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横浜市教育委員会では、次のとおり、横浜市立日野中央高等特別支援学校・二つ橋高等特別支援学校・

若葉台特別支援学校知的障害教育部門高等部（以下、高等特別支援学校等と略す）の生徒を募集します。 

 

１ 志願資格 

志願資格を有する者は次の要件（１）から（５）すべてを満たした方とします。 

（１）軽い知的障害等がある者 

※療育手帳(愛の手帳)Ｂ２を取得できる程度の者 

（２）令和４年４月１日現在横浜市内に住所を有し、保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。) 

と共に居住する者   ※志願時に横浜市外に居住している者については、別に定めます。 

（３）令和４年３月 31日までに中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校中学

部、又は外国での中学校相当の教育課程（以下「中学校等」という。）を卒業もしくは修了見込

みの者、又は令和３年３月以降に卒業したと認められる者 

※ただし、国公私立高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学

校に在籍している者・在籍していた者を除きます。 

（４）公共交通機関等を利用して、自力での通学や校外における学習活動への参加が可能な者 

（５）次の２に示す「志願相談」を済ませた者 

 

２ 志願相談 

横浜市立高等特別支援学校等を志願する者は、必ず事前に志願相談を受けるものとします。 

（１）日 程 令和３年８月下旬～10月上旬（学校ごとに日程が異なります。各校より横浜市立中

学へは案内を送付し通知いたします。保護者の皆様はホームページ等でご確認くださ

い） 

（２）時 間 事前の相談申込を受けたうえで、日時を決定します（１組 約 20分間）。 

（３）場 所 日野中央高等特別支援学校、二つ橋高等特別支援学校、若葉台特別支援学校 

（４）対象者 志願予定の生徒とその保護者 

       ※支援者等(通訳、児童相談所担当者、担任等)の同席も可とします。 

（５）必要書類 志願相談用資料（当日保護者が持参。様式は横浜市ホームページに掲載）  

（６）申込み 各中学校等から行います。各校ごとに申込方法が異なります。締め切り７月７日（水） 

＊志願相談ができる学校は 1校です。申込み締め切り時点の第一希望校で志願相談を済ませるこ

ととします。1校で済ませていれば、３校いずれかに志願することができます。 

   ＊療育手帳（愛の手帳）を取得している者は当日持参してください。 

 

３ 募集校及び募集人数 

（１）横浜市立日野中央高等特別支援学校       高等部 第 1学年 64名程度 

（２）横浜市立二つ橋高等特別支援学校        高等部 第 1学年 48名程度 

（３）横浜市立若葉台特別支援学校知的障害教育部門  高等部 第 1学年 28名程度 
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４ 志願手続 

 （１）志願の範囲 

       １の志願資格を有する者であって、かつ志願時において令和４年度入学者選抜における 

   国立、公立、私立特別支援学校の合格者になっていない者とします。 

   （２）手続き 

   志願期間中に、次の書類を志願者本人と保護者が直接来校して提出します。 

  郵送による出願は、受け付けません。 

提出書類 作 成 者 志願期間及び受付時間 志 願 先 

志願資格確認書 

（第１号様式） 

保護者及び 

在籍校又は出身校 
令和３年 10月 25日（月） 

    ～10月 27日（水） 

 

