜けに答えたりしてしまう 

 学習場面における、読む、書く、聞く、話す、計算する、推論するなど、特定の能力の習得が困難な

お子さん。 

指導の工夫や配慮 

 様々な体験により、自信をなくしたり、意欲が低下したりしている場合に、成功体験や称賛される

体験を増やし、自信をもつことができるように指導を工夫します。 

 在籍学級との連携協力を大切にし、定期的に指導内容の見直しや指導方法の改善を図り、一人

一人の教育的ニーズに合った指導を行います。  
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② 通級指導学級（きりの木学級 「ことばの教室」） 

教育内容 

 普段は通常の学級において授業を受けながら、週に１・２回程度通級し指導を受けます。 

 児童の実態を的確に把握し、一人一人に応じた指導目標を設定し、具体的な指導内容を定め、

効果的な教育を行います。 

 自分の唇や舌の動きを調整する力を高め、正しい発音を身に付ける指導を行います。 

 

対象となる児童・生徒 

 市内の小学校の通常の学級に在籍しており、学習や対人関係、言葉の発音に課題があるお子さ

ん。 

 知的な発達に遅れはないが、構音障害（発音の誤り）、吃音（言葉の繰り返し・引き伸ばし・つま

り）などがあるお子さん。 

 声が鼻から抜けたり、鼻にかかったりして、分かりにくい話し方になってしまうお子さん。 

 

指導の工夫や配慮 

 個々の学習上又は生活上の困難を改善・克服するため、個別指導やグループ活動を取り入れ集

団活動に安心して参加できるように指導を行います。 

 様々な体験により、自信をなくしたり、意欲が低下したりしている場合に、成功体験や称賛される

体験を増やし、自信をもつことができるように指導を工夫します。 

 在籍校と連携協力を大切にし、定期的に指導内容の見直しや指導方法の改善を図り、一人一人

の教育的ニーズに合った指導を行います。 
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特別支援教室・通級指導学級の利用までの流れ 

（通常の学級に在籍） 

 協議の結果、特別支援教室の利用が望ましいと

判断された児童・生徒について、特別支援教室利

用通知を発行し、その後、指導を開始します。 

 特別支援教室を利用したい旨を在籍する学級

の担任にご相談ください。 

 必要に応じて特別支援教室にて保護者の見学

及び児童・生徒の体験を行い、学校内での支援

の方針や特別支援教室の利用について検討しま

す。 

 在籍する学校にて申込書をご記入いただきます。 

 東村山市子ども相談室等にて発達検査を受け

ていただきます。 

※すでに発達検査を実施している方につきまして

は、その結果を提出いただきます。 

 在籍する学校での様子、発達検査結果を参考

に特別支援教室の利用について特別支援教室

利用支援委員会において協議を行います。 

特別支援教室への入室 

 協議の結果、ことばの教室の利用が望ましいと

判断された児童について、通級指導学級利用通

知を発行し、その後、指導を開始します。 

 きりの木学級ことばの教室を利用したい旨を在

籍する学級の担任にご相談ください。 

 必要に応じて、ことばの教室にて保護者の見学

及び児童の体験を行い、学校内での支援の方針

やきりの木学級の利用について検討します。 

 在籍する学校にて申込書をご記入いただきます。 

 東村山市子ども相談室等にて発達検査を受け

ていただきます。 

※すでに発達検査を実施している方につきまして

は、その結果を提出いただきます。 

 ことばの教室にて言語相談を受けていただき、

お子さんのことばの様子についての面談、構音検

査等を受けていただきます。 

 在籍する学校での様子、発達検査・構音検査の

結果、面談の様子等を参考にことばの教室の利

用について就学支援委員会小委員会において協

議を行います。 

通級指導学級（言語障害）への入級 
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東村山 School Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東萩山小学校 

（★青葉学級） 

東村山第一中学校 

（★１組） 

化成小学校 

（★青葉学級） 

東村山第二中学校 

（★八組） 

久米川駅 

東村山中央公園 

富士見小学校 

北山小学校 

東村山第三中学校 

大岱小学校 

（★青葉学級） 

 

 八坂小学校 

（★青葉学級） 

 

秋津小学校 

(★青葉学級) 

空堀川 

秋津東小学校 

東村山第四中学校 

（７組） 

回田小学校 

八坂駅 

萩山駅 

東
村
山
駅 

武
蔵
大
和
駅 

新秋津駅 

市役所 

いきいきプラザ 

西武園駅 

駅 

東村山消防署 

本町出張所 

東村山消防署 

北山公園 

東村山運動公園 

東村山消防署秋津出張所 

東村山第五中学校 

スポーツセンター 

東村山警察署 

正福寺 

空堀川 

至所沢 至東所沢 

西
武
多
摩
湖
線 

 

西武西武園線 

ＪＲ武蔵野線 

東村山郵便局 

至国分寺 

西
武
国
分
寺
線 

 
東村山第七中学校 

東村山第六中学校 

青葉小学校 

至西武新宿 

久米川東小学校 

野火止小学校 

久米川小学校 

萩山小学校 

★あじさい学級 

（☆ことばの教室） 
南台小学校 

 

★印は、特別支援学級（固定学級） 

☆印は、特別支援学級（通級指導学級） 

※特別支援教室は全小・中学校に設置 

多
摩
湖
駅 

東村山第三中学校 

萩山分校 
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通学区域   
東村山市立小・中学校特別支援学級 通学区域 

