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刈谷市立刈谷特別支援学校
〒４４８－０８１３

愛知県刈谷市小垣江町白沢３６番地

TEL ０５６６－２１－７３０１

FAX ０５６６－２１－７３６１

HP http://www.city.kariya.aichi.jp/school/tokushi/index.html



笑顔 （一人一人が輝き笑顔あふれる子を育てる。）

挑戦 （夢に向かって挑戦し続ける子を育てる。）

感謝 （素直に感謝の気持ちを表せる子を育てる。）

児童生徒一人一人の人権を尊重し、障害による学習上又は生活上の困難に応じた専

門的な教育を行う。また、安全・安心な学校生活を送りながら、一人一人の個性を伸長し、

確かな学力や健康、体力、そして豊かな人間性などの生きる力を育み、地域社会の一員

として自立し、主体的に社会参加するとともに、生涯にわたって心豊かに生きていく人材

を育成する。

・オンライン学習システムの構築

・教員間の役割分担や協力体制の確立と効率的・

効果的な業務改善

校訓

１ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援

を推進する。

２ 信頼される学校づくりを推進する。

３ 児童生徒一人一人の安全・安心な教育環境の

整備に努める。

小学部

・基本的生活習慣を身に付けるとともに、生活のリズムを整える。

・感じる力や考える力を育み、豊かに表現できるようになる。

・友達や先生、学校関係者と豊かな人間関係が作れるようになる。

中学部

・基本的生活習慣を身に付けるとともに、健康な体と心を養う。

・障害の状態や発達の段階等を的確に把握して、機能の発達を目指す。

・豊かな感性、確かな学力を身に付け、主体的に生きていく力を身に付ける。

高等部

・地域社会の中で、豊かに生きていく力を養う。

・基本的生活習慣の確立を目指し、健康に生活する。

・基礎・基本を大切にし、確かな学力を身に付けて自立を目指す。

・就労を目指した体験的な学習を行い、自ら考えて行動し、社会参加を目指す。

合言葉

エ がお

チ ょうせん

カ んしゃ

校章の由来

○ 学校の所在地は昔、カモメ島と

呼ばれていたので、カモメをモチー

フとし、2羽のかもめ（併設している

小垣江東小学校と本校）で刈谷市

の「Ｋ」を表現。

○ 周囲の模様は、通学区域である

刈谷市、知立市、高浜市の３市を

表現し、2羽のカモメが地域の方々

に支えられている様子を表現。

○ 全体として、刈谷特別支援学校

が併設している小垣江東小学校と

一緒に地域の方々に守られなが

ら、のびのびと羽ばたいていく姿を

イメージしている。

校旗



中学部・高等部

8:00～ 8:40 登校

8:40～ 8:50 ＳＴ

8:50～ 9:40 第１時限

9:50～10:40 第２時限

10:50～11:40 第３時限

11:50～12:40 第４時限

12:40～13:30 給食

13:30～14:20 第５時限

14:30～15:20 第６時限

15:20～15:30 清掃・ＳＴ

15:30～17:00 部活動等

15:30～ 下校
（木曜日15:30）

小学部

8:00～ 8:45 登校

8:45～ 8:55 朝の会

8:55～ 9:40 第１時限

9:50～10:35 第２時限

11:00～11:45 第３時限

11:55～12:40 第４時限

12:40～13:30 給食

13:30～14:15 第５時限

14:25～15:10 第６時限

15:10～15:20 帰りの会

15:30～17:00 部活動等

15:20～ 下校
（木曜日14:25）

小学部１年 教育課程Ａ

月 火 水 木 金

１ 算数 算数 国語 国語 算数

２ 音楽 国語 生活 図工 国語

３
学級
活動

自立
活動

体育 図工 体育

４ 国語 道徳 国語 国語
自立
活動

５
自立
活動

図工 音楽 算数 生活

６

高等部３年 教育課程Ｃ

月 火 水 木 金

１ 日常生活の指導

２ 自立活動

３ 生活単元学習

４ 自立活動

５ 生活単元学習

６ ＨＲ 自立活動

小学部 中学部 高等部 計

刈谷市 ２０ ６ ５ ３１

知立市 ３ ２ １ ６

高浜市 ４ ２ ４ １０

計 ２７ １０ １０ ４７

令和４年５月１日現在

学校マスコットキャラクター
「かきつばたん」

中学部 教育課程Ｂ

月 火 水 木 金

１ 日常生活の指導

２
作業
学習

数学 国語 国語 数学

３ 生活単元学習

４
自立
活動

学活 自立活動

５

生単 総合

学活
作業
学習

生単

６ 生単

エチカ・アニバーサリー （小垣江東小体育館にて）

４月 入学式・始業式

６月 学校説明会

10月
修学旅行（小・中・高）
宿泊体験学習（高）
エチカ・アニバーサリー

２月 高等部入学者選考

３月
感謝の集い
卒業式



※電車の場合
名鉄三河線「小垣江」駅下車 東へ徒歩20分

教育相談（随時）

・生活、学習に関すること

・就学・進路に関すること 学校説明会

６月に実施

（対象：関係保護者等）

特別支援教育に関する研修

・各学校への巡回指導、校内研修

等への派遣

・個別の指導計画、個別の教育支

援計画の作成に向けての研修

情報提供

・教材・教具の紹介

・特別支援教育に関する研修会

・実践研究協議会の実施

主な通学方法は、

自家用車による送迎

刈谷市

知立市

高浜市

障害乳幼児相談支援センター
（かもめ相談）

・発達支援に関すること

・子育ての悩み

・日常生活で配慮すること

・交流の場の提供

併設する小垣江東
小学校の児童との
交流及び共同学習
を進めています。

「医療法人豊田会
刈谷豊田総合病院」
からの出向看護師に
よる医療的ケアを実
施しています。


