
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

「かがやく

も一緒に毎日

やまびこ支援学校は、本年度で開校

ため、現在準備を行っております。

さて、本校は県教育委員会の指定を受け、平成

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

す。 

今年度は障害者差別解消法施行から

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

えますのでよろしくお願いいたします。

                         

やまびこ支援学校では、東部

を送ることができるように、

情報提供を行います

今年度の

                  

                  

どうぞよろしくお願いします。

平成３

○本校への入学・進学を検討している方

 ○医療、保健、福祉、就労等、関係機関の方

 ○本校教育に関心のある地域の方

 

＜主な内容＞

        

        

                        

かがやく笑顔」は、やまびこ

毎日かがやく笑顔

やまびこ支援学校は、本年度で開校

ため、現在準備を行っております。

さて、本校は県教育委員会の指定を受け、平成

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

今年度は障害者差別解消法施行から

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

えますのでよろしくお願いいたします。

                         

やまびこ支援学校では、東部

を送ることができるように、

情報提供を行います。

今年度の地域支援コーディネーター

                  

                  

どうぞよろしくお願いします。

平成３１年６月

本校への入学・進学を検討している方

○医療、保健、福祉、就労等、関係機関の方

○本校教育に関心のある地域の方

＜主な内容＞ 学校概要説明

        授業見学

        学校施設の見学

                        

やまびこ支援学校

笑顔で過ごしてほしいという

やまびこ支援学校は、本年度で開校

ため、現在準備を行っております。

さて、本校は県教育委員会の指定を受け、平成

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

今年度は障害者差別解消法施行から

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

えますのでよろしくお願いいたします。

                         

やまびこ支援学校では、東部地域

を送ることができるように、学校や幼稚園・保育所

。気がかりなことがありましたら、御相談ください。

コーディネーター

                  

                  

どうぞよろしくお願いします。

年６月６日（木）ＡＭ

本校への入学・進学を検討している方

○医療、保健、福祉、就労等、関係機関の方

○本校教育に関心のある地域の方

学校概要説明 

授業見学 

学校施設の見学

                        

支援学校の校訓です。

ごしてほしいという願

やまびこ支援学校は、本年度で開校 40 年目を迎え、令和

ため、現在準備を行っております。 

さて、本校は県教育委員会の指定を受け、平成

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

今年度は障害者差別解消法施行から 3年を経過し、合理的配慮の提供状況を

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

えますのでよろしくお願いいたします。 

                         

地域の特別な支援が必要な

学校や幼稚園・保育所

気がかりなことがありましたら、御相談ください。

コーディネーターは、辻

                  永井

                  野澤

どうぞよろしくお願いします。 

日（木）ＡＭ

本校への入学・進学を検討している方 

○医療、保健、福祉、就労等、関係機関の方

○本校教育に関心のある地域の方 

 

学校施設の見学 

                        山梨県立やまびこ支援学校

平成

。本校の子ども

願いが込められています

年目を迎え、令和

さて、本校は県教育委員会の指定を受け、平成 17

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

年を経過し、合理的配慮の提供状況を

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

 

                         

特別な支援が必要な

学校や幼稚園・保育所、家庭や関係機関と連携し

気がかりなことがありましたら、御相談ください。

辻  松子（つじ

永井 志麻（

野澤 健太（のざわ

日（木）ＡＭ 

 

○医療、保健、福祉、就労等、関係機関の方     

  

＜主な内容＞

        

        

山梨県立やまびこ支援学校

平成３１年４

ども達はもちろんのこと

められています。 

年目を迎え、令和 2 年

17 年度から「地区特別支援連携協議会」を東

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

年を経過し、合理的配慮の提供状況を

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

                         校長 小林

特別な支援が必要な子供たち

家庭や関係機関と連携し

気がかりなことがありましたら、御相談ください。

松子（つじ しょうこ）

（ながい  

健太（のざわ けんた）

平成３１

対象：地域の幼児児童生徒

    保護者、担任、学校等教育関係者

 

＜主な内容＞

        

        