知的障害特別支援学級 学校名 通学区域 

学校名 通学区域 東萩山 

小学校 

〇恩多町  ２丁目１～４，２１～３１，３７～４４ 

３丁目４３～４５ 

〇萩山町全域（１～５丁目） 

〇栄町    １丁目１～２７，３７～３９ 

        ２丁目，３丁目１～１８ 

化成 

小学校 

〇久米川町  5丁目１７の９～１１，１８～２０ 

３４の１４～１５ 

〇廻田町全域  （1～4丁目） 

〇多摩湖町全域（1～4丁目） 

〇諏訪町全域  （１～3丁目） 

〇野口町全域  （1～4丁目） 

第一 

中学校 

〇本町    １丁目，３丁目（３丁目６を除く） 

４丁目 

〇恩多町  １丁目１～１１，１９～６０ 

          ２丁目，３丁目，４丁目 

          ５丁目１～１９，２２～５５ 

〇萩山町全域（１～５丁目） 

〇栄町全域  （１～３丁目） 

〇富士見町全域（１～５丁目） 

〇美住町全域（１～２丁目） 

大岱 

小学校 

〇本町   1丁目１～９，２０～２３ 

         3丁目（3丁目６を除く），4丁目 

〇恩多町 1丁目 

         2丁目５～２０，３２～３６ 

         3丁目１～４２，4丁目 

         5丁目１～１９，２２～５５ 

〇栄町   1丁目２８～３６ 

〇青葉町 1丁目１～７ 第二 

中学校 

〇本町  ２丁目，３丁目６ 

〇久米川町全域 （１～５丁目） 

〇秋津町全域   （１～５丁目） 

〇青葉町全域   （１～４丁目） 

〇恩多町 １丁目１２～１８ 

         ５丁目２０～２１ 

〇廻田町全域   （１～４丁目） 

〇多摩湖町全域 （１～４丁目） 

〇諏訪町全域   （１～３丁目） 

〇野口町全域   （１～４丁目） 

秋津 

小学校 

〇本町    2丁目，3丁目 6 

〇久米川町 1丁目，2丁目，3丁目，4丁目 

          5丁目１～１６，１７の１～８ 

          １７の１２～３３ 

２１～３３ 

34の１～１３ 

３４の１６～１８ 

３５～３７ 

〇秋津町全域（１～５丁目） 

〇青葉町   1丁目８～２９ 

           2丁目，３丁目，４丁目 

〇恩多町   ５丁目２０～２１ 

自閉症・情緒障害特別支援学級 

萩山 

小学校 
市内小学校全域 

第四 

中学校 
市内中学校全域 

八坂 

小学校 

〇本町   １丁目１０～１９ 

〇栄町   ３丁目１９～３７ 

〇富士見町全域（１～５丁目） 

〇美住町全域（１～２丁目） 

特別支援教室 

けやき教室 全小学校に設置 

アーチ 全中学校に設置 

通級指導学級（ことばの教室） 

萩山 

小学校 
小学校全域 
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1. 特別支援学級 

（1）知的障害特別支援学級 

①八坂小学校（青葉学級） 

 

 

 

 

 

 

１ 学級目標 

（１）健康な子   健康的な生活を送るために、継続的な体力づくりに取り組む。 

（２）心豊かな子  基本的生活習慣を育成し、情緒の安定と自立した生活態度を培う。  

（３）よく考える子 知識・技能を確実に身に付け、経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関

係を育てる。  

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 １ ４ ０ ３ １ ５ １４ 

女子 １ ０ ０ １ １ ０ ３ 

計 ２ ４ ０ ４ ２ ５ １７ 

 

３ 週時間割（高学年の例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:45～09:30 １ 
国語 

（図書） 

総合 

（パソコン） 
総合 

体育 

（リズム運動） 

国語 

（グループ） 

9:35～10:20 ２ 日常生活 
体育 

（校庭） 
道徳 生活単元 

体育 

（体育館） 

10:45～11:30 ３ 
算数 

(グループ) 
音楽 

国語 

（グループ） 

国語 

（グループ） 

算数 

(グループ) 

11:35～12:20 ４ 
国語 

(スピーチ) 

算数 

(グループ) 

算数 

(グループ) 

算数 

(グループ) 
音楽 

12:20～13:15  給食・清掃 

13:35～14:20 ５ 生活単元 
国語 

(グループ) 
学級活動 図工 

国語 

（合同） 

14:25～15:10 ６ 
クラブ活動 

委員会活動 
生活単元  図工 生活単元 

所在地 東村山市栄町３－３４－１ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－８１１５ 

【学級直通】０４２－３９１－２２６７ 

設置年月日 昭和３８年４月１１日 

職員数 担任４名・講師２名・補助員１名 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

 ①国語、算数では、課題別のグループに分かれて学習します。 

 ②音楽、図工では、専門の講師が指導します。 

 ③日常生活では、基本的な生活習慣の確立や係活動の充実を目指すとともに、一日・一週間の見

通しをもって生活できるように指導します。 

 ④リズム運動を通して、体を動かす楽しさを味わい、調和のとれた動きができるように指導しま

す。 

 ⑤生活単元学習では、調理、徒歩、栽培、手芸など経験を豊かにし、生活していく上で必要な知

識・技能の獲得と望ましい態度や習慣を身に付けさせます。 

 ⑥専門家委員、専門講師の先生から専門的な指導をしていただきます。 

（２）交流と共同学習 

◎大きな集団の中で経験を広げ、社会性を育てるため、通常の学級の児童と交流したり、一緒に

学習したりします。 

①交流 

 ・朝会時に交流学級に入って参加（今年度は、各教室でテレビ朝会を実施） 

 ・週に１回、交流学級で給食（今年度は、今のところ見合わせ） 

 ・レインボー活動（縦割り班）・ハッピータイム（全校体育的活動）への参加 

 ・クラブ、委員会への参加 

 ・運動会、社会科見学、理科見学、移動教室における各学年への参加 

②共同学習 

 ・生活科（１，２年）や総合的な学習の時間（３～６年）を中心に単元を通して学習に参加し

ます。個々の特性や実態に合わせて調整し、実施します。 

 

５ 年間行事予定 

４月 始業式、入学式、１年生を迎える会、１年交通安全教室、保護者会、遠足、離任式 

５月 引き渡し訓練、防災教室、全生園見学（６年） 

６月 ３年市内めぐり、音楽鑑賞教室（６年）、水泳指導始、学校公開①、スポーツテスト、

レインボーフェスティバル、６年移動教室（２８日～７月１日） 

７月 個人面談、水泳指導終、１学期終業式 

９月 ２学期始業式、漢字検定週間 

１０月 運動会、３年スーパー見学、４年秋水園見学、宿泊学習(２７日・２８日) 

１１月 ３年農家見学、４年社会科見学、展覧会 

１２月 連合運動会、保護者会、２学期終業式 

１月 ３学期始業式、５年社会科見学、６年生社会科見学、３年ふるさと歴史館見学、マラ

ソン大会（市内青葉学級と交流）、学校公開② 

２月 小中交流会、３年クラブ見学、市内特別支援学級合同作品展、道徳授業地区公開講座 

３月 ６年生を送る会、６年生を励ます会、保護者会、修了式、卒業式 
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②秋津小学校（青葉学級） 

１ 学級目標 

（１）◎考える子・・・・・・・自ら学び自ら考え自ら行動する創造力豊かな子 

（２） 思いやりのある子・・・心豊かな情操と感性をもち、互いに認め合い助け合う子 

（３） じょうぶな子・・・・・健康でたくましい心と体をもつ子 

※◎は学級の重点目標 

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 １ ４ ３ １ ２ ５ １６ 

女子 １ １ ２ １ ０ ０ ５ 

計 ２ ５ ５ ２ ２ ５ ２１ 

 

