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資料その他
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和歌山県内の主な相談機関

○教育相談（特別支援教育に関する専任の教育相談員がいます）

和歌山県教育センター学びの丘教育相談室 073-435-5455 FAX 073-435-1556

〒640-8319 和歌山市手平二丁目１番２２号（和歌山ビッグ愛内）

（同）紀南相談課 0739-26-3498 FAX 0739-26-8120

〒646-0011 田辺市新庄町3353-9（県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ内）

○子どもに関する相談（ことばや発達の遅れ、行動が気になる等）

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 073-445-5311 FAX 073-446-0036

〒641-0014 和歌山市毛見1437-218

和歌山県紀南児童相談所 0739-22-1588 FAX 0739-22-1917

〒646-0062 田辺市明洋1-10-1

和歌山県紀南児童相談所新宮分室 0735-22-8551 FAX 0735-21-9648

〒647-0043 新宮市緑ヶ丘2-4-8 （東牟婁総合庁舎内）

○発達障害に関する相談

和歌山県発達障害者支援センター ポラリス 073-413-3200 FAX 073-413-3020

〒641-0044 和歌山市今福3-5-41 愛徳医療福祉センター内

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障

害（ADHD）等の発達障害児（者）に関する相談支援、療育支援等を行っています。

特別支援教育関連Webページ

和歌山県教育委員会特別支援教育関連ページ

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/koumoku2/sub6_6.html

文部科学省特別支援教育関連ページ http://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.htm

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 http://www.nise.go.jp/blog/

（同）発達障害教育情報センター http://icedd.nise.go.jp/blog/
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（平成20年度）県内通級指導教室一覧

○ＬＤ等通級指導教室
１ 橋本市立城山小学校 〒648-0054 橋本市城山台二丁目10-2 0736-37-2055
２ 岩出市立中央小学校 〒649-6231 岩出市川尻202 0736-62-0500
３ 和歌山市立広瀬小学校 〒640-8128 和歌山市広瀬中ノ丁1-5 073-436-0671
４ 海南市立日方小学校 〒642-0002 海南市日方1257 073-482-0118
５ 湯浅町立湯浅小学校 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅1570 0737-63-6501
６ 御坊市立御坊小学校 〒644-0002 御坊市薗226 0738-22-3131
７ 田辺市立稲成小学校 〒646-0051 田辺市稲成町780 0739-22-0682
８ 〒649-5312 東牟婁郡那智勝浦町宇久井214 0735-54-0012那智勝浦町立宇久井小学校

○言語障害通級指導教室（ことばの教室）
１ 橋本市立橋本小学校 〒648-0072 橋本市東家二丁目1-19 0736-32-0059
２ 紀の川市立田中小学校 〒649-6414 紀の川市打田1491 0736-77-2004
３ 和歌山市立楠見小学校 〒640-8472 和歌山市大谷349-2 073-455-1714
４ 和歌山市立吹上小学校 〒640-8137 和歌山市吹上四丁目1-15 073-424-8181
５ 紀美野町立野上小学校 〒640-1131 海草郡紀美野町動木1445 073-489-2041
６ 有田市立箕島小学校 〒649-0304 有田市箕島155 0737-82-2034
７ 御坊市立御坊小学校 〒644-0002 御坊市薗226 0738-22-3131
８ 田辺市立第一小学校 〒646-0036 田辺市上屋敷町一丁目2-1 0739-22-5135
９ 新宮市立蓬莱小学校 〒647-0081 新宮市新宮7150-1 0735-22-2431

○難聴通級指導教室（きこえの教室）
１ 県立和歌山ろう学校 〒640-8272 和歌山市砂山南三丁目1-73 073-424-3276

LD等 ８教室

言語障害 ９教室

難聴 １教室

橋本小

田中小
楠見小

吹上小

野上小

箕島小

御坊小

田辺第一小
蓬莱小

城山小

稲成小

ろう学校

広瀬小

湯浅小

宇久井小

日方小

中央小
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（平成20年度）県内特別支援学校一覧

○県立特別支援学校
１ きのかわ支援学校 〒649-7206 橋本市高野口町向島101-3 0736-42-0415

２ 和歌山盲学校 〒649-6338 和歌山市府中949-23 073-461-0322

３ 和歌山ろう学校 〒640-8272 和歌山市砂山南三丁目1-73 073-424-3276

４ 紀伊コスモス支援学校 〒649-6339 和歌山市弘西555 073-461-6500

５ （同）園部分校 〒640-8483 和歌山市園部373 073-451-1836

６ 紀北支援学校 〒640-0332 和歌山市冬野227 073-479-1356

７ たちばな支援学校 〒643-0075 有田郡広川町和田21-3 0737-62-3599

８ みはま支援学校 〒644-0044 日高郡美浜町和田松原1138-259 0738-23-2379

９ 南紀支援学校 〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1787-1 0739-47-2118

10 はまゆう支援学校 〒649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2150 0739-47-2115

