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自己紹介
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主な活動と経歴
障害者支援　（電子情報支援技術（e-‐AT）と、コミュニケーション支援技術（AAC）

　　　京都市立呉竹総合支援学校　特別非常勤講師
　　　京都市立東総合支援学校　特別非常勤講師
      京都府特別支援教育専門家チーム
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ＡＴ支援）
　　　京都市　総合育成支援員　（発達障害児支援）
　　　京都市　精神障害者授産施設　京都市朱雀工房　統括職業生活支援員
　　　京都市　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援）
　　　京都府　委託訓練　精神障害者対象パソコン訓練インストラクター
　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長
　　　ＮＰＯ　ＳＯＲＤ（希少難病患者支援事務局）　システムアドバイザー
      ＮＰＯ　障碍害芸術推進研究機構　メディアアドバイザー

教育支援 	   	   	  (情報通信技術（ICT）の利活用支援）

　　　京都市　キャリア教育コーディネーター　（市立小中高キャリア教育提案）
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター
　　　ＮＰＯ　キャリア教育プロジェクト　副理事長
　　　ＮＰＯ　奈良ＤＡＩＳＹの会　会員

地域活性化支援　（ITを活用した経営改善・効率化）

　　　中小企業基盤整備機構　経営改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
　　　京都府　京都「知恵の経営」ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
　　　京都市　京都地域 ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター
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18テトラソミー
140,000人に一人という非常に出生率の低い染色体異常	  （18番染色体が4本ある病気です）の
我が子と同じ障害を持つ方々との情報交換の場になってほしいと思いつくりました

私も、京都府立向日ケ丘支援学校　小学部3年生の三男がおります
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瞭のメカ好きは６才から始まりました。
iPad iPod

Wii
PC
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Features	  Topics	  -‐	  1
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See	  iOS	  7	  in	  ac,on.

http://www.apple.com/jp/ios/ios7/
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office	  mobile	  for	  iPhone

http://www.youtube.com/watch?v=nDR150tAOkk
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「ハイブリッド・キッズ	  ・アカデミー	  」開校
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http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html

ハートネットTV
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http://buriki.kokoro-rb.jp/
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用途別アプリケーション

13年6月22日土曜日



操作練習に使う
余暇活動に使う
学習に使う
生活に使う
支援者が使う

主な用途別分類

←最終回はこれ！
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標準機能をうまく活用しよう
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カメラ

フロント（手前）カメラ
リア（後ろ）カメラどちらでも撮影
できますので、板書の内容などをす
ばやく記録しておきます。

覚えられないことは画像で保存しておきましょう。
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ビデオ
動きのあるものを保存して、改めて確認できます

体育、音楽、家庭科、図工など
動きのあるものは、写真で保存してもよく
わかりませんよね！
そんな時にビデオで録画しておけば
いつでも、じっくり見れますね！

再生速度をゆっくりにしたり、繰り返し
再生などもアプリケーションをインストール
すれば可能になります。
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写真
撮影地別に撮った写真が確認できます

場所が覚えられないときにも、撮った写真を
撮影地ごとにピンでグループ分けしてくれま
す。
GPSの機能を上手く利用することもポイントで
すね。
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ミュージック
CDデッキよりも簡単に自分の好きな曲を選べます

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/
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iBooks
電子書籍はiPadの得意分野です

ページをフリックでめくったり、途切れ
ることなく縦にスクロールさせたり。文
字サイズの変更も、フォントの選択も、
画面の明るさの調節も思いのまま。バッ
クグラウンドも、白地、セピア、夜間モ
ードから選べます。

絵本や図鑑など、自分で紙の本から
電子書籍を作ることも可能です。
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メモ
覚えられないことはメモで書き留めておきましょう。

チョットした内容は、メモにさっと
記録しておきましょう。

出先や学校でメモしておいた内容は、
iCloudなどのサービスを利用するこ
とで他の人と共有したり、自宅でPC
で確認なども可能です。
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カレンダー
覚えられない予定はカレンダーに登録