３ 週時間割（例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:45～ 9:30 １ 国語 音楽 体育 体育 国語 

9:35～10:20 ２ 体育 生活単元 算数 国語 算数 

10:40～11:25 ３ 図工 学級活動 
生活単元 

(調理学習) 
音楽 

生活単元 

(歩行学習) 

11:30～12:15 ４ 図工 国語 
生活単元 

(調理学習) 
音楽 

生活単元 

(歩行学習) 

12:15～13:35  給食・昼休み・清掃 

13:40～14:25 ５ 算数 生活単元 国語 算数 道徳 

14:30～15:15 ６ 
クラブ 

委員会 
算数  

総合的な 

学習の時間 

国語 

算数 

 

 

 

 

所在地 東村山市秋津町３－４８－１ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－８１１４ 

【学級直通】０７０―６５１９－４８４５ 

設置年月日 昭和５３年 ４月 １日 

職員数 担任４名・講師２名・補助員１名 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

国語・算数 ・・・・ 課題の近い少人数グループを作り、学習をしています。一人一人の発

達段階に応じたきめ細かい指導を進め、基礎学力の定着を目指します。 

図工・音楽 ・・・・  専門の講師の先生を中心に、技能面の向上を図りながら表現活動を楽

しんでいます。 

体育 ・・・・・・・・・ 走ったり、遊具やボールを使った運動をしたりして、運動に親しみ、

体力の向上や健康の増進、心身の活性化を図ります。 

生活単元・・・・・・・宿泊学習や校外学習等の準備、調理実習、栽培活動を体験すること

で、生活に必要な知識・技能を年齢に応じて経験・学習していま

す。その他、紙ちぎりやアイロンビーズ、刺繍などの手芸活動を取

り入れ、感覚認知面の改善を図ります。 

 （２）生活 

①基本的生活習慣 

 衣服の着脱（靴も含む）・身だしなみ・整理整頓・体の清潔（手洗い・うがい・歯みがきなど）・ 

  給食指導（準備・後片付け・マナーの指導など） 清掃指導 あいさつなど指導をしていま

す。 

②学級行事 

  宿泊学習、校外学習（買い物体験・スケート）、卒業と進級を祝う会 

③通常の学級との交流活動 

  年間の交流計画に基づいて、共に育つ、共に分かり合えるように、いろいろな機会を設けて 

交流に取り組んでいます。 

（毎月の手作りカレンダー渡し、給食交流、秋津小まつりでの出店、学校行事を通して等） 

 

５ 年間行事予定 

４月 １学期始業式 入学式 １年生を迎える会 保護者会 

５月 体力テスト 個人面談 ことばの教室（１回目） 

６月 秋津小まつり 社会科見学（３年） 巡回相談（１回目） 

７月 移動教室（６年） 保護者会 終業式 

８月 ２学期始業式  

９月 社会科見学（４年） 宿泊学習 

１０月 運動会 言葉の教室（２回目） 

１１月 音楽会 社会科見学（５・６年） 

１２月 個人面談 終業式 巡回相談（２回目） 

１月 ３学期始業式  

２月 市内作品展 交流会 校外学習 道徳授業地区公開講座 

３月 卒業と進級を祝う会 ６年生を送る会 保護者会 修了式 卒業式 
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③化成小学校（青葉学級） 

 

１ 学級目標 

（１）みんなと なかよくする子 

（２）明るく 元気な子 

（３）最後まで 力いっぱい がんばる子 

（４）自分のことは 自分でする子     

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 ０ ２ ３ ２ ４ ２ １３ 

女子 ０ ０ ０ ３ ２ ０  ５ 

計 ０ ２ ３ ５ ６ ２ １８ 

 

３ 週時間割 

時間  月 火 水 木 金 

8:55～9:40 １ 体育 学級活動 リズム 体育 リズム 

9:45～10:30 ２ 算数 算数 道徳／刺繍 刺繍／道徳 音楽 

10:55～11:40 ３ 音楽 図工 音楽 図書 算数 

11:45～12:30 ４ 国語 図工 算数 算数 国語 

12:30～13:40  給食・昼休み・清掃 

13:45～14:30 ５ 刺繍／和太鼓 国語 国語 和太鼓／刺繍 刺繍 

14:35～15:20 ６ 委員会／クラブ 遊びの学習  習字／絵手紙 理科的活動 

 

※備考 

 ○毎学期に２回程度、金曜日の午前中に徒歩学習に行きます。場所は、北山公園、八国山緑地、 

中央公園などです。 

 ○和太鼓、刺繍、遊びの学習は生活単元学習の中で活動しています。 

 ○理科的活動は３年生以上の児童が総合的な学習の時間の中で活動しています。 

 ○習字・絵手紙教室、図書は国語の時間の中で活動しています。 

 

所在地 東村山市諏訪町１－４－１ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－８１１１ 

【学級直通】０７０－６５１８－９５４１ 

設置年月日 昭和５６年４月１日 

職員数 担任４名・講師２名・補助員１名 
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４ 学級の特色 

  青葉学級のテーマは、今年度も「友達との関わり合いを大切にしながら、異学年で構成される

青葉学級のよさを十分に発揮していくこと」です。そして、上学年の児童は下学年の児童の憧れ

の存在になれるように、また下学年の児童は上学年の児童のようになれるように努力していくと

いう関係づくりをめざしていきます。   

（１）学習 

 ①国語と算数については、基礎的･基本的な学力の定着をめざし児童の実態に即した課題別の 

学習グループで指導を行っています。現在、４つの学習グループを作って学習しています。 

 ②体育・音楽・図工等は、児童一人一人が個性を十分に発揮し、楽しみながら学べるように支援 

しています。 

③生活単元学習や総合的な学習の時間では、将来の自立へ向け、体験的な学習を通して、自ら 

学び、自ら考える力の育成をねらいとした授業を展開しています。 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

保護者と相談しながら個別指導計画を作成して、基本的生活習慣を身に付けていけるように指

導していきます。そして、将来の自立に向けて必要な社会性の育成を図っていきます。   

②通常の学級との交流活動 

 通常の学級の児童とは、運動会・移動教室・社会科見学などの行事交流の他に、ドリマー（縦

割り）班活動・給食などを通して、日常的に交流を深めています。 

  

