小・中学校等を支援する
特別支援学校のセンター的機能
ー幼児児童生徒の「十分な学び」を実現するための連携・協働ー

研修会

相談支援

技能講習

体験の場

青森県教育委員会

県立特別支援学校では、特別支援教育のセンター的機能の一環として、外部人材の活用によって高めた専門性を活かし、地域の小・中学校等※
の教職員を対象とした研修会の実施や講師の派遣、開発したツールの提供、巡回相談・教育相談等の取組を進めています。ぜひご活用ください。
※小・中学校等とは、小学校、中学校の他、幼稚園、保育所、認定こども園、高等学校を含みます。

青森第一養護学校
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青森第一高等養護学校

作業学習で生徒が製作した製品に「テイネイ」というブラン
ド名をつけています。生徒が、クオリティの高いデザイン
の製品を作ることは、自分自身に対する自信と誇りを生み、
生徒の自主性や創造性の芽を育てるとともに、将来働くこ
とに対する夢を育てることにつながると考えます。
「テイネ
イ」ブランド製品作りの体験学習をとおして、キャリア発達
支援の土台となる「意欲を育むノウハウ」を地域の小・中学
校等に提供します。また、
成就感のもてる製品開発
の方法、支援ツールを活用
した指導方法など、小・中
学校等の教職員のニーズ
に応じて情報提供や相談・
支援を行います。
作業学習のツール

医師による講演会
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各学校への教員の派遣、情報提供、相談活動などのサポートを行うとともに、支援に必
要な知識やスキルを身に付けるための研修の場を地域の小・中学校等の教職員へ提供
します。また、本校のホームページ上で、県内の院内学級※の担当者が情報交換したり、
相談したりすることができるWebサイトを開設する予定です。病弱教育のセンター校
として県内の院内学級等を支援します。
ワークショップ形式の研修会
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講演会の様子

﹁自尊感情﹂に関する
リーフレット

地域の小・中学校等のニーズを踏まえ、
「自尊感情」
「コミュニケーション」
「気になる行
動（認知特性）」
「食べ方（摂食・嚥下）」等のテーマについて、大学等から講師を招いて研
修会を開催しています。研修会で得られた知識や支援のノウハウを紹介したパンフレ
ット等を提供するとともに、幼児児童生徒の指導・支援について心配なこと、困ってい
ることに関する相談を随時受け付けます。

青森若葉養護学校

※入院中の児童生徒に対して教育を行うために、病院内に
設置された小中学校の特別支援学級や特別支援学校の
学級のこと
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活動の様子（椅子の製作） （渋紙作りを視覚的に支援する掲示）
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弘前第一養護学校

黒石養護学校

むつ養護学校

＊中心となるキーワードから関連する言葉やイメージを繋いでいくことで、考えをまとめたり、複雑な問題の解決策を見いだした
りする手法

地域の外部人材の指導を受けて、
「清掃」、
「菓子製造」、
「窯業」、
「加工手芸」などの作業学習の専門性を高めて
います。
「清掃検定」の他、
「菓子製造」、
「手芸」、
「窯業」に
おける新商品開発のためのノウハウを地域の小・中学
校等に発信します。

改善した授業の様子

マインドマップの図
外部人材による
ビルメンテナンス指導

働く体験の場
〜黒養ワークトレーニング社〜

「農業」・「陶芸・織物」・「紙工芸」といったものづくりの他、
「清掃作業」などサービス
の分野についても作業実習で取組を進め、蓄積した「働く力」を身に付けるための指導
のノウハウを小・中学校等に提供します。また、中学生を対象に働く体験ができるサテ
ライト教室（通称：黒養ワークトレーニング社）を開設し、生徒の将来の自立と社会参
加に向けた地域のニーズに応えます。
プロから学ぶ〜清掃作業研修〜

PC入力の様子

接客サービスの様子

「ニードルワーク（さをり織り、こぎん刺し）」
「農業・紙工」
「ウッドクラフト（木工）」等の従来
の作業種目に加え、新たにコミュニケーション能力や職業意識の向上を目的とした「接客サー
ビス」
「パソコン」の指導に取り組んでいます。このような職業教育の充実に向けた取組を通し
て得られた、児童生徒が「自分にもできた」
「誉められた」
「もっとやりたい」と感じるような指
導の事例やノウハウについて、小・中学校等に紹介するとともに、支援ツールを提供します。

マインドマップの手法＊を用いて、児童生徒の目標に沿った学習計画を立案しています。
また、ニーズに応じた指導を考える際の参考として、
「子ども一人一人に応じた授業づく
りのコツ」
（冊子）をまとめ、情報提供します。

国語の学習の様子

森田養護学校

八戸第二養護学校

児童生徒の障害特性や発達の段階に合った指導方法や教材作成に関する専門性を高め、一人
一人の実態に応じた言語活動の充実を目指した国語科や自立活動の指導を行っています。こ
れまでの研修や実践によって得られた国語科の指導方法や教材など、32の事例から指導のノ
ウハウを地域の小・中学校の特別支援学級や通常の学級に在籍する児童生徒の学習上のつ
まずきに対する指導のヒントとして、また、相談支援の手立てとして情報提供します。
国語指導のツール