学校の行事や、その日の予定などを
入力しておけば、一日の見通しもたてやす
くなり安心ですよね。
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リマインダー
覚えられない行事はリマインダーに登録

すぐに忘れてしまう事は、リマインダーに
きっちり登録しておきます。
日時でアラームを表示することもできる
し、場所でアラームを表示することもでき
ます。
子ども達の困りに応じて設定してあげまし
ょう。
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FaceTime
外出先で困った時にはテレビ電話

外出先で迷子になった時や、困ったときなど
顔を見ながら、景色を見せながら連絡が出来れ
ば落ち着いて対応できますね。
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メール
連絡には電話やメールを使い分けよう

電話では内容が記録できませんが、メールであれ
ば大切な連絡が保存できます。

電話だけでは、忘れそうな内容はメールをうまく
活用しましょう。
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マップ
何処にいるのか、どうやって行くのかはマップ

ルート案内機能。
曲がり角に近づくと、マップが音声で方向を
知らせるので、道路から目を離す必要はあり
ません。3Dビューでは、サインと矢印が目
的地までの道のりをわかりやすく表示しま
す。

３Dビューやストリートビュー機能を使え
ば、地図が読めなくても目の前の景色と見比
べることも可能です。

Google Mapsがおすすめ！
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Siri（一部使えないものもあります）

文字入力が苦手は人は音声入力

いろいろなキーボードが用意されていますが、
どうもキーボード入力は苦手！　っという人に
は音声入力が便利かもしれません。

さっと喋って、さっと入力。
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アクセシビリティ
学習サポート

iOS 6では、「ガイド付きアクセス」は自
閉症などを持つ学生のみなさんが作業やコ
ンテンツに集中できるようにサポートしま
す。この機能を使えば、ご両親、教師、管
理者のみなさんは、ホームボタンを無効に
したり、スクリーン上の特定のエリアのタ
ッチ入力を制限することで、1台のiOSデ
バイスで使えるアプリケーションを1つだ
けに制限することができます。

アクセスガイド
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アクセシビリティ
視覚サポート

選択項目の読み上げ
ウェブサイト、Eメール、メッセージなどの
テキストを選択したい時は、「選択項目の
読み上げ」機能を使いましょう。どのアプ
リケーションでも、テキストをダブルタップ
するとその部分がハイライト表示されます。
VoiceOverをオンにしていなくても、「選択
項目の読み上げ」機能がハイライト表示さ
れたテキストを読み上げ、カット、コピー、
ペーストなどの編集オプションも使えるよう
になります。「選択項目の読み上げ」機能
は「設定」で有効にできます。
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辞書

調べたい言葉を長押し
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他のアプリケーション
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AAC(コミュニケーション）
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絵で選択
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TalkingAid

https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-shinboru/id537145312?mt=8

トーキングエイドにはテキスト入力
版もあります

会話や筆談が困難でひらがなが理
解できない発達障害や失語症の方
のコミュニケーションツールで
す。写真やイラストを使ってオリ
ジナルシンボルを簡単に作成、カ
ードを使う感覚で利用することが
でき、さらに音声合成や録音音声
で発声させることもできます。
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PECS Phase Ⅲ

https://itunes.apple.com/jp/app/pecs-phase-iii/id551356825?mt=8

既存のPECSをiPadへ移行
出来ます

応用行動分析の分野（ABA）は、
PECS™プロトコルの詳細フェーズⅢ
の特定の差別教育戦略の研究に基づ
いています。PECSのフェーズIIIのア
プリでは、PECSの第III相試験の教材
を実装することができ™と差別化技術
と戦略を実践する学習者のための新
たな機会を提供するための新しいア
プローチを提供しています非常に貴
重なツールです。
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ドロップトーク
https://itunes.apple.com/jp/app/doropputoku/id373051396?mt=8

DropTalkは、話し言葉でのコミュ
ニケーションを苦手とする、自閉
症や言語障害を持つ方のコミュニ
ケーションを助けるAAC（補助代
替コミュニケーション）ソフトウ
ェアです。
　自閉症などの発達障害をもつ
方々のコミュニケーションには、
シンボルなどの視覚情報を用いる
事や、シンボルと音声を合わせて
表出できるVOCAと呼ばれる機器
を使用することが有効です。

