
                 

令和４年度特別支援学校「学校見学」・「体験入学」の実施について 

 

 

１ 目的 

  障害のある子供や保護者、関係者に対し、特別支援学校の教育環境や教育内容

 に関する説明を行い、就学先の検討に向けた情報提供の充実を図ることを目的と

 しています。 

 

２ 対象 

  特別支援学校への入学・転入学を検討している子供、保護者及び関係職員 

 

３ 申込み方法 

  「学校見学」・「体験入学」は別表に示している日程で実施します。 

  参加を希望する場合、事前に希望する学校にお申し込みください。 

  なお、詳細については、それぞれの学校にお問い合わせください。 

 

４ その他 

 （１）指定日以外の学校見学及び体験入学については、それぞれの学校に相談してく

  ださい。 

  （２）各学校では、随時、教育相談も実施しています。内容等については、直接、教 

  育相談を希望する学校にお問い合わせください。 

 

５ きこえとことば・見えかた教育相談会について 

  視覚や聴覚に障害のある子供やその保護者、関係者への教育相談会については、 

 以下のとおり「きこえとことば・見えかた教育相談会」を実施します。詳細につ

 いては、県教育委員会ホームページをご覧ください。 

 

【きこえとことば・見えかた教育相談会】 

日程 会場校 連絡先 

令和４年 ６月２４日(金) 

令和４年１１月１０日(木) 
きのかわ支援学校 

 0736-42-0415 

【問い合わせ窓口 教頭（大沢）】 

令和４年 ９月 ８日(木） たちばな支援学校 
 0737-62-3599 
【問い合わせ窓口 教頭（川嶋）】 

令和４年 ６月１６日(木） 

令和４年１２月 １日(木） 
はまゆう支援学校 

 0739-47-2115 

【問い合わせ窓口 教頭（新家）】 

令和４年 ６月 ３日(金） 

令和４年１２月 ２日(金） 
みくまの支援学校 

 0735-31-6101 

【問い合わせ窓口 教頭（佐伯）】 



令和４年度 特別支援学校 「学校見学」・「体験入学」の日程 

 

学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

和歌山盲学校 
 
和歌山市府中 949-23 
  TEL 073-461-0322 
  FAX  073-461-0323 
【問い合わせ窓口 教頭（松下）】 

視覚障害 

幼稚部 

令和４年６月１７日（金） 令和４年１０月予定 

県内全域 

小学部 

中学部 

高等部 
普通科 

高等部 
専攻科 
理療各科 

令和４年１０月予定（オープンスクール） 
  
※その他、随時実施 

随時実施 

※学校見学後、希望者対象に個別相談を実施します。 
※高等部理療各科のオープンスクールの詳細については後日、和歌山盲学校のＨＰにてお知らせします。 

和歌山ろう学校 
 
和歌山市砂山南 3-1-73 
  TEL  073-424-3276 
  FAX  073-424-0310 
【問い合わせ窓口 教頭（藤井)】 

聴覚障害 

幼稚部 

随時実施 随時実施 

県内全域 

小学部 

中学部 

高等部 
令和４年６月１４日（火）午前中 
申込締切６月７日（火） 
※その他、随時実施 

令和４年６月１４日(火）午前中 
申込締切６月７日(火） 
 

 



学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

きのかわ支援学校 
 
橋本市高野口町向島 101-3 
  TEL  0736-42-0415 
  FAX  0736-43-1993 
【問い合わせ窓口 教頭（浅井）】 

知的障害 
肢体不自由 

小学部 

令和４年６月 ６日（月）9：40～12：00 
６月１３日（月）9：40～12：00 

予備日 ６月２０日（月）9：40～12：00 

(小学部見学希望保護者・関係者対象） 

申込締切５月２０日（金）必着       

令和４年９月１２日（月）～１０月１４日（金） 
            ① 9:35～10:50  

②10:30～11:45  

申込締切８月 ８日（月）必着 

橋本市、伊都郡、 
紀の川市（貴志川
町を除く。） 中学部 

令和４年６月 ９日（木）9：30～12：00 
予備日 ６月１６日（木）9：30～12：00 

(中学部見学希望保護者・関係者対象） 

申込締切５月２０日（金）必着 

令和４年９月１２日（月）9：30～12：00 
    ９月２６日（月）9：30～12：00 
予備日１０月 ３日（月）9：30～12：00 

申込締切８月 ８日（月）必着 

高等部 

令和４年６月１０日（金）9：30～12：00 
予備日 ６月１７日（金）9：30～12：00 

(高等部見学希望保護者・関係者対象） 

申込締切５月２０日（金）必着 

令和４年９月１５日（木）9：30～12：00 
    ９月２２日（木）9：30～12：00 
予備日 ９月２９日（木）9：30～12：00 

申込締切８月 ８日（月）必着 

紀伊コスモス支援学校 
 
和歌山市弘西 555 
  TEL  073-461-6500 
  FAX  073-461-7300 
【問い合わせ窓口 教頭 

（相谷・宇井）】 

知的障害 
肢体不自由 

小学部 
令和４年６月 ７日（火）10:00～12:00 
申込締切５月２７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 
    ～１０月１４日（金） 
上記期間中のうち希望日を調整し実施 