５ 年間行事予定 

４月  入学式 １年生を迎える会 離任式 保護者会 個人面談 

５月  学校公開 引き渡し訓練 スポーツテスト 

６月  ５・６年生音楽鑑賞教室 水泳学習 ６年生日光移動教室   

水泳学習 ５年生高尾移動教室 

７月  ネットモラル教室 こどもまつり  

８月  ２学期始業式 

９月  運動会練習 

１０月  運動会 総合防災訓練 救命救急講習 学校公開 お囃子を見る会 

４年生社会科見学 青葉宿泊学習   

１１月  展覧会 個人面談  

１２月  ５年生社会科見学 

１月  ６年生社会科見学 書き初め展  

２月  道徳授業地区公開講座 市内合同作品展 小中交流会 ６年生薬物乱用防止教室  

 お別れ遠足 

３月  卒業・進級を祝う会 保護者会 ６年生を送る会 修了式 卒業式  
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④東萩山小学校（青葉学級） 

 

１ 学級目標 

（１）◎思いやりのある子 

（２） 考えて行動する子  

（３） 自ら学ぶ子 

※◎は学級の重点目標 

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 １ ２ １ ３ １ １ ９ 

女子 ０ ０ ０ １ １ １ ３ 

計 １ ２ １ ４ ２ ２ １２ 

 

３ 週時間割（例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:45～9:30 １ 生活／体育 
体育 

（体育館） 道徳 
体育 

（校庭） 

体育 

（校庭） 

9:35～10:20 ２ 学級活動 国語 
算数 

調理学習 算数 リズム 

10:40～11:25 ３ 国語 音楽 

徒歩／調理
学習 

（生活単元） 
図工 算数 

11:30～12:15 ４ 算数 音楽 

徒歩／調理
学習 

（国語） 
図工 国語 

12:15～13:30  給食・清掃・昼休み 

13:35～14:20 ５ 国語 
総合的な 
学習の時間 国語 

総合的な 
学習の時間 ハンドワーク 

15:25～15:10 ６ 
委員会 

クラブ 
ハンドワーク  

生活単元 

表現遊び 国語 

 

所在地 東村山市萩山町５－７－１ 

電話番号 
【学校】０４２-３９１－８１１９ 

【学級直通】０７０－６５７０－６１０１ 

設置年月日 平成１１年 ４月 １日 

職員数 担任３名・講師２名・補助員１名 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

①国語・算数では課題別に３つのグループに分かれて学習します。 

②生活科や理科・社会科的な内容は、生活単元学習やチャレンジタイムの時間に取り組んで 

います。 

③生活単元学習の中で、和太鼓や外国語活動等に取り組みます。 

④手先の器用さを高めるための活動を取り入れています。 

⑤日常生活に生かせることを目指し、調理学習を行っています。 

⑥学んだことが生活場面に結びついていくように、買い物・徒歩・乗り物利用などの学習を 

計画的に行っています。 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

・衣服の着脱や調整、ハンカチの携帯、マスクの着用、食事のマナー等について、繰り返し学習

を行い、好ましい生活習慣を身に付けます。 

・一泊二日の宿泊学習を行い、身に付けた体力や日常生活の力を生かした学習をします。 

②学級行事     

季節の行事（七夕・お正月・節分等） お楽しみ会 卒業を祝う会 等 

・活動を楽しみながら、興味関心を広げていきます。 

・社会性やコミュニケーション能力、リーダー性を育てていくために、班活動を重視してい

ます。 

③通常の学級との交流活動 

・一人一人交流学級を決めて交流します。実態に応じて、通常の学級の授業にも参加します。 

・通常の学級の全学年で、青葉学級への理解を深めるための理解啓発授業を行っています。 

 

５ 年間行事予定 

４月 １学期始業式  入学式  保護者会 

５月 消防写生会 ５年生遠足 青葉学級春の校外学習 

６月 セーフティ教室  

７月 ６年生移動教室 個人面談 １学期終業式 ホームカミングデー 

８月 ２学期始業式  

９月 青葉学級宿泊学習 

１０月 運動会 １年生活科見学 ２年生活科見学  ２年生との交流授業 

１１月 ３年社会科見学 ４年理科見学 

１２月 保護者会 １年生との交流授業 ２学期終業式 

１月 ３学期始業式  書き初め展 

２月 道徳授業地区公開講座 市内小中特別支援学級交流会・作品展  青葉卒業を祝う会  
保護者会 

３月 修了式  卒業式 

※備考 運動会では、該当学年の演技、競技に参加します。通常の学級との交流演目があります。 
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⑤大岱小学校（青葉学級） 

 

１ 学級目標 

(１) ◎すすんでかんがえまなぼう 

 (２)じぶんのことはじぶんでしよう 

 (３)みんなとなかよくしよう 

 (４)すすんでからだをうごかそう 

※◎は学級の重点目標 

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 

３ 週時間割（例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:45～9:30 １ 
日常生活の

指導 
体育 生活単元学習 体育 図工 

9:35～10:20 ２ 算数 国語 国語 算数 図工 

10:40～11:25 ３ 音楽 算数 道徳科 生活単元学習 算数 

11:30～12:15 ４ 国語 国語 学級活動 音楽 体育 

12:15～13:35  給食・昼休み・清掃 

13:35～14:20 ５ 生活単元学習 音楽 算数 国語 生活単元学習 

14:25～15:10 ６ 

クラブ 

委員会 

生活単元学習 

総合的な 

学習の時間 
 

総合的な 

学習の時間 
国語 

※備考 

 ○時間割にはありませんが「自立活動」の内容は教科の学習や学校生活、行事等の場面

で取り組みます。 

 

所在地 東村山市恩多町 4-17-1 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－８１１３ 

【学級直通】０７０－５５７０－０４１２ 

設置年月日 平成２８年４月１日 

職員数 担任３名・講師２名・補助員１名 

 1 年生 2 年生 3年生 4 年生 ５年生 ６年生 計 

男子 0 1 2 1 0 1 5 

女子 0 1 1 1 1 0 4 

計 0 2 3 2 1 1 9 



22 

 

４ 学級の特色 

（１）学習 

 国語と算数は、基礎的･基本的な内容の定着を目指し、児童の実態に応じた課題別のグ

ループで指導を行います。体育・音楽・図工等は、児童一人一人が個性を十分に発揮し、

楽しみながら学び合えるよう支援しています。また、生活単元学習や総合的な学習の時

間では将来の自立へ向け、体験的な学習を通して自ら学び、自ら考える力の育成をねら

いとした授業を展開しています。 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

朝学習の時間は主に体操と持久走（マラソン）を行い、衣服の着脱・健康管理・健康

の保持促進等の課題に取り組みます。徒歩学習を実施することにより、体力の向上を図

るとともに健康を保持増進しようとする態度や能力を育成します。 

②学級行事 

  宿泊学習を年に２回実施し、基本的生活習慣の確立を目指すとともに、多様な自然や文化に触

れる体験をしたり、友達との関わりを深めて集団への所属感や連帯感を強めたりすることができ

るようにします。他校の特別支援学級との合同行事や市内小中特別支援学級との連携を図り、人

との関わりを大切にする心情を育みます。 

③通常の学級との交流活動 

 運動会、移動教室、社会科見学などの学年行事や授業に参加し、当該学年との交流及び共

同学習を行います。また、縦割り班活動、クラブ活動、委員会活動などの異学年交流にも参

加します。 

 