（午前）10:00～12:00   

（午後）13:00～15:00 

志願する横浜市立 

高等特別支援学校等の 

校長 

入学願書 

（第３号様式） 
本人又は保護者 

個人票 

（第４号様式） 
保護者 

＊各校の志願者数は、10月 28日（木）中に、横浜市のホームページ上にて公表します。 

＊各様式については生徒募集説明会(10月)で配布します。 

【志願資格確認書（第１号様式）作成について】  

① 手帳取得の状況は、次の点を確認して、保護者及び在籍校又は出身校で記入します。 

ア 令和３年９月 30日現在「療育手帳（愛の手帳）」を取得している場合は、初回交付 

    年月日、等級、次回判定年月を記入します。 

    イ  令和３年９月 30日現在「療育手帳（愛の手帳）」を取得していない場合は、次の 

（A）（B）どちらかの田中ビネー式発達検査結果を記入します。 

  (A)横浜市特別支援教育総合センターにおける､平成 30年(2018年)４月１日以降の検査結果 

  (B)児童相談所における、平成 30年（2018年）４月１日以降の検査結果 

② 志願者が保護者と共に居住している現住所を記入します。 

      横浜市外在住の受検者については、該当欄に転居予定住所と転居予定期日を記入の上、 

「念書」（第２号様式）を添付します。 

③ 志願相談を受けた日を記載します。 

 【入学願書(第３号様式)の第２希望、第３希望の欄について】 

   ・高等特別支援学校等３校間において、第１希望校（受検をする学校）の他、第２希望校、第３

希望校を記載することができます。第１希望校が不合格であっても、第２希望校または第３希

望校の合格者が募集人数を下回った場合に限り、検査の得点により第２希望校または第３希望

校の追加合格となる場合があります。 

 

（３）生徒募集説明会 

    ３校合同で生徒募集説明会を開催します。 

    日時 令和３年 10月１日（金） 会場 磯子公会堂 14：00 受付開始 14:30～15:30 

（４）外国につながる者等の受検方法等について 

    外国につながる者等の志願者のうち、受検方法等について教育長の承認を受けようとする者

は前記（２）のほか、中学校長が受検方法等申請書(第 11号様式)を志願先の高等特別支援学校

等の学校長に調査書(第５号様式)と併せて提出します。 

 

５ 在籍又は出身の中学校等の校長が行う手続 

（１）志願資格確認書（第１号様式）について、次の記載内容を確認した上で、承認印欄に押印

し、志願者本人又は保護者に交付します。 



 

 「軽い知的障害等がある者」について 

 「横浜市内に住所を有し、保護者と共に居住する者」について 

 「志願相談を済ませた者」について 

 

（２）調査書（第５号様式）を作成し、志願先の横浜市立高等特別支援学校等に、持参又は郵送によ

り提出します。ただし、中学校等の既卒者は、志願者本人が持参します。 

提出期間 持参の場合の受付時間 

令和３年 11月４日（木）、５日（金）、８日（月） 17:00まで 

６ 志願変更 

  横浜市立高等特別支援学校等（３校）間での志願変更を可とします。 

  志願変更を行おうとする者（以下「志願変更者」という。）は、次の手順に沿って志願変更の手続き

を行います。 

【手続きについて】※いずれも、来校して手続きを行います。 

   ア 志願変更者は、「志願変更申請書」（第６号様式）に必要事項を記入し、在籍校及び出身校の

学校長の確認印を受け、受検票とともに、志願先の高等特別支援学校等の校長に提出します。 

   イ 志願変更者は、入学願書等の書類の返還を受け、受領書に押印します。（印鑑が必要） 

ウ 志願変更者は、志願に必要な書類を志願変更先の高等特別支援学校等の校長に提出します。 

エ 第２希望と第３希望の変更・取消・追加も可とします。 

志願変更期間 受付時間 

 令和 3年 11月１日（月）、11月２日（火） 10:00～12:00  13:00～15:00 

＊志願変更後の志願者数は、11月４日（木）中に、横浜市のホームページ上にて公表します。 

 

７ 選抜検査 

（１）検査期日 令和３年 12月１日（水）、12月２日（木） 

（２）検査会場 志願先の横浜市立高等特別支援学校等  

（３）検査内容 横浜市立高等特別支援学校等での学習や学校生活について理解し、入学の意欲を判

断するための３校共通の検査を行います。 

         ＊「検査項目」の概要は、横浜市のホームページに掲載します。 

 （４）追検査 

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの罹患等、やむを得ない事情により共通検査の

一部又は全部を受検できなかった志願者の中で、追検査の受検を希望する者を対象として次の

とおり追検査を実施します。なお、追検査の方法等に関し必要な事項は、教育長が別に定めま

す。 

＊ 検査日時  令和３年 12月 16日（木）（時間は後日お知らせします）  

＊ 検査会場  横浜市特別支援教育総合センター 

 （５）外国につながる者等の受検方法等の取扱い 

     検査の実施にあたっては、通常の受検者と同一の取扱いとします。ただし、検査の実施(追検

査を含む)に際し、受検方法等申請書(第 11号様式)を提出した者のうち、教育長が通常の方法

では受検が困難と認めるものについては、検査の程度を変えない範囲で、検査方法、検査時間

及び検査会場について適切な取扱いを講じるものとします。 

 