山梨県立やまびこ支援学校

４月１５日発行

はもちろんのこと、保護者

年 1 月には桂台への校舎移転する

年度から「地区特別支援連携協議会」を東

部地区で開催し、地域との連携を深めてきております。また、平成 19 年度からは特別支援教育

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

年を経過し、合理的配慮の提供状況を

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考

小林 勝    

子供たちが、生き生きと充実した学校生活

家庭や関係機関と連携して

気がかりなことがありましたら、御相談ください。 

しょうこ） 

  しま） 

けんた） です。

１年７月２６

対象：地域の幼児児童生徒

保護者、担任、学校等教育関係者

＜主な内容＞ 教育相談

        個別の学習指導

        保護者･教員対象の教育相談

山梨県立やまびこ支援学校 相談支援部通信

発行  第１号

保護者、職員、そして

月には桂台への校舎移転する

年度から「地区特別支援連携協議会」を東

年度からは特別支援教育

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

年を経過し、合理的配慮の提供状況を 

元に見直しも予想されます。このような中、本校としては、一層のセンター的 

機能の発揮に努め、東部地区内の特別支援教育の推進に寄与していきたいと考 

      

が、生き生きと充実した学校生活

家庭や関係機関と連携して、適切な指導支援や

です。 

２６日（

対象：地域の幼児児童生徒 

保護者、担任、学校等教育関係者

教育相談 

個別の学習指導 

保護者･教員対象の教育相談

相談支援部通信  

第１号 

そして、地域の皆様

 

月には桂台への校舎移転する

年度から「地区特別支援連携協議会」を東

年度からは特別支援教育

の開始に伴い、東部地域の園や学校等からの要請に応じてセンター的機能を発揮してきておりま

が、生き生きと充実した学校生活

指導支援や

日（金） 

保護者、担任、学校等教育関係者 

保護者･教員対象の教育相談 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就学・進学・転入学に関すること

 ○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること

 ○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

 ○

                           

○

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。

手続き

【問い合わせ】

          

          

                     

各校

教育に関する相談・助言

手続き

○就学・進学・転入学に関すること

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

○個別の教育支援計画作成、

                           

相談方法  

○学校説明、各学部の教育内容説明、授業見学

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。

手続き 電話

平成

○教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

○地域における啓発活動

【問い合わせ】

          

          

                     

  支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

  支援対象：

各校・園からの支援の要請を受け、特別支援

教育に関する相談・助言

※原則として月曜日、火曜日、木曜日の午前中に

行いますが、ご相談ください。

手続き  

電話にて訪問日時の予約

(HP 掲載様式

及び教育事務所

○就学・進学・転入学に関すること

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

個別の教育支援計画作成、

                           

  〔随時〕電話、メール

学校説明、各学部の教育内容説明、授業見学

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。

電話にて見学日時の予約

平成３１年度

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

地域における啓発活動

【問い合わせ】 山梨県立やまびこ支援学校

           TEL    0554

           E-

                     URL  

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

支援対象：本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

園からの支援の要請を受け、特別支援

教育に関する相談・助言

原則として月曜日、火曜日、木曜日の午前中に

行いますが、ご相談ください。

にて訪問日時の予約

掲載様式) → 本校

及び教育事務所へ依頼書

○就学・進学・転入学に関すること

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

個別の教育支援計画作成、他機関との連携に関すること

                           

〔随時〕電話、メール

学校説明、各学部の教育内容説明、授業見学

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。

にて見学日時の予約

年度 やまびこ

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

地域における啓発活動 

山梨県立やまびこ支援学校

TEL    0554

-mail  soudanshien@yamabikoy.kai.ed.jp

URL  http://www.yamabikoy.kai.ed.jp/

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

園からの支援の要請を受け、特別支援

教育に関する相談・助言 

原則として月曜日、火曜日、木曜日の午前中に

行いますが、ご相談ください。

にて訪問日時の予約 → 派遣依頼書作成

本校(要公印)

へ依頼書(写)の提出

○就学・進学・転入学に関すること    

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

他機関との連携に関すること

                           