５ 年間行事予定  

４月 １学期始業式・入学式 １年生を迎える会 保護者会 引き渡し訓練（延期）   

５月 個人面談 ６年日光移動教室 集団下校訓練 

６月 ５年野辺山移動教室 水泳指導 学校公開 セーフティ教室 宿泊学習    

７月 授業参観・保護者会 １学期終業式  

８月 ２学期始業式 

９月 運動会特別時程  

１０月 運動会  

１１月 宿泊学習 展覧会 

１２月 授業参観・保護者会 ２学期終業式 

１月 ３学期始業式 マラソン交流会 

２月 道徳授業地区公開講座 小中交流会 合同作品展 ６年生を送る会  

３月 授業参観・保護者会 卒業を祝う会 修了式 卒業式 
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⑥東村山第一中学校（１組） 

 

１ 学級目標 

（１）◎自他を大切にする心を育て、望ましい人間関係の成立を図るとともに、社会性の育成を図

る。 

（２）日常生活を営む上で必要な基礎的な学力の向上を図る。 

（３）日常生活の基礎となる基本的な生活習慣の確立を図る。 

 ※◎は学級の重点目標 

  

２ 生徒数（令和 4年 5月 1日現在） 

 

 

３ 週時間割（例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:50～ 9:40 １ 体育 体育 体育 体育 美術 書写 

9:50～10:40 ２ 学活 道徳 国語 数学 美術 書写 

10:50～11:40 ３ 国語 国語 家庭 技術 家庭 技術 英語 総合 

11:50～12:40 ４ 数学 数学 家庭 技術 家庭 技術 総合 英語 

12:40～13:25  スクールランチまたは弁当・昼休み 

13:30～14:20 ５ 音楽 理科 生活 国語 生活 

14:30～15:20 ６ 音楽 生活  生活 体育 

※備考 

○家庭科と技術は隔週で行います。水曜日の家庭科は裁縫、木曜日は調理実習です。水曜日の技

術は木工・金工、木曜日はパソコン学習と畑作業です。 

〇美術と書写は隔週で行います。書写は硬筆と毛筆の学習をします。 

〇総合はインターネットを活用した調べ学習と職場体験に向けたキャリア教育を進めています。 

〇生活は将来の自立した生活に向けて、適切な掃除の方法などを学びます。 

 

所在地 東村山市富士見町１－５－２ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－９１１１ 

【学級直通】０４２－３９３－６６８４ 

設置年月日 昭和３９年 ４月 １日 

職員数 担任６名・講師２名・補助員１名 

 1年生 2年生 3 年生 計 

男子 ３ ５ ７ １５ 

女子 ４ ７ ２ １３ 

計 ７ １２ ９ ２８ 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

 ①国語、数学の授業は習熟度別の６グループで行っています。毎日の宿題を通して家庭学習の習

慣が身に付くようにしています。 

 ②日常生活の基盤となる体力の増進や運動技能の向上を目指し、週５回の体育の授業を行ってい

ます。 

 ③校外学習や宿泊学習、修学旅行などの事前・事後学習を通して地理や歴史の学習をします。 

 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

  あいさつや返事、礼儀、言葉づかい、話の聞き方、時間を守るなど当たり前のことを当たり前

にできることを目指し、全教育活動を通して指導しています。 

②学級行事 

  宿泊学習、多摩特研球技大会・マラソン大会・劇と音楽の会、職場体験、小中合同作品展・交

流会、３年生を送る会       

③通常の学級との交流活動 

  学年集会や行事（運動会、合唱コンクール、学習発表会、修学旅行、１年移動教室） 

 ④部活動 

  １組の生徒を中心としたホビー部があります。活動日は週３回程度で、屋外スポーツや屋内レ

クを楽しんでいます。夏休みは１０日程度の活動をします。 

 

５ 年間行事予定(月一回程度 土曜授業があります) 

４月 １学期始業式、入学式、身体測定、保護者会 

５月 運動会、生徒総会 

６月 交通安全教室、２年校外学習、音楽鑑賞教室、多摩特研球技大会、面談週間 

７月 保護者会、セーフティー教室、1学期終業式、１組水泳教室 

８月 1組水泳教室  

９月 ２学期始業式、1組宿泊学習、１組到達度確認テスト 

１０月 1年校外学習、多摩特研マラソン大会、３年修学旅行、 

１１月 合唱コンクール、面談週間 

１２月 職場体験、保護者会、２学期終業式 

１月 ３学期始業式、多摩特研劇と音楽の会、１・２年スキー移動教室 

２月 道徳地区公開講座、市内小中合同作品展・交流会、１組到達度確認テスト 

３月 学習発表会、保護者会、３年生を送る会、卒業式、修了式 

※備考 

○新型コロナ感染症の状況によっては、日程の変更や中止、代替行事になることもあります。 
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⑦東村山第二中学校（八組） 

 

１ 八組の教育目標 ◎は重点目標 

（１）◎基本的生活習慣を確立する。(自立) 

（２）  進んで活動し、全力をつくす。(自主性、努力) 

（３）  挨拶や、礼儀正しい態度を身に付ける。(コミュニケーション力) 

(４)   自分の役割をもち、仲間と仲良く協力する。(協調性、社会性、自己有用感) 

（５）  豊かな心を育み、健やかに生活する。(健康) 

 

２ 生徒数（令和 4年 5月 1日現在） 

 

 

３ 週時間割（令和４年度の例） 

時間  月 火 水 木 金 

8:50～9:40 １ 体育 体育 総合 体育 家庭 

9:50～10:40 ２ 国語・数学 生活単元 社会 家庭 国語・数学 国語・数学 

10:50～11:40 ３  国語・数学 音楽 家庭 社会 国語・数学 国語・数学 

11:50～12:40 ４ 日常生活 音楽 道徳 学活 作業 

12:40～13:30  スクールランチまたは弁当・昼休み 

13:30～14:20 ５ 理科 総合 技術 美術 英語 技術 美術 音楽 

14:30～15:20 ６ 総合 理科 技術 美術  技術 美術 体育 

※備考 

 ○清掃活動は、ビル清掃業者の方法を採用し、生活単元学習や作業学習で取り組ませています。 

 ○キャリア教育の視点を重視しているので、各教科の授業等では、日常生活に生かせる知識・技

能を身に付けられるように指導・支援しています。 

 ○生活班は、縦割り(全学年混合)を基本としており、縦割り活動を行う中で「自立」に向かえる

ような学習を行っています。 

 