予めDropsのシンボルがインストー
ルされているのですぐ使えます
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ねぇ、きいて

https://itunes.apple.com/jp/app/ne-e-kiite/id431606329?mt=8

¥250という安価が魅力
サポーターモードがあります

「伝える楽しさ、伝わる喜び。」
コミュニケーションに障がいのある方を主
な対象としたアプリは既にいくつか発売さ
れていますが、値段が高価であったり複雑
すぎたりと使いづらいものが多く、現場で
は十分に生かしきれていないというのが現
状です。
もっと簡単に、伝える楽しさと伝わる喜び
を言語障がいのある方にも味わってもらう
ことはできないだろうか、という思いか
ら、「ねぇ、きいて。」が生まれました。

13年6月22日土曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/ne-e-kiite/id431606329?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ne-e-kiite/id431606329?mt=8


Voice4u日本

https://itunes.apple.com/jp/app/voice4u-jp/id340814570?mt=8

Voice4u JPは、日本語で、iPhoneやiPod 
Touchで使える最新のコミュニケーション
ツールです。言語の表現が難しい人々の気
持ちや、考えていること、行動、必要とす
るものを的確に表現することをサポートし
ます。従来のコミュニケーションデバイス
と違い、軽く、誰でもどこへでも持ち運べ
て使える為、いままで意思の表現が難しか
った人々たちのライフスタイルを向上させ
るツールになるでしょう。
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絵カードコミュニケーション

https://itunes.apple.com/jp/app/huikado-komyunikeshon/id439886065?mt=8

VOCAアプリでは珍しい横画⾯面です

絵カード/Cは、言葉の発達に遅
れのあるお子様や自閉症のお子
様のコミュニケーションを支援
します。

絵カードを並べて文章を作り、
相手に見せることで言いたいこ
とを伝えます。また、音声再生
もできるのでVOCAとしても使
えます。
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SoundingBrd

https://itunes.apple.com/jp/app/soundingboard/id390532167?mt=8

階層構造が作れます
専⽤用の外部デバイスで操作も可能
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PhotoVoice

https://itunes.apple.com/jp/app/photovoice/id502278134?mt=8

簡単に6分割までのVOCAを
作成できます。

お気に入りの画像に音声を付けて楽しもう♪ 
『PHOTO VOICE 』はあなたが撮影した画像に音声を
付けて楽しむことができるアプリです! 

一つの画像には最大6種類の音声を入れることができる
ので 複数名で撮影した画像に、それぞれのメッセージ
を録音することも可能です。
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文字で選択

13年6月22日土曜日



TalkingAid

https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-tekisuto/id537144070?mt=8

トーキングエイドにはシンボル入力
版もあります

会話や筆談が困難な方のコミュニ
ケーションツールです。従来から
コミュニケーション支援用具とし
て利用されてきたトーキングエイ
ドの機能を踏襲するとともに、よ
り機能をアップしてiPad用アプリ
として非常に安価に利用できます。
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AqTk2App

https://itunes.apple.com/jp/app/aqtk2app/id356814276?mt=8

音声読み上げアプリです
よく使う会話を登録しておきます

テキスト音声合成アプリです。
漢字かな交じりの日本語文章を音声に変換してスピーカ
ーから出力します。
加速度センサーにも対応していて、iPhoneを動かした
りシェイクするタイミングで音声を発声することができ
ます。

発声した内容が履歴に残るので、一度入力した台詞は、
テーブルから選択するだけで発声させることができま
す。
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iplaywalk

https://itunes.apple.com/jp/app/iplaywalk/id542587104?mt=8

音声読み上げアプリです
長文でも大丈夫

iplaywalk は合成音声エンジンを利用した、テキス
ト読み上げアプリです。 

付属のテキストの読み上げのほか、自作のテキスト
やコピーペーストで貼り付けたテキストも、自然な
人間の声で読み上げます。

さらに、声の高さ、アクセントの強さ、読むスピー
ドなど、音声に関する様々な設定を行うことができ
ます。
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Voice Dream

https://itunes.apple.com/jp/app/id563971853?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

