
都道府県・政令指定都市教育委員会等で作成している通級による指導に関する資料（令和２年２月時点）

高等学校教育課程編成・実施の手引　令和元年 http://www.koukou.hokkaido-
c.ed.jp/tebiki/r1/r1tokubetushienkyouiku.pdf

新入生・保護者向けリーフレット「道立高等学校
等における通級による指導」

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/leaflet.pdf

道立高等学校等における「通級による指導」の手
引

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/tuukyute
biki.pdf

通級指導教室経営の手引 https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakk
ou/tokubetsu/1027150.html

中学校における通級による指導の充実に関する研
究～通常の学級とのつながりを意識した自立活動
を通して～

http://www1.iwate-
ed.jp/tantou/tokusi/h30/tyugakutsukyu/h30_tyugaku
tsukyu.html

高等学校における「通級による指導」実施のため
の手引

http://www1.iwate-
ed.jp/tantou/tokusi/h30/kokotsukyu/h30_kokotsukyu
.html

高等学校における通級による指導の充実に関する
研究～キャリア発達を支援する「自立活動」を通
して～

http://www1.iwate-
ed.jp/tantou/tokusi/h31/kokotukyu_jujitu/h30_kokots
ukyu_jujitu.html

きこえとことばの教室用教材・その他の教材 http://www1.iwate-
ed.jp/tantou/tokusi/kyouzaitop_tokusi.html

通級による指導の手引 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3522

通級指導教室の利用ガイド https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/6025

宮城県 中学校の通級指導教室サポートパック http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/study/

福島県 通級による指導の充実のために https://special-center.fcs.ed.jp/

「特別支援学級及び通級による指導教育課程編成
の手引」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkouky
ouiku/tokubetsu/documents/tuukyuukyouikukateihen
seinotebiki.pdf

「初めて通級による指導を担当する先生のための
ハンドブック」

https://www.tochigi-
edu.ed.jp/center/sodan/cyosa/cyosa-h24-1.htm

「栃木県立高等学校における特別支援教育の充実
－「通級による指導」の導入　2019～2021年
度－」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkouky
ouiku/tokubetsu/documents/tuukyuuniyorusidou.pdf

通級指導の手引き　よりよい通級による指導をめ
ざして

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/tokukyouseidot
orikumi/904-20091216-116.html

埼玉県特別支援教育教育課程編成要領　小学校及
び中学校特別支援学級・通級による指導編

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2212/tokubetu-
suryou/tokubetu-henseiyouryou.html

LD・ADHD通級指導教室における学習プログラ
ム

https://www.ice.or.jp/nc/?page_id=49

千葉県版高等学校における「通級による指導」手
引き

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsus
hien/koukoutuukyuu.html

高等学校における通級による指導　リーフレット https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsus
hien/index.html#li

特別支援教育指導資料　平成30年度版 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsus
hien/h30shidoushiryou.html

特別支援学級（固定学級・通級による指導）教育
課程編成の手引

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/document/sp
ecial_needs_education/teaching_program.html

小学校における特別支援教室の導入ガイドライン http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/primary_and_
junior_high/special_class/kaitei.html

中学校における特別支援教室の導入ガイドライン http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/primary_and_
junior_high/special_class/release20180208_03.html

『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセ
スメント活用＆支援マニュアル（小学校版）

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/document/sp
ecial_needs_education/files/guideline/yomikakiasesum
ento.pdf

『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセ
スメント活用＆支援マニュアル（中学校版）

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/document/sp
ecial_needs_education/assessment_manual.html

『読めた』『わかった』『できた』読み書きアセ
スメント個別指導事例編（中学校版）

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/document/sp
ecial_needs_education/assessment_example.html

北海道

岩手県

秋田県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/study/


小学校特別支援教室実践事例集 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/primary_and_
junior_high/special_class/leaflet.html

新潟県
通級指導教室運営上の課題への対応 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gimukyoiku/119462

4921842.html

富山県
特別支援学級等担当者の指導用テキスト http://center.tym.ed.jp/wp-

content/uploads/tokushi_text.pdf

特別支援学級・通級による指導に関する手引

通常学級の担任のための通級による指導サポート
ブック ～通級による指導の充実のために～

山梨県
教職員のための「通級による指導」ガイドブック https://www.pref.yamanashi.jp/koukai-

tokushi/tokubetsushien/tuukyushidou.html

長野県
通級による指導ハンドブック https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/tokubetsu-

shien/tokubetsushien/tsuukyuu.html

特別支援学級担任・通級指導教室担当のための手
引（LD・ADHD 等通級指導教室編）《平成３０
年度 改訂版》

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/kennai-
gakko/tokubetsu-
shien/17783/index2.data/36ldtuukyuuhonnbunn.pdf

特別支援学級担任・通級指導教室担当のための手
引≪言語障がい通級指導教室編≫《平成３０年度
改訂版》

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/kennai-
gakko/tokubetsu-
shien/17783/index2.data/1gegohonnbun.pdf

静岡県
発達障害を対象とした通級指導教室のスタート
ブック

https://www.center.shizuoka-c.ed.jp/db

平成25・26年度　発達障害等支援拠点校研究指
導事例集（清須市・豊川市）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tokubetsushienkyoiku
/0000081929.html

