
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     中学部『授業見学会・教育相談』のご案内 

本校中学部では、聴覚障がいのある児童・保護者を対象とした、授業見学会ならびに教育相

談を行っています。学校説明では、教育目標や本校中学部の取り組みについてお話します。ま

た、授業見学会では、視覚的な配慮やそれぞれの課題に応じた指導方法について、実際の様子

を見ていただくことができます。 

 

〈日時〉令和 2 年 7 月 31 日（金） 午前の部  9:20 受付（ 9:30～12:20） 

     午後の部 13:00 受付（13:10～16:00） 

〈場所〉本校中学部 

〈対象〉本校小学部６年生で、本校中学部への入学を希望・検討している児童・保護者 

通学区域内の大阪市立・守口市立小学校 6 年生で、本校中学部への入学を希望・検討 

している児童・保護者 

 

〈時程〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊参加申し込み受け取り後、午前・午後の部どちらに参加していただくか連絡します。 

＊ご都合の悪い方は、別途日程を調整しますのでご連絡ください。 

午前の部 午後の部 内容 

9:20 13:00 受付 

9:30～9:40 13:10～13:20 概要説明 

9:50～10:40 13:25～14:15 学部説明、授業見学 

10:50～11:40 14:25～15:15 授業見学、学部説明 

11:50～12:20 15:30～16:00 教育相談 

 

〈申込方法〉別紙参加申込書を、在籍校を通して本校まで郵送またはＦＡＸにて送付 

〈問い合わせ〉大阪府立中央聴覚支援学校 中学部（担当：横山） 

TEL 06-6761-1419 FAX 06-6762-1800  

 

 

 

高等部『学校紹介・体験入学』のご案内        

聴覚障がいのある中学３年生を対象に、本校高等部（普通科・アパレル情報科・インテリア

科）の紹介・各学科の体験入学を実施します。 

進路選択の参考として、ぜひご参加ください。 

 

【中学３年生対象】 
〈日時〉令和 2 年 8 月 20 日（木）9:40 受付（10:00～15:00） 

〈場所〉本校高等部 

〈対象〉中学 3 年生とその保護者、担任および進路指導関係担当教員 

 

〈時程〉  

9:40～ 受付 

10:00～ 学校長挨拶 

学校説明（生徒会活動・進路状況・教育課程） 

10:30 

～11:10 

普通科 

体験授業 A 

アパレル情報科 

インテリア科 

体験授業 F 

10:30 

～11:30 

 

生活応用コース 

体験授業 E 

11:20 

～12:00 

普通科 

体験授業 B 

13:30 

～14:10 

普通科 

体験授業 C 

アパレル情報科 

インテリア科  

体験授業 G 14:20 

～15:00 

普通科 

体験授業 D 

 

〈持ち物〉筆記用具、上履き、体操服（インテリア科の体験実習を希望する場合） 

弁当（午後の体験をされる場合） 
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〈申込方法〉 

・参加希望の学校は、所定の申込用紙により 7 月 20 日（月）までに FAX にてお申し込みく 

ださい。 

・準備の都合上、締切日以降の申し込みについてはお断りさせていただきます。 

・「時間帯のお知らせ」は、7 月 31 日（金）までに各校へお送りします。参加者へご配付く 

ださい。 

 

 

 

 

 

〈問い合わせ〉大阪府立中央聴覚支援学校 高等部（担当：山本） 

TEL 06-6761-1424（高等部直通） 06-6761-1419（代表） 

FAX 06-6762-1800 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

乳幼児期の子どもと接する時に大切にしたいこと① 

ゆったりとじっくりと子どもと関わる気持ちを大切に 

 

初めてきこえない・きこえにくい子どもを育てる保護者は「どうやって育てればよいのだろ

う？」「ちゃんとことばを話せるようになるのかな？」と不安な気持ちでいっぱいです。また

「早くことばを教えなくては」と焦る気持ちも出てきます。そこで、きこえにくい子どもたち

の乳幼児期の関わりとして大切にしたいことをご紹介します。 

 