多くの言語に対応しています

App Storeで音声ドリームリーダー、最高の定格テキス
トを音声に変換するアプリを試してみてください。ボイ
スドリームReaderのliteのバージョンは、それがいくつ
かの文章の後に読み取りを停止し、再度再生を押す必要
がありますことを意味時間で約300文字を読み取りま
す。
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VoiceAid

https://itunes.apple.com/jp/app/voiceaid/id382203156?l=en&mt=8

音声エンジンはピカイチ！

1日10回以上の会話は
有料版になります
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かなトーク

https://itunes.apple.com/jp/app/kanatoku/id381503681?mt=8

入力された文字を読み上げる、音声発声
型意思伝達アプリです。

身体の障害で発声が困難な方のコミュニ
ケーションツールとして、
また、日本語を学ぶための勉強ツールと
してご利用いただけます。
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見通しを立てる
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たすくスケジュール

https://itunes.apple.com/jp/app/tasukusukejuru/id383317351?mt=8

時間の⾒見見通しが⽴立立ちにくい⼈人に

「たすくスケジュール」は、声や
音楽などのサウンドと、写真や
絵カードなどのビジュアルを使っ
て、一日のスケジュールを、どな
たでも創造的に組み立てること
ができるiPhone/iPod touch向
けアプリです。
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おたすけごまっち

https://itunes.apple.com/jp/app/otasukegomatchi-ichinichi/id517106198?mt=8

1日の行動や状況を描いたイラス
トカードを組み合わせて行動の順
序や、その日の予定を目で見て確
認できるので、予定行動のにがて
なお子さまや、ことばからの>指
示が入りにくいお子さまのスケジ
ュール確認にも役立ちます。

時間の⾒見見通しが⽴立立ちにくい⼈人に
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時間割

https://itunes.apple.com/jp/app/shi-jian-ge/id315130226?mt=8

時間の⾒見見通しが⽴立立ちにくい⼈人に

iPhone/iPod touchをお使いの全ての学生の皆様へ
——
「時間割」は、学校の時間割を管理するためのアプ
リケーションです。

携帯電話で時間割表をサッと確認したいと思ったこ
とはありませんか？
このアプリケーションを使えば、簡単・スマートに
授業の情報を管理できます。
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https://itunes.apple.com/jp/app/shi-jian-ge/id315130226?mt=8


タイマー
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LOTUS

https://itunes.apple.com/jp/app/lotus/id338789356?mt=8

Lotusは，残り時間を視覚的に表示するシンプルな
タイマーです。最大60分までの設定が可能です。時
計の盤面を指で触って時間を設定します。アラーム
音とバイブレーションで時間終了を知らせます。開
始したタイマーを途中で止めるには，「トン，トト
トット，トット」と盤面を７回タップしてくださ
い。タイムエイドとしての利用も可能です。
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LED Timer

https://itunes.apple.com/jp/app/led-timer/id426940801?mt=8

残り時間を視覚的に把握できるシンプルなタイ
マーアプリです。

「LED Timer」は自閉症の方への支援を行う施
設職員の要望に応えて作成した視覚支援用タイ
マーです。

このアプリは時計での時間の流れを把握するこ
とが難しい方にも見通しを持って行動できるよ
うサポートします。

点灯したランプが消灯していき、一つ一つのラ
ンプが目盛りの役割を果たします。
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Smile Timer

https://itunes.apple.com/jp/app/smiletimer-lite/id571479001?mt=8

- アラーム機能のついた15
分タイマーです (Full 
versionでは60分)
- 数や時計がまだ分からない
小さなお子様にもわかりやす
い
- 「できた!」ボタンでやる
気アップ!
- テーマは全部で2種類 
(Full versionでは4種類)
- おこのみの音楽をBGMと
して
- アラーム機能
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集中タイマー

https://itunes.apple.com/jp/app/ji-zhongtaima/id495549934?mt=8

「集中タイマー」は、「集中タイム」と「休憩タイム」
を交互に繰り返すシンプルなタイマーアプリです。
集中タイム50分→休憩タイム10分→集中タイム50分→
休憩タイム10分→・・・
のように、作業に集中する時間と休憩する時間を交互
にタイマーがお知らせします。