８ 募集人数を志願者数が下回った場合（以下定員割れ）の対応について 

令和４年度入学者選抜より、次のような対応を行います。 

日野中央高等特別支援学校・二つ橋高等特別支援学校・若葉台特別支援学校知的障害教育部門高等

部(以下高等特別支援学校等)において、定員割れが生じた場合、他の高等特別支援学校等の不合格

者から「追加合格者」を決定する（志願先以外の高等特別支援学校等について第２希望、第３希望

の事前申告をしている者が対象） 



（１）例として A校で定員割れが発生した場合、B・C校の不合格者の中から、A校を第２，第３希望

としている受検生について、共通検査の得点順に追加合格者とします。（A校を第２希望として

いる者を優先する） 

（２）願書と受検票に第２、第３希望校の記入欄を設け、希望する場合はあらかじめ記入の上、出願

します。第２希望，第３希望の記載は任意とします。(第１希望校の合否の資料にはしません)  

（３）第２、第３希望による追加合格者も、通常の合格者と同様、県立特別支援学校の「一次募集（後

期選抜）」（以下 後期選抜）への出願はできません。（不合格の場合は出願できます） 

 

９ 結果発表 

 結果発表の日時及び場所は、次のとおりです。当該高等特別支援学校等の校長は、受検者本人と保

護者に対して、結果通知書の入った封筒を手渡します。その際に、受検票による本人確認を行います。 

追加合格者についても、同日に発表します。(原則として保護者同行とします) 

結果発表の日時 場   所 

令和３年 12月 17日（金） 

13：00～14：00 
後日お知らせします 

 

10 その他 

  この募集要項に定める提出書類について、重要事項の誤記その他事実に反する記載が合格後に認め 

 られた場合は、入学を許可しないことがあります。 

 

 

 

 

11 募集についての問い合わせ先 

（１）横浜市立日野中央高等特別支援学校 

       横浜市港南区日野中央二丁目 25番３号  電話０４５（８４４）３０１５ 

（２）横浜市立二つ橋高等特別支援学校 

       横浜市瀬谷区二ツ橋町 470番地     電話０４５（３９１）２１３１ 

（３）横浜市立若葉台特別支援学校 知的障害教育部門高等部 

    横浜市旭区若葉台二丁目１番１号      電話０４５（９２３）１３００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※横浜市立特別支援学校入学検査関係が掲載される横浜市のホームページアドレス（要項、検査項目

の概要、出願状況等はこちらに掲載されます。）  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubetusien/seitoboshu.html 

トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>学校・教育>教育に関する施策・取組> 

特別な支援が必要なお子さんの教育>横浜市の特別支援教育           

 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程等が変更になる場合があります。その場合には横浜市ホ

ームページや各校のホームページに掲載いたします。 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tokubetusien/yokohamatokubetusien/seitoboshu.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナル 

●JR 横浜線『十日市場』下車 

  横浜市営バス65 系統『若葉台中央』行き15 分 

    →『若葉台近隣公園前』下車 徒歩3 分 

●東急田園都市線『青葉台』下車 

横浜市営バス65 系統『若葉台中央』行き 25 分 

   →『若葉台近隣公園前』下車 徒歩 3 分 

●相鉄線『三ツ境』下車 

 神奈川中央交通バス・相鉄バス 

   116 系統『若葉台中央』行き 25 分 

        →『若葉台南』下車 徒歩2 分 

＜志願書類提出先 及び 検査会場一覧＞ ＊２次元コードで各校の HP が開きます。 

横浜市立二つ橋高等特別支援学校 

 横浜市立若葉台特別支援学校 

横浜市立日野中央高等特別支援学校  

日野中央 

高等特別支援学校 

相鉄線 三ツ境駅より  

   徒歩１３分 