岩出市、紀の川市
貴志川町、 
和歌山市（紀ノ川
以北かつ鳴滝川以
東、紀ノ川以南の
高積中学校区〔西
和佐、和佐及び小
倉の各小学校
区〕） 

中学部 
令和４年６月 ８日（水）10:00～12:00 
申込締切５月２７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 
     ～１０月１４日（金） 
上記期間中のうち希望日を調整し実施 

高等部 
令和４年６月 ９日（木）10:00～12:00 
申込締切５月２７日（金) 

令和４年 ９月１５日（木） 
校区内中学校３年生対象 
（本校内部進学生は除く。）  

※学校見学日には、教育概要の説明会も併せて実施します。 

※体験入学日については、学校見学日に日程を調整します。 

 



学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

和歌山さくら支援学校 

 

和歌山市西庄 1148-1 

  TEL  073-453-0303 

  FAX  073-453-0789 

【問い合わせ窓口 教頭（向山）】 

知的障害 

肢体不自由 

小学部 

保護者対象 

令和４年７月 １日（金）10:00～12:00 

申込締切６月１７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

   ～１０月１４日（金） 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 

和歌山市（紀ノ川以

北かつ鳴滝川以西） 

※有功ヶ丘学園に入

所又は入所予定者

を含む。 

中学部 

保護者対象 

令和４年７月 １日（金）10:00～12:00 

申込締切６月１７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

    ～１０月１４日（金） 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 

高等部 

中学校生徒・保護者・職員対象 

令和４年６月１４日（火）10:00～12:00 

申込締切５月３１日（火） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

    ～１０月１４日（金） 

     火曜日か木曜日 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 

※学校見学日には、本校教育概要の説明と併せて、体験入学についての説明を行います。 

紀北支援学校 
 
和歌山市冬野 227 
  TEL  073-479-1356 
  FAX  073-479-2677 
【問い合わせ窓口 教頭（岡）】 

知的障害 
肢体不自由 

小学部 
令和４年６月２８日（火）10:00～12:00 

申込締切５月２７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

   ～１０月２１日（金） 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 紀ノ川以南の和歌山
市(高積中学校区を除
く。） 
海南市(旧下津町を除
く。） 
海草郡 

中学部 
令和４年６月２９日（水）10:00～12:00 
申込締切５月２７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

    ～１０月２１日（金） 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 

高等部 
生徒・保護者・職員対象 
令和４年６月３０日（木）10:00～12:00 
申込締切５月２７日（金） 

令和４年 ９月 ５日（月） 

    ～１０月２１日（金） 

上記期間中のうち希望日を調整し実施 

※体験入学日については、８月２３日（火）以降に日程を調整して決定します。 

 
 



学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

たちばな支援学校 

 

有田郡広川町和田 21-3 

  TEL  0737-62-3599 

  FAX  0737-62-3699 

【問い合わせ窓口 教頭（滝元）】 

知的障害 

肢体不自由 

小学部 

令和４年５月１６日（月）9:30～11:30 

 ※有田市、有田郡及び海南市下津町の地域の方対象 

令和４年５月１７日（火）9:30～11:30 

 ※御坊市及び日高郡（みなべ町を除く）の地域の方対象 

申込締切５月 ６日（金） 

令和４年①6月 13 日(月)②6 月 14 日(火) 

       ③6月 15 日(水)④6 月 20 日(月) 

        ⑤6月 21 日(火)⑥6 月 22 日(水) 

        ⑦6月 27 日(月)⑧6 月 28 日(火) 

         全日とも 10:10～12:00 

申込締切 5 月 27 日(金) 

有田市、有田郡、 

御坊市、 

日高郡(みなべ町を除

く。)、 

海南市下津町 

中学部 
令和４年５月１８日（水）9:30～11:30 

申込締切５月 ６日（金） 

令和４年①6月 16 日(木)9:10～12:00 

        ②6月 17 日(金)9:10～12:00 

        ③6月 23 日(木)9:10～12:00 

    ④6月 24 日(金)9:10～12:00 

申込締切 5 月 27 日(金) 

高等部 
令和４年５月２０日（金）9:30～11:30 

申込締切５月 ６日（金） 

令和４年①6月 16 日(木)9:10～12:00 

     ②6月 17 日(金)9:10～12:00 

    ③6月 23 日(木)9:10～12:00 

     ④6月 24 日(金)9:10～12:00 

申込締切 5 月 27 日(金)  

みはま支援学校 

 