 

 

・子どもと目線を合わせて微笑む、うなずく。 

 ・ご飯を食べる・玩具で遊ぶ・着替え・お風呂・外出などの際に、顔を見て声をかける。 

・子どもが見ているものを一緒に見て指さす、「〇〇だね」と声をかける。 

 

 

 

・子どもの考えや思いを推測し、手話や音声言語などに換えて伝える。 

・一方通行の語りかけではなく、やりとりができることを意識する。 

 

当たり前のことと思われるかもしれませんが、きこえにくい子どもたちにとっても、一番大

切なことは保護者との信頼関係を築くことです。保護者は自分の事を分かってくれる人、肯定

的に受け止めて大切にしてくれる人だということが分かれば、「伝えたい」「話したい」とい

う気持ちが育ちます。この「伝えたい」「話したい」気持ちが、その後の言語習得への道のり

の礎となるため、焦る気持ちを抑えて、ゆったりとじっくりと子どもとのやりとりを楽しむこ

とが大切です。 

 

それでも「子どもが言っていることが全然分からない。やっぱり聞こえないからことばが遅

れているんだ･･･」と思うときには、子どもの身振り・表情・音声を真似して一緒にやってみま

しょう。子どもはやりとりができたことに満足し、今度は相手の手話や音声にも注目して真似

してくれるようになります。 

 

子どもの身振り・表情・音声を真似して一緒にやってみましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

次の体験から２つまで申し込めます 

時間帯は事前にお知らせします 

 

・普通科 体験授業 （40 分）「数列の和を求めよう」（数学） 

・普通科 体験授業 （40 分）「英語で買い物しよう」（英語） 

・普通科 体験授業 （40 分）「Excel 表とグラフを作ろう」（情報） 

・アパレル情報科 体験実習 （90 分）「名刺と名刺入れ作り」 

・インテリア科 体験実習 （90 分）「3D CAD とものづくり」 

・生活応用コース 体験授業 （60 分）「プラ板 イラスト制作」 

・詳細については、別途配付のご案内をご確認ください 

・生徒の参加に際しましては、必ず教員または保護者の付き添いをお願いいたします。 

・駐車場がありませんので、車での来校はご遠慮ください。 

前言語期 

言語期の初期 

 はい、どうぞ  ありがとう 

 それ何？？？ 

車のことを言っ

てるのかな？ 

明日先生に 

聞いてみよう。 

 

 ビュー、だね 



＜授業保障＞動画に字幕をつける Vrew 

前回 Web 会議システムを利用してのオンライン授業を行う際の注意点をお話させていただ

きました。聴覚障がいのある児童生徒に向けて動画配信をする際に、字幕を付けることはとて

も重要であるものの、従来は特別な動画編集ソフトが必要であったため、少し敷居が高いイメ

ージがありました。しかしながら、昨今は非常に便利なプログラムが数多くでてきています。

そこで今回は、動画に字幕をつける際に便利だと話題になっている動画編集ソフト「Vrew

（https://vrew.voyagerx.com/ja/）」をご紹介します。 

 

このプログラムは、無料で使え、Windows、Mac どちらでも使用可

能です。操作についても動画編集初心者でもわかりやすく、動作が軽い

ことが特徴です。さらに、動画だけではなく、音声ファイルも読み込む

ことができます。 

 

 

＼動画に字幕を付ける流れ／ 

① 動画を取り込む 

 

Vrew のメニューから「ファイルを開く」を選択すると、アップロードすることができます。

もしくは、動画ファイルを Vrew 画面に「ドラック＆ドロップ」するだけでもできます。アッ

プロードすると自動で音声認識し、AI が無音区間などから判断して、ある程度のまとまった文

に分けてくれます。 

 

② 字幕を付ける 

AI が判断して、概ね正しい日本語で字幕をつけてくれますが、当然誤りも多くあります。誤

りなどについては、次のような方法で編集を行います。 

 

アップロードされた動画は、いくつかのクリップに分けられていますが、そのクリップは２

段に分かれていています。 

 

