
≪今年度の教育相談・体験入学等について≫
○お子様の発育や発達について、気になることや御心配なこと等についての御相談や、就学に関わる教育相談等、下表のように、随時受け付けています(月～金)。お気軽にお問い合わせください。

○特別支援学校小学部・中学部への進学をお考えの方は、各校主催の教育相談や体験入学への御参加をお願いします。

○静岡県では、特別支援学校の高等部への進学を希望する場合、各校が定める期間内に、必ず進路相談・体験入学を受けていただくことになっています。

学校名 就学前 小学部 中学部 高等部

見え方のこと 静岡県立静岡視覚特別支援学校 ○乳幼児お楽しみ会（乳幼児と保護者）
○教育相談(0歳から)
○幼稚部説明会(9/１４水)
○幼稚部体験入学(2/１６木)

○学部説明会(6/1５水)
○体験入学 (2/８水)

○学部説明会(6/１７金)
○体験入学(2/２木)

○高等部普通科は、浜松視覚特別
支援学校にあります。

○進路相談会(6/1５水)
○７月末までに必ず進路相談及び
体験入学を受けてください。

静岡市駿河区曲金六丁目1-5
Tel:054-283-7300 Fax:054-282-8919

聞こえのこと
静岡県立静岡聴覚特別支援学校

○教育相談(0歳から)
○学校公開
(９/２８水 ２９木 ３０金)

○幼稚部体験入学(２/16木)
○幼稚部説明(随時)

○教育相談（小中学校在籍児童生
徒の相談支援）

○学校公開
(９/２８水 ２９木 ３０金)

○体験入学・説明会(２/１５水)

○教育相談（小中学校在籍時の教
育相談）

○学校公開
(９/２８水 ２９木 ３０金)

○体験入学・説明会(２/１水)

○高等部は、沼津聴覚特別支援学
校にあります。高等部への進学を
希望される方は、教育相談会
(６/15 水)に必ず御出席くださ
い。

静岡市駿河区中村町251
Tel:054-283-6441 Fax:054-283-2625

身体のこと 静岡県立中央特別支援学校 ○スマイルクラブ
対象：年長児と保護者
(11/１０木 12/８木)

○学校見学(６/２３木 ６/２４金)
○体験入学
(１０/５水 10/６木)

○学校見学(６/２０月 ６/２１火)
○体験入学
(１０/５水 10/６木)

○進路相談(６/２木)
○体験入学(他校生：６/1５水
本校生:６/１６木 １７金)

○上記の実施日以外に、個別に行う
場合があります。

静岡市葵区漆山777
Tel:054-246-5504 Fax:054-247-6929

静岡県立静岡南部特別支援学校 ○学校参観・教育相談
静岡済生会療育センター令和に
入院予定の方は、随時

○学校参観・教育相談
静岡済生会療育センター令和に
入院予定の方は、随時
○体験入学・入学説明会(2/１６木)

○学校参観・教育相談
静岡済生会療育センター令和に
入院予定の方は、随時
○体験入学・入学説明会(2/１６木)

静岡市駿河区曲金五丁目3-30
Tel:054-285-1633 Fax:054-285-3034

言葉など

発達のこと

静岡県立静岡北特別支援学校
○学校参観（年長児保護者対象）
(5/17火 24火 9/6火 9/13火)
○学校参観（年中児保護者対象）
（11/16 水）
○体験入学：年長児対象
( 10/4 火 10/11 火 11/1 火)

○学校参観
(5/17 火 24火 9/6 火 13火)
○体験入学
(9/15 木～12/16金の期間に実施
11/18金まで随時申込み可)

○学校参観・教育相談
(5/２７金 6/３金 9/１６金 20火)

○進路相談・見学（中３対象）
(5/24火 25水 26木 31火
6/1水 6/2木 22水 23木)
○高等部見学会（中２対象）
( 11/17 木 22 火 24 木
12/6 火 7水 8木 13水 14 木)