仕事と休憩のインターバルを
登録できます
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https://itunes.apple.com/jp/app/ji-zhongtaima/id495549934?mt=8


静かにTimer
https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?

mt=8&ign-mpt=uo%3D4

ちょっと騒がしいお子さんをお持ちのパパ・ママのために
作られたアプリです。タイマーをセットして、静かにするこ
とを親子で楽しくトレーニングしましょう。

このアプリではiPhone/iPadのマイク機能により音声レベ
ルがリアルタイムに表示されます。もし音声レベルが限界値
を超えたら、とっても怖い犬が怒って吠え出します! ちょっ
とドキドキですが、女の子のナビゲーターが励ましてくれる
ので、お子さんもきっと頑張れるはずです。
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トーキングエイド for iPad　タイマー

https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-taima/id528452537?mt=8

トーキングエイド for iPadタイマーは、残
り時間を視覚的に表示するアプリです。

縦に表示されたスケールで、一目で残り時
間を視認できます。

残り時間を表示するタイマーモードとあら
かじめ指定した時間がくるまでの時間を表
示するアラームモードの2種類があります。

各作業を画像で表示できます
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Time Timer

https://itunes.apple.com/jp/app/time-timer/id332520417?mt=8

ご存知！　タイムタイマーの
iPad版です

過ぎていく時間をもっとあなたのものに。
タイムタイマーiPhoneアプリは、教育やビジネ
ス、普段の生活で、あなたのタイムキーパーとして
活躍するでしょう。
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SharingTimer

https://itunes.apple.com/jp/app/sharingtimer/id447261421?mt=8

あなたの子供はおもちゃや活動争うのですか？
SharingTimer™で、遊ぶの戦いを持っていこう！子
供の写真は、それが"誰が今遊んでいる"クリアして"誰
が次のステップアップ"を作る。それが交代する時が来
たときにアニメーションタイマーや効果音は、子供た
ちを示しています。
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Action Timer

https://itunes.apple.com/jp/app/id568627361?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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IK Calender

https://itunes.apple.com/jp/app/ik-calendar-free/id430287708?mt=8

IK -あなたのカレンダーの洗練された外観... IKはち
ょうど別のカレンダーアプリケーションではありませ
ん！IKは、あなたのiPhone / iPadやMac上で作成
したすべてのカレンダーのイベントを追跡および管理
するための簡単で便利な方法を提供します。

カレンダーアプリと連動
一日のスケジュールがわかりやすい
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できたよタイマー

https://itunes.apple.com/jp/app/dekitayo-taima/id454354262?mt=8

アラーム音が音楽です

音楽つき・できたよタイマーは、毎日の習慣づけを楽し
く、時間通りに終わらせられるようにつくられたアプリ
ケーションです。厳選されたクラシック音楽と砂時計-
のアニメーションがやる気を高めてくれるとともに、子
供達が時間という抽象的な概念を理解するための大切な
手助けとなります。 

タイマーと音楽の力によって、子供は毎日の習慣を楽し
く身につけることができます。
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外出支援
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toWALK with Street View

https://itunes.apple.com/jp/app/walk-n-road-with-street-view/id625173229?l=en&mt=8
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ARマップ

https://itunes.apple.com/jp/app/armappu-cheng-huan-nei-fuki/id543874674?mt=8

ARマップは、ARを使って直感的に地図を
読むことができるAR地図アプリです。
（iPhone5、iOS6でも、Googleマップ利
用可能）
　
周辺の飲食店情報等を周辺検索すること
ができ、ARで方角を確認できます。 
行きたい場所が決めたら、目的地に設定
してルート検索を行います。初めての場所
でも目的地の方角や目的地までのルート
を、iPhoneをかざすだけで直観的にARで
地図を読むことができます。また、目的地
までの乗換検索も行え、下車駅から再度
ルート検索ができます。
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セカイカメラ　for iPad

https://itunes.apple.com/jp/app/sekaikamera-for-ipad/id369688940?mt=8

デジタルカメラ入力のないiPadならではの
セカイカメラをお楽しみ下さい。

★現在地周辺のエアタグを、ゆっくりと回
遊させながら閲覧できます。(アンビエン
トビュー)

