松本盲学校のセンター的機能の取り組み
学校の所在地
〒390-0802
住所

松本市旭 2-11-66

電話

0263-32-1815

FAX

0263-36-9505

E-mail

＜校章＞水仙の六
弁 の 中 に 、松 本 の 松 の
字 を 図 案 化 し 、点 字 で
左 に マ 、右 に モ を 打 ち
出したもの。
大 正 15 年 ７ 月 制 定

matsum40@nagano-c.ed.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nagano-c.ed.jp/matsumou

【松本盲学校のセンター的機能の紹介】
★教 育相 談 ★「 ０歳か らの相 談窓 口です 」
育児相談・教 育相談・就学 相談など、 担当 職員がお受けし ます。盲学校 を窓口に福
祉・医療機関を 紹介します。
月 1 回土曜日にも支援相 談を行いま す。お 気軽にご相談く ださい。電話 ・ FAX・Ｅ
メール OK！
★早 期支 援教室 ★「3 歳 未満の お子 さんと おう ちの方 の教 室です 」
見え方に配慮 が必要な、主に 0 歳から 2 歳児のお子さん を
対象に親子一緒 に活動します 。将来の学 習能 力や運動機能獲
得に向けて、段 階を追って保 有する視機 能や 諸感覚の有効活
用を促すための 支援を行って います。
★目 の教 室 ★「 夏に集 まれ！ 」
小･中学校、高 校に通う視 力の弱い子 ども たちが集まって 、
交流を深めてい ます。保護者 や担任の先 生が 親睦を深める
機会にもなって います。目の 教室以外に 、餅 つき会やデイ
キャンプでも交 流できます。
★来 校に よる指 導・ 支援 ★「 学校 生活を サポー トしま す」
盲 学校 に来 て、 弱視 レン ズや 歩行 など の学 習を 行い ます 。学 級担 任の 先生 や保 護者
と連絡を取り合 い、一人ひと りに合わせ た支 援内容を考えま す。
★学 校公 開・研 修会 ★「松盲 って どんな 学校？ 視覚障 がい につい て知り たい 」
地 域の 方々 を対 象に 、授 業見 学、 点字 ・歩 行体 験、 スポ ーツ 体験 等を おこ なっ てい
ます 。視 覚障 がい のあ る子 ども から 大人 のた めの 支援 に関 する 研修 会を 開催 しま す。
例えば、iPad 体験講習会や盲ろう の人との 接し方について の講演会など 。
★学 校巡 回相談 ★「訪 問して いま す」
園･学校に訪問 し、生活の 中での支援 を先 生方と一緒に考 えます。
例えば、黒板が 見えにくいん だけれど･･･、 クラスのみんな に見えに
くいことをわか ってほしい･･･、遠足や 社会 見学が心配･･･な ど。
★講 師派 遣 ★「 出前し ていま す」
視覚障がいの 理解や啓発の ため、盲学 校や 視覚障がい教育 に
関する研修会の 講師、点字体 験やアイマ スク ・弱視体験など の
講師の派遣を行 っています。
小学校の 4 年生、人権教育 などで出前 授業を しています。

【松本盲学校の専門性 と提供可能なセンター的機能 】
ＩＣＴの活用・相談
○視覚障がいの あるこどもや 大人の ICT 機器 の有効活用
１．iPad が学習、生活、余暇など で役立つ こと
①自分にあっ た文字の大き さに拡大
②顔を近づけ ると危険な理 科実験を画 面上 で安全に観察
単眼鏡の代用と して遠くの標 識を撮影し 手元 で見る
③音楽やラジ オを聴いたり インターネ ット 検索をしたりす ることができ る
④保 護者 、地 域の視 覚障 がい 者、 医療 関係 者、福 祉関 係者 にも参 加し ても らう 体験
講習会の開催
２．音声で ICT 機器 を使用する 児童生徒への 支援
①全盲生への iPad の導入方法と操作方 法 （画面を見なく てもできる操 作）
②アプリの使 用法（色の認 識、辞書の 引き 方、お札の判別 、テキストの 読み上げ）
３．音声パソコ ンやＩＣＴ機 器（ ブレイ ル、 デイジー）の活 用・相談
○デジタル教科 書としての iPad の活用
１．資料や教科 書を自分で iPad に取り込ん だデジタル教科 書
①白黒反転や 明るさ調整で 、必要なと きに まぶしさを軽減 して資料を読 む
２．視覚障がい 生のためのデ ジタル教科 書に 関わる研究機関 との連携

教育相談

視覚補助具の活用 ・相談

○視 覚 障が いが あ る乳 幼 児の 教 育相 談、

○拡大読書器、単眼鏡やルーペ、遮光レ
ンズ等の視覚補 助具の活用・ 相談
○書見台の貸し 出し
○iPad 用フレキシブ
ルアームやスタ ンド
の貸し出し

育児相談、早期 教育
・こども病院と の連携
○視 覚 障が いが あ る子 ど もの ア セス メン
ト（視力、WISC など）
・保護者や担任 への支援
・就学相談

早期支援教室・校外支援 教室

視覚障がいがある方の職業教育

○早期支援教室
遊びや体験を通 して人や物 、自然 との関
わりを深めてい きます
○校外支援教室
目の教室、在籍校への 巡回支援 、来校に
よる支援

本校 高等 部 に国 家資 格 を取 得す る ための

重複障がい教育・盲ろう教育

専門課程があり ます
あん摩マッサー ジ指圧師、

○重度重複障がい児童生徒の視力アセス
メント
○盲ろう生徒へ の支援・相談

鍼師、灸師

外部諸機関との連携・講師派遣

○視覚障がいが ある方の職業 教育の相談
・信大病院での 目の相談室
・WAIS（成人知能検査 ）

○専攻科理療科

○保健理療科
あん摩マッサー ジ指圧師
３年間学習し国 家試験に合格 後、治療院、
介護 施設 、 訪問 マッ サ ージ 、事 業 所への
勤務や開業の道 が開けます

○松本山雅ユー スアカデミー との提携
選手への施術支 援や
ブラインドサッ カー
○看護学生への 講義、
小中学校への出 前授業