静岡市葵区漆山796
Tel:054-245-8191 Fax:054-245-9983

静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校
○教育相談 ※中３対象
(5/16 月 17火 18水 19木 20金
31火 ６/８水)
○学校公開 ※中１、中２対象
(11/８火 ９水 10木 11金 １４月)
○進路に関わる相談は、随時受け付けて
います。

静岡市駿河区有東三丁目4-17
Tel:054-266-7787 Fax:054-288-5565

静岡県立清水特別支援学校
○学校説明進路相談(６/７火 ９/７水)
○わくわくクラブ（全２回）
(７/６水と９/14水

または７/１３水と９/２１水
対象：年長児と保護者)

○学校説明進路相談
(６/７火 ９/７水)

○体験入学(随時相談)

○学校説明進路相談
(６/８水 ９/７水)

○体験入学
(６/２１木 2８火 9/1４木 1６金)

○中３ 進路相談 体験入学
(6/1５金 １７金 ２２水 ２４金)

○中１・２対象 オープンスクール
(９/1７土 AM:中２ PM:中１)

静岡市清水区八坂東一丁目16-1
Tel:054-368-6800 Fax:054-366-5600

静岡大学教育学部附属特別支援学校 ○オープンキャンパス
(５/31火 10/２８ 金)

○オープンキャンパス
(５/31火 10/２８ 金)

○体験入学(10/11火～１４金)
○入学選考(要進路相談、体験入学)

○オープンキャンパス
(５/31火 10/２８ 金)

○体験入学(９/２６月～９/３０金)
○入学選考(要進路相談、体験入学)

○オープンキャンパス
(５/31火 10/28金)

○中３体験入学(６/1水 ２木 ３金
６/７月 ８火)
○入学選考(要進路相談、体験入学)

静岡市葵区大岩町1-15
Tel:054-247-2811 Fax:054-247-2812

＊新型コロナウイルスの影響で日程が変更となる可能性があります。

御相談や参加を御希望の際は、各校に御確認をお願いいたします。



静岡地区の特別支援学校は こちらです！
“ 特別支援教育”を地域に発信！

保護者の皆様、幼稚園・こども園・学校・施設関係職員の皆様
お子様の育ちで気になることや御心配なことはありませんか？

☆いつでもお気軽にご連絡ください☆

☆お待ちしております☆

詳しい情報や最新の情報は、各特別支援学校のホームページで随時更新されています。

ぜひ御覧ください。

１ 静岡視覚特別支援学校（見え方）
静岡市駿河区曲金六丁目1-5
Tel:054-283-7300

５ 静岡北特別支援学校（言葉・発達）
静岡市葵区漆山796
Tel:054-245-8191

２ 静岡聴覚特別支援学校（聞こえ方）
静岡市駿河区中村町251
Tel:054-283-6441

６ 静岡北特別支援学校 南の丘分校
（言葉・発達） ※高等部のみ
静岡市駿河区有東三丁目4-17
Tel:054-266-7787

３ 中央特別支援学校 （身体）
静岡市葵区漆山777
Tel:054-246-5504

７ 清水特別支援学校 （言葉・発達）
静岡市清水区

八坂東一丁目16-1
Tel:054-368-6800

４ 静岡南部特別支援学校 （身体）
静岡市駿河区

曲金五丁目3-30
Tel:054-285-1633

８ 静岡大学教育学部附属特別支援学校
（言葉・発達）

静岡市葵区大岩町1-15
Tel:054-247-2811

特別支援学校 静岡市 検 索

≪静岡地区特別支援学校間ネットワーク≫

静岡視覚特別支援学校 静岡聴覚特別支援学校
中央特別支援学校 静岡南部特別支援学校
静岡北特別支援学校 静岡北特別支援学校南の丘分校

清水特別支援学校 静岡大学教育学部附属特別支援学校
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