所在地 東村山市久米川町２丁目４番地１ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－９１１２ 

【学級直通】０７０－６５７０－６３２２ 

設置年月日  昭和５９年 ４月 １日 

職員数 担任 ６名・講師 ４名・補助員 １名 

 1年生 2年生 3 年生 計 

男子 ７    ４    ６    １７ 

女子 ３    ３    ３    ９ 

計    １０    ７    ９    ２６ 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

 ① 国語・数学の授業は習熟度別の４グループで学習します。 

 ② 社会、英語、技術、美術、理科、総合（１時間）は２グループに分かれて学習します。 

 ③ ①②以外の授業は全員で行うことが多いですが、学習内容によっては、学年別や縦割り３グ

ループ（学年混合）グループ別で学習します。 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

  生活単元、日常生活、作業、学活、総合の授業の中で全体指導や個別指導をおこなっています。 

  将来の自立、就労に向けてのスキルを身に付けることを目指して指導・支援しています。 

(３) 行事、部活動 

 ①学級行事 

  多摩特研関連の行事(球技大会、マラソン大会、劇と音楽の会) 

宿泊学習(校外学習)、職業体験、体験入級、小中交流会、お別れ会 

②通常の学級との交流行事 

  行事（運動会、合唱コンクール、学習発表会、修学旅行、スキー移動教室）、部活動等 

 ③部活動 

  八組生徒限定のホビー部（屋外運動、屋内遊び） 

  ※八組の生徒の中には、通常の運動部、文化部に所属する生徒もいます。 

 

５ 月年間行事予定 (月一回程度 土曜授業有) 

４月 １学期始業式、入学式、離任式、身体計測、保護者会(定例) 

５月 個別面談(二者面談)、生徒総会、運動会 

６月 進路説明会、音楽鑑賞教室、１学期期末考査、保護者会(宿泊学習)、球技大会 

７月 宿泊学習、保護者会(修学旅行・定例)、１学期終業式 

８月 ２学期始業式 

９月 修学旅行 

１０月 マラソン大会、合唱コンクール、特別支援学校高等部普通科説明会 

１１月 ２学期期末考査、新入生入学説明会 

１２月 職場体験、保護者会(定例)、２学期終業式、 

特別支援学校高等部入学選考(就業技術科、職能開発科) 

１月 ３学期始業式、スキー移動教室、新入生体験入級 

２月 道徳授業地区公開講座、市内小中交流会および作品展、学年末考査 

特別支援学校高等部入学相談(普通科) 

３月 学習発表会、保護者会(定例、会計報告)、お別れ会、卒業式、修了式 

※備考 

○緊急事態宣言等によって、日程の延期や代替行事を行います。 
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（２）自閉症・情緒障害特別支援学級 

①萩山小学校（あじさい学級） 

１ 学級目標 

（１） 自ら学び、考え取り組む子 

（２）◎進んで体を動かし、進んで活動する子 

（３） 最後まであきらめずにやり抜く子 

（４） 自分のことも友達のことも大切にし、認め合う子 

※◎は学級の重点目標 

 

２ 児童数（令和 4年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 ３ ３ ２ ４ ３ ３ １８ 

女子 ２ １ ０ １ ２ ３ ９ 

計 ５ ４ ２ ５ ５ ６ ２７ 

 

３ 週時間割（６学年） 

時間  月 火 水 木 金 

8:35～9:20 １ 国語 国語 国語 国語 国語 

9:25～10:10 ２ 体育 外国語 体育 体育 社会 

10:35～11:20 ３ 社会 音楽 道徳 理科／社会 外国語 

11:25～12:10 ４ 算数 算数 算数 算数 算数 

12:10～13:20  給食、昼休み、清掃・集会等 

13:25～14:10 ５ 総合 理科 
あじさい 

タイム 

（自立活

動） 

家庭 外国語 

14:15～15:00 ６ 
学活／ 

クラブ・委

員会 

理科  総合 総合 

※備考 

○あじさいタイム ： 自閉症・情緒障害特別支援学級に特設されている「自立活動」の時間。 
           週に 低学年３時間、 中学年２時間、 高学年１時間 設定している。 

４ 学級の特色 

所在地 東村山市萩山町４－１６－１ 

電話番号 
【学校】  ０４２－３９１－８１１６ 

【学級直通】０７０－６５７１－６４１２ 

設置年月日  令和３年 ４月 １日 

職員数 担任 ５名  講師 ２名  補助員 ３名 
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（１）学習 

 ①各教科 

・基本的に該当の学年の学習に取り組みます。学年または低・中・高学年に分かれて学習を行います。 

 ・児童の実態や学習内容に応じて、学習を個別・小集団・学年・全体で取り組みます。 

 ・障害特性による学び方への困難さに対して、個別指導計画をもとに指導・支援を行います。 

②自立活動 

・自立活動の時間を特設し、低・中・高学年に分かれて学習を行います。 個別や小集団での活動を

行い、学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服するために、児童の実態に応じた課題に取

り組みます。 

 （活動例：言葉の学習、スピーチ、運動、ビジョントレーニング、制作活動、勝敗のある活動、自

分研究など） 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

 ・障害特性上の困難さや課題に対しては、自立活動の時間を活用し、個別に指導・支援を行います。 

②学級行事 

 ・２月にあじさい学級校外学習を行います。 

③通常の学級との交流活動 

 ・学校行事、たてわり班活動、委員会・クラブ等は通常の学級と取り組みます。 

 ・各教科における交流及び協同学習は、児童の実態に応じて、本人・保護者・交流学級担任と相談し

ながら進めます。 

 
５ 年間行事予定   

４月 入学式、始業式、１年生を迎える会、保護者会、 学校公開① 

５月 離任式、３・４年遠足、個人面談 

６月 
日光移動教室（６年）、音楽鑑賞教室（６年）、社会科見学（６年） 

プール開き、学校公開日② 

７月 保護者会、終業式 

８月 ２学期始業式 

９月 赤城移動教室（５年）、１・２年遠足、学校公開日③ 

１０月 運動会 

１１月 
萩山まつり（たてわり班）、理科見学（４年）、社会科見学（５年） 

萩山フェスタ「展覧会」 

１２月 萩山フェスタ「展覧会」、個人面談、終業式 

１月 始業式、全生園見学（５年）、書き初め展、社会科見学（３年）、学校公開日④ 

２月 学校公開日⑤（道徳授業地区公開講座）、校外学習、授業参観・保護者会 

３月 ６年生を送る会、修了式、卒業式 

※備考 
○遠足、社会科見学、移動教室、運動会等の学校行事に関しては、当該学年で参加する。 
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②東村山第四中学校（７組） 