平成27・28年度　発達障害等支援拠点校研究指
導事例集（知立市・あま市・武豊町）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tokubetsushienkyoiku
/0000040000.html

平成29・30年度　発達障害等支援拠点校研究指
導事例集（西尾市）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tokubetsushienkyoiku
/0000040001.html

滋賀県
特別支援教育ガイドブック https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/tokubetsushie

n/104851.html

通級指導教室における読み書きに困難のある児童
生徒へのＩＣＴ活用研究報告

http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-
center/cms/?page_id=398

ＬＤ、ＡＤＨＤ等教育コンテンツ http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-
center/syokyoiku/skyouiku_9.htm

大阪府
大阪府立高等学校における通級による指導 http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/koukou-

tsukyu/index.html

兵庫県

リーフレット「兵庫県立高等学校における特別な
教育的ニーズへの対応」（高等学校における通級
による指導）

https://www.hyogo-c.ed.jp/~sho-
bo/tuukyuu/koukoutuukyuu/koukoutuukyuu.pdf

奈良県
子どもの学びに活かすハンドブック～奈良県の通
級の先生と共に～

http://www.e-
net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/15,1352,79,html

和歌山県
通級指導教室担当者の手びき http://www.wakayama-edc.big-u.jp/tokusi/tokusi.html

特別支援教育の手引 https://www.pref.tottori.lg.jp/123222.htm

鳥取県高等学校における通級による指導のリーフ
レット

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/305884/2019tu
kyuleaflet.pdf

島根県の通級による指導の充実のために https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/toku
betsu/sesaku/index.data/tuukyuusidou.pdf

知っていますか？通級による指導 https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/toku
betsu/kankobutu/index.data/h31tuukyuusidou.pdf

岡山県
高等学校における通級指導スタートブック https://www.pref.okayama.jp/site/16/650291.html

高等学校における「通級による指導」がはじまり
ます！（リーフレット）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment
/312450.pdf

広島県立高等学校における「通級による指導」に
係る相談先特別支援学校　エリア図・学校一覧

気になる生徒の支援につなげるチェックリスト
広島県

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/tokubets
u.html

http://sky.netcommons.net/fukuisec/htdocs/?page_id
=95

島根県

東京都

福井県

岐阜県

愛知県

京都府

鳥取県

https://www.center.shizuoka-c.ed.jp/db
https://www.pref.tottori.lg.jp/123222.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/305884/2019tukyuleaflet.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/305884/2019tukyuleaflet.pdf


平成29年度通級指導担当教員専門性向上事業 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/tukyu-
sennmonn-koujyou.html

通級担当者ガイドブック

高等学校等における「通級による指導」ガイド
ブック

愛媛県
「チーム」学校として取り組むための通級による
指導ガイドブック

https://ehime-c.esnet.ed.jp/shougaiji/index3shiryo.html

ライフスキルサポートブック～よりよく生きるた
めに～Ｖｅｒ．１

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/201605
1100048.html

ライフスキルトレーニングの授業作り　実践事例
集　ライフスキルサポートブック～よりよく生き
るために～Ｖｅｒ．１

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/201904
0800240.html

特別支援学級・通級による指導　教育課程編成の
手引（改訂版）

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyouikukateihe
nsei-tebiki.html

特別支援教育推進ガイド http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokubetusienk
youikusuisingaido.html

佐賀県
特別支援学級及び通級指導教室担当のための手引
き

http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00372409/inde
x.html

	特別支援学級及び通級指導教室教育課程編成の手
引き（小・中学校用）

県立高等学校における通級による指導の手引き
基礎編

県立高等学校における通級による指導の手引き
実践事例Q＆A編

熊本県
特別支援学級担任及び通級による指導担当教員の
ためのハンドブック

http://kyouiku.higo.ed.jp/page2016/page3048/page8
379/

特別支援学級及び通級指導教室経営の手引（改訂
版）

特別支援学級及び通級指導教室経営の手引（実践編）

宮崎県
特別支援学級・通級による指導の教育課程の手引
き

https://cms.miyazaki-
c.ed.jp/ssc007/htdocs/?page_id=43

札幌市
続・学校で使える「虎の巻」 いろいろな困りごと
を抱える子たちへの支援ポイント

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/hattatu/tora
nomaki.html

横浜市
通級指導教室運営の手引き https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubet
usien/tyuukyuu-tebiki.html

浜松市
通級指導教室（言語）ちらし https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shido/tukyu-

gengo.html

京都市
LD等通級指導教室の「運営」＆「活用」ガイド http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/curri_c/fromk

yoto/29_ld_etc/index.html

通級指導教室（小学校・言語）のご案内

通級指導教室（小学校・情緒）のご案内

通級指導教室（中学校・情緒）のご案内

通級指導教室入室までの流れ（言語）

通級指導教室入室までの流れ（情緒）

大分県

https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2001802.html

岡山市

http://www.city.okayama.jp/kyouiku/shidou/shidou_0
0007.html

広島県

山口県

高知県

福岡県

長崎県

https://www.edu-c.news.ed.jp/index.php?page_id=21

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a503001/indu
ction/text.html

http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00372409/index.html
http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00372409/index.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubetusien/tyuukyuu-tebiki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubetusien/tyuukyuu-tebiki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubetusien/tyuukyuu-tebiki.html