11 みくまの支援学校 〒647-0072 新宮市蜂伏13-26 0735-31-6101

○国立特別支援学校
１ 和歌山大学教育学部 〒641-0031 和歌山市西小二里二丁目5-18 073-444-1080

附属特別支援学校

紀伊コスモス支援学校
知的障害・肢体不自由

きのかわ支援学校
知的障害・肢体不自由和歌山盲学校

視覚障害

紀伊コスモス支援学校園部分校
知的障害

和歌山ろう学校
聴覚障害

紀北支援学校
知的障害・肢体不自由

たちばな支援学校
知的障害・肢体不自由

みはま支援学校
病弱

はまゆう支援学校
知的障害・聴覚障害

南紀支援学校
肢体不自由

みくまの支援学校
知的障害・肢体不自由

和大附属特別支援学校
知的障害
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参考図書

「教室でできる特別支援教育のアイデア１７２ 小学校編」１

月森久江／編 図書文化社 2005

「教室でできる特別支援教育のアイデア 小学校編 Ｐａｒｔ２」２

月森久江／編 図書文化社 2008

３ 「教室でできる特別支援教育のアイデア 中学校編」

月森久江／編 図書文化社 2006

「通常学級の特別支援 今日からできる！４０の提案」４

佐藤愼二／著 日本文化科学社 2008

「図解よくわかるLD（学習障害）」５

上野一彦／著 ナツメ社 2008

「通常の学級担任がつくる個別の指導計画」６

廣瀬由美子・佐藤克敏／編著 東洋館出版社 2006

「育てにくい子にはわけがある 感覚統合が教えてくれたもの」７

木村 順／著 大月書店 2006

「LD、ADHDなどの子どもへの場面別サポートガイド 通常の学級の先生のための特別支８

援教育」 高橋あつこ／編著 ほんの森出版 2004

「WISC-Ⅲアセスメント事例集 ―理論と実際―」９

藤田和弘、上野一彦、前川久男、石隈利紀、大六一志／編著

日本文化科学社 2005

10 「軽度発達障害の心理アセスメント WISC-Ⅲの上手な利用と事例」

上野一彦、海津亜希子、服部美佳子／編

日本文化科学社 2005

11 「実践！ソーシャルスキル教育 小学校」

佐藤正二、相川充／編 図書文化社 2005

12 「特別支援教育実践ソーシャルスキルマニュアル」

上野一彦、岡田智編著 明治図書 2006

13 「なんていってるの？ ことばをさがす絵本」

五味太郎／作 チャイルド社 1999

14 「障害を知る本⑦ 自閉症の子どもたち」

茂木俊彦／監修 太田昌孝／編 稲沢潤子／文 オノビン、田村孝／絵

大月書店 1998

15 「怒らない！怒鳴らない！ 特別支援教育の実践スキルⅡ」

平山諭・安藤隆男／編著 明示図書 2007

16 「ＬＤ児サポートプログラム」

竹田契一監修 太田信子・西岡有香・田畑友子／著

日本文化科学社 2000

17 「唱えておぼえる漢字の本」

下村昇／著 偕成社 2002

18 『助詞「は」「へ」「を」の指導の工夫』 「特別支援教育の実践情報」No123 2008年7月号

栗原光世 明治図書 2008

19 「ソーシャルスキルトレーニング絵カード 連続絵カード：A」

ことばと発達の学習室M／編著 エスコアール 2001
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「発達障害児指導事例集」作成委員

橋本市立城山小学校 教諭 巽 庸子 （ＬＤ等通級指導教室担当）

岩出市立中央小学校 教諭 高橋 美智 （ＬＤ等通級指導教室担当）

和歌山市立広瀬小学校 教諭 尾崎 由美子（ＬＤ等通級指導教室担当）

海南市立日方小学校 教諭 妻木 節子 （ＬＤ等通級指導教室担当）

湯浅町立湯浅小学校 教諭 坂本 眞理子（ＬＤ等通級指導教室担当）

御坊市立御坊小学校 教諭 井元 登貴男（ＬＤ等通級指導教室担当）

田辺市立稲成小学校 教諭 那須 美幸 （ＬＤ等通級指導教室担当）

那智勝浦町立宇久井小学校 教諭 竹村 文子 （ＬＤ等通級指導教室担当）

和歌山市立楠見小学校 教諭 中村 純子 （言語障害通級指導教室担当）

和歌山市立吹上小学校 教諭 鎌田 卓子 （自閉症・情緒障害特別支援学級担当）

＝ 県教育委員会 ＝

和歌山県教育センター学びの丘教育相談室 教育相談主事 岡 洋一

和歌山県教育センター学びの丘紀南相談課 教育相談主事 中村 和彦

和歌山県教育センター学びの丘基本研修課 指導主事 稲田 進彦

学校教育局小中学校課 指導主事 梅本 知江

＝ アドバイザー ＝

和歌山大学大学院教育学研究科 教授 武田 鉄郎

なお、和歌山県教育庁の下記の者が編集業務にあたりました。

学校教育局県立学校課特別支援教育室

室 長 三反田 和 人

班 長 田 中 資 則

指導主事 森 伸 高

指導主事 上 村 弘 幸

指導主事 津 村 孝 幸



「発達障害児指導事例集」
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〒640-8585 和歌山市小松原通１－１

TEL 073-441-3661､3705 FAX 073-441-3664
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