 

 

上段に音声認識の結果がでています。下段には、AI が判断した文章が表示されていますので、

誤りがあれば編集していきます。編集するとダイレクトに、左の画面の字幕が変更されます。 

 

字幕の大きさ、フォント、背景、文字の色などは、メニューから簡単に調整可能です。 

動画をアップロードした直後の画面 

編集入力 

上段：音声認識の結果 下段：AI が判断した文章 



③ クリップの結合、分割 

 

AI が動画をうまく判断して、分割してくれていますが、一つのクリップが不自然なところで

分かれている、長すぎるなどがあれば、shift キーで指定したうえで、メニュー内の結合、分割

ボタンひとつで作業完了させることができます。 

 

④ 画像の挿入 

動画の中に文字テロップや画像を出したいときには、挿入したいクリップを選択した上で、

メニューの挿入からあらかじめ作成しておいた画像ファイルを選択することで簡単に画像を挿

入することができます。このとき、画像の大きさ、位置なども変更可能です。 

 

⑤ ファイル出力 

完成した動画をメニューのファイル→動画をエクスポートから進めば、動画ファイルへ出力

可能です。その他、字幕のみをテキストファイルとしても出力することもできます。動画の長

さやご使用の PC のスペックにもよりますが、ファイル出力の際にやや時間を要するようです。

（私物 PC では 15 分ほどの動画で 10 分くらいかかりました） 

POINT 

✔ 動画に「Vrew」のロゴが入ります。プロジェクト設定から「Vrew マーク」を 

オフにすることができます。 

✔ 動画そのものの編集も可能ですが、現状は細かな動画の編集は別ソフトで行い、 

Vrew で字幕を付けるという形が簡便です。 

✔ 字幕にルビを振ることはできないので、括弧付などを行う必要があります。 

（例：動画（どうが）を編集（へんしゅう）します） 

   ✔ スマートフォンなどのタブレット端末でも、無料のアプリをダウンロードして、 

     活用することができます。 

 

透明マスク・フェイスシールドの着用について 
 

前号（No.298）では、透明マスク・フェイスシールドについてご紹介しました。口元や表

情の動きがわかるように、私たちができる配慮・工夫の一つではありますが、通常の不織布マ

スクや布マスクと形状が異なるため、「フェイスシールドを着用する

といった対応方法で、本当によいのか」「教育現場におけるガイドラ

インはあるのか」といった問い合わせがあります。 

大阪府教育庁『学校の教育活動の再開に係る Q＆A』から、関連項

目について、抜粋した文章を掲載いたします。 

 

『学校の教育活動の再開に係るQ＆A』 

 

 

 

 

Ａ：感染予防の観点から、必ずマスク着用をお願いします。 

   マスク着用のできない児童生徒等を指導・介助する際は、児童生徒等及び教職員相互の 

   感染防止の為、マスクに加え、ゴーグル又はフェイスシールドの着用等を検討し、保 

護者にも予め説明してください。 

   ただし、教職員がマスクで顔を覆うことで不安になる児童生徒等や、聴覚障がいの児童 

   生徒等への指導において口元を示す必要がある場合等、必要に応じてマスクをずらす、 

フェイスシールドをつける等、個々の障がいの状況に応じた対応をお願いします。その 

際、可能な限り一定の距離（２ｍ以上）を保つ・大声を出さないなどの、感染予防の観 

点をふまえてご対応ください。 

 

 本校では、透明マスクやフェイスシールドを着用して、授業を行っています。使用後は、食

器用洗剤を塗布した後に、キッチンペーパーで拭きとり、清潔な状態で保管しています。 

 

 

 

 

 

 

「みみネット」編集部： 

大阪府立中央聴覚支援学校  聴覚支援センター  担当：中咲、金森 

〒540-0005 大阪市中央区上町１-19-31 

TEL. 06-6761-1419 FAX. 06-6762-1800 

 

Q：教職員のマスク着用は必須なのか。 

また、聴覚支援学校では教員の口元の動きを児童生徒等に見せることが必要。 