〔随時〕電話、メール、来校（来校

学校説明、各学部の教育内容説明、授業見学

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。

にて見学日時の予約 → 個別の見学実施

やまびこ支援学校

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

山梨県立やまびこ支援学校

TEL    0554-23-1943       FAX  0554

soudanshien@yamabikoy.kai.ed.jp

http://www.yamabikoy.kai.ed.jp/

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

園からの支援の要請を受け、特別支援

原則として月曜日、火曜日、木曜日の午前中に

行いますが、ご相談ください。 

派遣依頼書作成

)および地教委

の提出 

    ※本校への就学・進学を検討している方は、

入学前年度に

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法

○子供の生活や学習、行動上で気になること 

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援

他機関との連携に関すること

                           

来校（来校は日時の予約

学校説明、各学部の教育内容説明、授業見学 等 

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒

（教育相談･見学が済んだ方）を対象とします。 

個別の見学実施 

支援学校

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

山梨県立やまびこ支援学校 〒409-

1943       FAX  0554

soudanshien@yamabikoy.kai.ed.jp

http://www.yamabikoy.kai.ed.jp/

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

園からの支援の要請を受け、特別支援 

原則として月曜日、火曜日、木曜日の午前中に

派遣依頼書作成

地教委

<研修ﾃｰﾏ例

 夏季研修会

 

②心理士による事例検討

※本校への就学・進学を検討している方は、

前年度に個別の教育相談が必要となります。

○障害の実態に応じた支援方法、学習特性に応じた支援の方法 

○特別支援学級の教育課程、及び指導内容や教材等への支援  

他機関との連携に関すること 等 

                            

日時の予約をしてください。

○授業体験は、就学・進学・転入学先を検討している児童・生徒 

 ※教育相談との同日実施が可能です。

支援学校 地域支援

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

-0501 大月市富浜町宮谷１４９７

1943       FAX  0554-23-1946

soudanshien@yamabikoy.kai.ed.jp 

http://www.yamabikoy.kai.ed.jp/   相談支援担当：

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

特別支援教育に関わる研修会・学習会等

の開催への協力や助言

研修ﾃｰﾏ例> 教科指導におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

     発達障害の子供への対応

     特別な支援を必要とする児童の

実態把握と指導の方法

夏季研修会（平成

 ①心理士による基礎研修

②心理士による事例検討

※本校への就学・進学を検討している方は、

個別の教育相談が必要となります。

をしてください。

 

※教育相談との同日実施が可能です。

地域支援

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携

大月市富浜町宮谷１４９７

1946   

相談支援担当：

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者

特別支援教育に関わる研修会・学習会等

の開催への協力や助言

教科指導におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

発達障害の子供への対応

特別な支援を必要とする児童の

実態把握と指導の方法

（平成 31 年

①心理士による基礎研修

②心理士による事例検討

相談内容により、外部専門家の派遣

も行います。（外部専門家は、心理

士、言語聴覚士、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士です。）

※本校への就学・進学を検討している方は、

個別の教育相談が必要となります。

をしてください。）    

※教育相談との同日実施が可能です。

地域支援（御案内

教育委員会や医療、福祉、保健・労働の行政職員、就労等の関係機関との連携 

大月市富浜町宮谷１４９７

相談支援担当：辻、永井

支援地域：大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村 

本人、保護者、保育士、教師（幼小中高）、保育教育関係者 等

特別支援教育に関わる研修会・学習会等

の開催への協力や助言 

教科指導におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

発達障害の子供への対応

特別な支援を必要とする児童の

実態把握と指導の方法 

年 8 月 21 日開催予定）

①心理士による基礎研修 ③ICT

②心理士による事例検討 ④自作教材づくり

相談内容により、外部専門家の派遣

も行います。（外部専門家は、心理

士、言語聴覚士、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士です。）

※本校への就学・進学を検討している方は、 

個別の教育相談が必要となります。 

    

※教育相談との同日実施が可能です。  

御案内） 

大月市富浜町宮谷１４９７ 

永井、野澤 

等 

特別支援教育に関わる研修会・学習会等 

教科指導におけるﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 

発達障害の子供への対応 

特別な支援を必要とする児童の 

 

日開催予定）

ICT 活用研修 

④自作教材づくり

相談内容により、外部専門家の派遣

も行います。（外部専門家は、心理

士、言語聴覚士、理学療法士、作業

療法士、視能訓練士です。）

 

 

日開催予定） 

 

④自作教材づくり 