 

１ 学級目標 

（１）◎自己理解を深め、自己肯定感を育成し、自ら進んで学ぶ生徒   

（２） 長所を生かして教育活動に参加し、社会性を身に付け、他者との関わりを楽しめる生徒 

（３） 情緒の安定を図り、基本的生活習慣を身に付け、心身ともに健やかな生徒 

※◎は学級の重点目標 

～7組スローガンは「○な何事も ○なナイスファイトで ○く苦悩を超えて ○み未来へ GO！」～ 

 

２ 生徒数（令和 4年 5月 1日現在） 

 

 

３ 週時間割（例） 

時間  月 火 水 木 金 

学年  １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

朝学習・タイピング 
8:25～8:40 朝 朝タイピング 朝学習 朝タイピング 朝学習 朝タイピング 

8:50～9:40 １ 社会 数学 数学 美術 社会 英語 数学 道徳 英語 

9:50～10:40 ２ 保健体育 社会 英語 保健体育 総合 国語 

10:50～11:40 ３ 英語 社会 自立 保健体育 国語 美術 数学 総合 

11:50～12:40 ４ 理科 自立 社会 美術 自立 自立 社会 国語 理科 

12:40～13:25  スクールランチ・弁当・昼休み 

13:30～14:20 ５ 音楽 英語 技術 家庭 音楽 理科 自立 

14:30～15:20 ６ 数学 音楽 家庭 技術  数学 自立 学活 

 

 

 

所在地 東村山市野口町３－２４－１ 

電話番号 
【学校】０４２－３９１－９１１４ 

【学級直通】０９０－８３４０－７３０８ 

設置年月日  令和４年 ４月 １日 

職員数 担任３名・講師２名・補助員１名 

 1年生 2年生 3 年生 計 

男子 ４ ４ １ ９ 

女子 １ １ ０ ２ 

計 ５ ５ １ １１ 
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４ 学級の特色 

（１）学習 

 ①各教科 

  ・基本的に該当の学年の学習に取り組みます。 

  ・障害特性による学び方への困難さに対して、個別指導計画をもとに指導・支援を行います。 

 ②自立活動 

  ・自立活動の時間を週に 3時間特設し、個別活動・グループ活動・学級全体活動を計画的に実

施する。コミュニケーションスキルや援助要請スキル、報告連絡相談のスキルなど、将来社

会で働くために必要な力を身に付けることを目標に行う。 

 

（２）生活 

①基本的生活習慣 

 ・情緒を落ち着かせて気持ち良く 1日をスタートさせるため、朝の時間にタブレットを活用し

たタイピング練習や漢字学習を毎日行います。 

・あいさつや返事、礼儀、言葉づかい、話の聞き方、時間を守るなど当たり前のことを当たり

前にできることを目指し、全教育活動を通して指導しています。また、障害特性上の困難さ

や課題に対しては、自立活動の時間を活用し、個別に指導・支援を行います。 

②学級行事 

  ・校外学習（昭和記念公園予定） 

③通常の学級との交流活動 

  ・学年行事（修学旅行やスキー移動教室）や学年集会・全校朝礼への参加、運動会・音楽祭へ

の参加 

 

５ 年間行事予定 

４月 入学式、始業式、保護者会 

５月 面談週間、運動会 

６月 道徳授業地区公開講座、音楽鑑賞教室 

７月 1学期終業式 

８月  

９月 ２学期始業式、修学旅行 

１０月 音楽祭、校外学習 

１１月 面談週間、 

１２月 土曜授業公開、２学期終業式 

１月 ３学期始業式、 

２月 スキー移動教室、 

３月 保護者会、卒業式、修了式 

※備考 

○新型コロナ感染症の状況によっては、日程の変更や中止、代替行事になることもあります。 
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2. 通級による指導 

（1）特別支援教室（小学校：けやき教室・中学校：アーチ） 

 

【けやき教室グループ巡回体制】（ ）内数値は、令和４年５月１日現在の利用者数 

グループ 教員配置校 巡回校 巡回校 

１ 富士見小学校（２４） 八坂小学校（３８） 南台小学校（１５） 

２ 野火止小学校（２２） 萩山小学校（１７） 東萩山小学校（１７） 

３ 久米川小学校（２４） 大岱小学校（１５） 久米川東小学校（１２） 

４ 青葉小学校（２５） 秋津小学校（３１） 秋津東小学校（２０） 

５ 北山小学校（１８） 化成小学校（２９） 回田小学校（１６） 

 

【アーチ巡回体制】（ ）内数値は、令和４年５月１日現在の利用者数 

教員配置校 巡回校 

東村山第三中学校（１１） 

東村山第一中学校（６） 

東村山第二中学校（１４） 

東村山第四中学校（１１） 

東村山第五中学校（２２） 

東村山第六中学校（４）  

東村山第七中学校（１２） 

 

① 指導内容 

対象となる児童・生徒が抱えている学習上又は生活上の困難を改善・克服することによっ

て、可能な限り多くの時間、在籍学級で有意義な学校生活を送ることができるようにする

ために「自立活動」の指導を行います。（教科の補習ではありません） 

 

 

 

 

  

指導内容の 6区分の中で、各児童・生徒の実態に応じた指導項目を選択し、個別の教育課程を作成

して指導を行います。特別支援教室での指導を通して、通常の学級での集団適応能力の伸長を目指

します。 

【「自立活動」の指導内容】 

１ 健康の保持     ２ 心理的な安定    ３ 人間関係の形成  

４ 環境の把握     ５ 身体の動き      ６ コミュニケーション  
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≪具体的な指導の例≫ 

例１）他者の意図や感情の理解が苦手な児童・生徒 

【指導内容】 

人間関係の形成・コミュニケーション 

【個別指導】 

絵本や物語文を通して、他者の意図や感情の理解を深める。 

【小集団指導】 

少人数の安心できるグループで、人と関わる自信と意欲を育てながら、話し合ったり協力したり 

しながら進める課題に取り組む。 

 

 

例２）文字や数字の読み・書きが苦手な児童・生徒 

【指導内容】 

心理的な安定・環境の把握・身体の動き 

【個別指導】 

自分に合った方法で読み書きができるようになることを理解し、主体的に学習に取り組む気持ち

をもつ。 

手先の巧緻性を養い、コンピューター等の情報機器を使用して読み書きの困難を乗り越える方法 

を習熟する。 

 

 