ビルメンテナンスに関する
活動の様子

﹁自在ぼうき﹂の使い方

職業教育における作業内容として、
「清掃」
「事務」
「接客・販売」
「商品管理」を取り上げ
て指導を行っています。さらに、
「木工」
「工芸」
「手芸」
「農業」
「リサイクル」などの物つく
りの作業にも取り組んでいます。これらの取組を通して得られた指導のノウハウや支
援ツールを活用し、地域の小・中学校の教職員や障害のある児童生徒のニーズに応え
ることができるよう相談・支援を行います。

八戸第一養護学校
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ビルメンテナンス検定
ふり返りシート

特別支援学校が特別支援教育のセンター的機能の
一環として、地域の小・中学校等に対して行う、
さまざまな支援の例
小・中学校等の教員への支援機能
特別支援教育等に関する相談・情報提供機能
障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能
福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能
小・中学校等の教員に対する研修協力機能
障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能
（中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」より）

お問い合わせ先一覧
東青地区
【東青地区】

弘前第二養護学校

〒036-8385 弘前市中別所向野227 ☎0172-97-2511
E-mail：ed-hiro-2yo@pref.aomori.lg.jp

盲学校

〒030-0936 青森市矢田前浅井24の2 ☎017-726-2239
E-mail：ed-mo@pref.aomori.lg.jp

黒石養護学校

〒036-0411 黒石市温湯䖸堤沢5の3 ☎0172-54-8260
E-mail：ed-kuro-yo@pref.aomori.lg.jp

青森聾学校

〒038-0021 青森市安田稲森125の1 ☎017-766-1834
E-mail：ed-ao-ro@pref.aomori.lg.jp

青森第一養護学校

上北地区
【上北地区】
七戸養護学校

〒038-0003 青森市石江江渡101の1 ☎017-781-1068
E-mail：ed-ao-1yo@pref.aomori.lg.jp

青森第二養護学校

〒030-0951 青森市戸山宮崎56 ☎017-743-4115
E-mail：ed-ao-2yo@pref.aomori.lg.jp

青森若葉養護学校

〒039-2597 上北郡七戸町蛇坂57の31 ☎0176-62-2331
E-mail：ed-shichi-yo@pref.aomori.lg.jp

下北地区
【下北地区】
むつ養護学校

〒030-0913 青森市東造道一丁目7の1 ☎017-736-8951
E-mail：ed-ao-wakayo@pref.aomori.lg.jp

青森第一高等養護学校

〒038-0057 青森市西田沢浜田368 ☎017-788-0571
E-mail：ed-ao-1koyo@pref.aomori.lg.jp

〒035-0011 むつ市奥内栖立場1の110 ☎0175-26-2210
E-mail：ed-mutsu-yo@pref.aomori.lg.jp

三八地区
【三八地区】
八戸盲学校

青森第二高等養護学校

〒031-0081 八戸市柏崎六丁目29の24 ☎0178-43-3962
E-mail：ed-hachi-mo@pref.aomori.lg.jp

〒030-0951 青森市戸山宮崎22の2 ☎017-742-6624
E-mail：ed-ao-2koyo@pref.aomori.lg.jp

八戸聾学校

浪岡養護学校

〒031-0081 八戸市柏崎六丁目29の24 ☎0178-43-3962
E-mail：ed-hachi-ro@pref.aomori.lg.jp

〒038-1331 青森市浪岡女鹿沢平野215の6 ☎0172-62-6000
E-mail：ed-nami-yo@pref.aomori.lg.jp

八戸第一養護学校

西北地区
【西北地区】
森田養護学校

〒038-2817 つがる市森田町床舞鶴喰104の5
E-mail：ed-mori-yo@pref.aomori.lg.jp

〒031-0833 八戸市大久保行人塚10の1 ☎0178-31-5009
E-mail：ed-hachi-1yo@pref.aomori.lg.jp

八戸第二養護学校

☎0173-26-2610

〒031-0815 八戸市松館水野平20の19 ☎0178-96-1214
E-mail：ed-hachi-2yo@pref.aomori.lg.jp

中南地区
【中南地区】

県教育庁学校教育課特別支援教育推進室
E-mail：E-GAKYO@pref.aomori.lg.jp

弘前聾学校

☎017-734-9882

〒036-8144 弘前市原ヶ平三丁目3の1 ☎0172-87-2171
E-mail：ed-hiro-ro@pref.aomori.lg.jp

弘前第一養護学校

〒036-8385 弘前市中別所平山140の8 ☎0172-96-2222
E-mail：ed-hiro-1yo@pref.aomori.lg.jp

※まずは最寄りの県立特別支援学校に
ご連絡・ご相談ください。

※本リーフレットは文部科学省委託「インクルーシブ教育システム構築事業」の一環として作成しました。