日高郡美浜町和田字松原 

                  1138-259 

  TEL  0738-23-2379 

  FAX  0738-22-9399 

【問い合わせ窓口 教頭(菅谷)】 

病弱 

小学部 

令和４年５月３０日（月)9：45～11：45 

予備日 ６月 ６日（月） 

申込締切５月２０日（金）          

随時実施 

県内全域 中学部 

令和４年５月３０日（月）13：30～15：30 

予備日 ６月 ６日（月） 

申込締切５月２０日（金） 

令和４年９月 ６日(火)9：15～10：45 

予備日 ９月１３日(火) 

申込締切８月２６日(金） 

高等部 

令和４年６月 １日（水）9：45～11：45 

予備日 ６月 ８日（水） 

申込締切５月２０日（金） 

令和４年９月 ８日(木)9：15～10：45 

予備日 ９月１５日(木) 

申込締切８月２６日(金） 

 
 
 



学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

南紀支援学校 

 

西牟婁郡上富田町岩田 1787-1 

  TEL  0739-47-2118 

  FAX  0739-47-1669 

【問い合わせ窓口 教頭（溝端）】 

肢体不自由 

小学部 令和４年 ６月 ９日（木）9:15～12:10 

申込締切 ６月 １日（水） 

令和４年１０月２５日（火）9:15～12:10 

申込締切１０月１４日（金） 

※参加者多数の場合は、日程等調整します。

分散しての見学にご協力をお願いします。 

随時実施 

みなべ町、田辺市

（旧本宮町を除

く。）、西牟婁郡 

中学部 

高等部 

※学校見学会参加者で個別相談のある場合は、当日午後に相談時間を設けています。申込時にお知らせください。 

はまゆう支援学校 
 
西牟婁郡上富田町岩田 2150 
  TEL  0739-47-2115 
  FAX  0739-47-2620 
【問い合わせ窓口 教頭（新家）】 

知的障害 

小学部 
令和４年５月３１日（火）9:00～11：00 
申込締切４月２８日（木） 
 

令和４年６月中旬～７月 

みなべ町、田辺市
（旧本宮町を除
く）、西牟婁郡 
 

中学部 
令和４年５月１７日（火）9:00～11：00 
令和４年５月２４日（火）9:00～11：00 
申込締切４月２８日（木） 

令和４年９月 ６日（火） 
９月１３日（火） 

高等部 
令和４年６月１０日（金）9:45～12：10 
令和４年６月２４日（金）9:45～12：10 
申込締切５月 ９日（月） 

令和４年９月１２日（月） 
９月２６日（月） 

※小学部の見学会は、保護者及び療育・幼稚園・保育所等関係者を対象とします。中学部・高等部の学校見学会は、保護者及び学校
関係者を対象とします。併せて、本校 HPを活用した教育活動の情報提供を行います。本校 HPに実施要項・申込書を掲載します。 
※聴覚障害のある幼児児童生徒やその保護者、関係職員への教育相談は、随時実施します。 
※体験入学についても、本校 HP に実施要項・申込書を掲載します。 
※参加者多数の場合は、日程等調整し、分散での見学へのご協力をお願いします。 



 

学校名及び連絡先 障害種別 学部 学校見学 体験入学 対象校区 

みくまの支援学校 
 
新宮市蜂伏 13-26 
  TEL  0735-31-6101 
  FAX  0735-31-6102 
【問い合わせ窓口 教頭（佐伯）】 

知的障害 
肢体不自由 

小学部 

令和４年６月１４日（火）10:00～12:00 
申込締切６月 ７日（火） 
予備日 ６月２２日（水） 

令和４年７月 ６日（水）9:45～11:00 
申込締切６月２９日（水） 
※その他、上記日程以降、随時実施 新宮市（旧熊野川町を

含む。）、 
那智勝浦町、太地町、
古座川町、串本町、 
北山村、 
田辺市（旧本宮町） 

中学部 
令和４年７月 ６日（水）9:45～11:40 
申込締切６月２９日（水） 
※その他、上記日程以降、随時実施 

高等部 
令和４年７月 ５日（火）9:30～12:35 
申込締切６月２８日（火） 
※その他、上記日程以降、随時実施 

和歌山大学教育学部 
附属特別支援学校 
 
和歌山市西小二里 2-5-18 
TEL  073-444-1080 
FAX  073-447-2597 
【問い合わせ窓口 

教務主任（猿棒）】 

知的障害 

小学部 

随時実施 

令和４年９月 ２日（金）、２０日（火） 
9:15～10:30 
申込締切７月２９日（金） 

通学所要時間が公共交
通機関を利用して片道
１時間以内※（高等部
においては１時間程
度）の地域に居住する
者。（他府県は除
く。）※自宅から最寄
りの駅・バス停までの
徒歩での時間を含む。 

中学部 
令和４年９月 ７日（水）、１４日（水）  
9:00～12:00 
申込締切７月２９日（金） 

高等部 
令和４年９月 ６日（火）、１３日（火） 
9:00～12:00 
申込締切７月２９日（金） 

 
                                                                                                                                                             
 
 