例３）衝動性等により学級のルール等を守ることが苦手な児童・生徒 

【指導内容】 

心理的な安定・人間関係の形成・コミュニケーション 

【個別指導】 

学校生活における様々な場面のビデオや写真等を見たり、ビデオ撮影等で自分の言動を振り返っ

たりして自他の気持ちを考える。 

【小集団指導】 

小集団において、ルールを守ることや負けたときの対応方法などを身に付けるため、簡単なルー

ルのあるゲーム活動等に取り組む。 
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（2）萩山小学校（きりの木学級ことばの教室） 

 

 

 

 

 

 

１ 学級目標 

ことばに生じている問題を自ら改善・克服し、生き生きと生活する児童を育てる。 

(1) 自分のことばの問題を正しく理解し、主体的に改善・克服する児童 

(2) 話す楽しさが分かり、豊かにコミュニケーションの力を伸ばす児童 

(3) 自分の可能性を信じ、自律した生活をおくる児童 

(4) 成功体験を積み重ね、自分に得意な分野があることに気付き自信を持てる児童 

 

 

２ 児童数（令和４年 5月 1日現在） 

 1年生 2 年生 3年生 4 年生 5年生 6年生 計 

男子 ０ ８ ８ ２ ２ １ ２１ 

女子 ０ ０ １ ２ １ ０ ４ 

計 ０ ８ ９ ４ ３ １ ２５ 

 

 

３ 週時間割（例） 

 

時 程 月 火 水 木 金 

午前 

①８：３０～９：３０ 
個別指導 言語相談 個別指導 

②９：４０～１０：２５ 個別指導 言語相談 個別指導 

③１０：５０～１１：３５ 
個別指導 言語相談 個別指導 

④１１：４０～１２：２５ 個別指導 言語相談 個別指導 

午

後 
⑤１３：３０～１４：３０ 

個別指導 言語相談 個別指導 
吃音グループ

指導個別指導 
⑥１５：００～１６：００ 個別指導 言語相談 個別指導 

 

 

 

所在地 東村山市萩山町 4-16-1 

電話番号 
【学校】    042-391-8116 

【学級直通】070-6519-8676 

設置年月日 平成 24年 4月 1日 

職員数 担任３名 ２学級 
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４ 学級の特色 

ことばに問題が生じると、学級でのコミュニケーション活動や教科の学習等にも支障が生

じやすくなります。そのために、言語に生じている問題を改善・克服するために『自立活

動』という領域が用意されています。この領域の支援を専門的に行うのが『ことばの教室』

です。児童は、普段在籍する学級で学習し、週１･２回、『ことばの教室』に通い、必要な支

援を受けます。 

発音に誤りのある児童に対する主な指導内容は、 系統的な発音改善指導（単音→単音節→

無意味音節→単語→句→文→文章→会話の順に練習 ）、 正しい音と誤り音を聞き分ける指

導、舌や唇や頬など、発語器官の運動機能を高める指導などがあります。 

吃音のある児童に対する主な指導内容は、会話や音読の流暢性を高める指導（軟起声、弾

力的な発話速度、斉読など）、吃音に関する知識や考え方を学ぶ指導、吃音のある仲間と交

流するグループ指導などがあります。 

発音指導、吃音指導共に、周囲の大人や子供への理解・啓発(環境調整)を必要に応じて行

っています。 

 

５ 年間行事予定 

 

 

  

＜一学期＞ 

４月１８日（月）    一学期指導開始 

５月１７日（火）    萩山小 1年生発音・話し方調べ 

５月３１日（火）    全体保護者会 【講義：「リラクセーションとストレスマネージメント」】

講師 臨床心理士 坂上頼子先生 

６月 1 日（水）～３０日（木）   在籍校訪問期間①（主に火曜日に訪問します。） 

６月  ３日（金）      吃音グループ学習① 午後３時～４時３０分 

７月１日（金）～２０日（水）     個別面談期間① 

７月１３日（水）     一学期退級式 午後３時００分～（プレールーム） 

７月１４日（木）～１９日（火）   ことばの相談期間① 

＜二学期＞ 

８月３０日（火）    二学期指導開始 

10 月 3 日（月）～３１日（月）   在籍校訪問期間② 

１０月２８日（金）    吃音グループ学習② 午後３時００分～４時３０分 

11 月１日（火）～11 月３０日（水） 在籍担任ことばの教室授業参観  

１２月１４日（水）   二学期退級式 午後３時００分～（プレールーム）  

12 月１5 日（木）～22 日（木）   ことばの相談期間② 

＜三学期＞ 

１月 11日（水）      三学期指導開始 

   １月１１日（水）～３１日（火）     在籍校訪問期間③ 

   ２月  ３日（金）      吃音グループ学習③ 午後３時００分～４時３０分 

３月１日（水）～３月２３日（木）   個別面談期間②  

３月 8日（水）           三学期退級式 午後３時００分～（プレールーム）   
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3. 子供の相談窓口 
  

◆東村山市教育委員会教育部子ども・教育支援課 

○０歳から１８歳までの子ども及びその保護者、幼稚園、保育所、学校などの 

 先生方の相談。（子どもの発達、不登校、子どもとの接し方等について） 

・保護者の方には面接を通して相談を進めます。 

・お子さんには、話や遊び、あるいは心理検査等を通して様子をつかみ、その 

 状態に応じた働きかけをします。 

・相談は予約制です。まずは電話にてお申し込みください。 

〒189-8501 東村山市本町１－２－３（東村山市いきいきプラザ３階） 

                    ℡ 042-391-0278（直） 

○新小学校１年生、新中学校１年生の就学に関わる相談。 

○特別支援学級(固定学級、通級指導学級)の入級に関わる相談。 

○特別支援学校の転学に関わる相談。 

〒189-8501 東村山市本町１－２－３（東村山市いきいきプラザ４階） 

                      ℡ 042-393-5111（代） 

○おおむね 18歳までの子ども自身、その保護者や家族、子どもに関わる関係者 

 からのあらゆる相談。 

 必要に応じて各種情報提供や専門機関やサービスの紹介をします。 

〒189-8501 東村山市本町１－２－３（東村山市いきいきプラザ３階） 

                      ℡ 042-390-2271（直） 

○障害に関わる相談、支援、手続き 

 ・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者福祉手帳の相談。 

 ・手帳取得後の相談。 

 ・各種障害福祉サービスの利用申請。 

〒189-8501 東村山市本町１－２－３（東村山市いきいきプラザ１階） 

                      ℡ 042-393-5111（代） 

◆子ども相談室 

◆東村山市子ども家庭支援センター 

◆東村山市健康福祉部障害支援課 
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