★ニューヨークやパリなど世界15箇所に
擬似的にワープし、現地のエアタグを閲覧
できます!

★エアタグの投稿もできます!遠隔地への
投稿は区別できるよう、特別なフレームで
投稿されます。

※エアタグとはその位置に浮かべる事が出
来る「付せん」のようなものです。
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iPhoneを探す

https://itunes.apple.com/jp/app/iphonewo-tansu/id376101648?mt=8

万が一iPhone、iPad、iPod touch、また
はMacを紛失したら、「iPhoneを探す」
Appを使って他のiOSデバイス上から所在
地を探したり、データを保護したりするこ
とができます。使用するには無料Appを他
のiOSデバイスにインストールして開き、
ご利用のApple IDでサインインします。
「iPhoneを探す」は紛失したデバイスを地
図上で探したり、サウンドを再生、メッセ
ージを表示、デバイスをリモートロック、
または全データを削除したりすることがで
きます。
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Photo Request

https://itunes.apple.com/jp/app/photo-request/id571711255?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

　遠隔撮影も簡単。別のiPadや
iPhoneなどでPhoto Requestのアプ
リやサイト（関連サイト）にログイ
ンし、“send request”を押す。する
と、離れた場所にあるiPadがすぐさ
ま画像を撮影し、所定のメールアド
レスに送信してくれる。
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駅どこ？

https://itunes.apple.com/jp/app/yidoko/id382995225?mt=8

現在の位置から、近くにある駅を矢印
でさしてくれるアプリです。

・かなり近くにある駅は大きな矢印
で、ちょっと遠くの駅は小さな矢印で
表示されます。
到着した場合には◎と表示されます。

　都心部では駅が多すぎて見にくくな
ります。設定で表示する最大の駅数を
制限できるので、3駅程度に制限して
ください。

・主要な地下鉄などは、路線の色に合
わせた矢印が表示されるので、直感的
にわかりやすいです。
　（大部分の路線はランダムで色が割
り振られます）
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駅.Locky

https://itunes.apple.com/jp/app/yi.locky-kauntodaun-xing-shi/id335126084?mt=8

駅.Lockyは次の電車の出発までの時間を
カウントダウン形式で表示する時刻表ア
プリです。

時刻表データを端末内に保存する事が出
来るので、ネットに接続していなくて
も、目的の時刻表を素早く見る事ができ
ます。
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駅アラーム

https://itunes.apple.com/jp/app/yiaramu/id404175968?mt=8

電車乗り越し防止アプリ「駅アラーム」
無料で登場!
アプリは、移動距離を元に、下車駅まで
の距離を表示し続け、駅に近づくとアラ
ームが鳴ります。
バックグラウンドでも動作します。
通勤通学によく乗り過ごす様におススメ
です。

☆☆☆☆☆
※普通モードで
20回バイブレーションでお知らせしま
す。
※バックグランドモードで
一回だけでアラーム音とバイブレーショ
ンでお知らせします。
マナモードを設定した場合は、バイブレ
ーションだけでお知らせします。
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標高ワカール

https://itunes.apple.com/jp/app/biao-gaowakaru/id358789524?mt=8

標高ワカールはGPS情報を元に現在位置
の標高を調べるアプリケーションです。
ご利用されるにはネットワークに接続し
ている必要があります。 

日本と一部海外の地域で使用することが
出来ます。対応していない地域は「非対
応座標です」と表示されます。
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なぞる距離

https://itunes.apple.com/jp/app/nazoru-ju-li-ce-ding/id464326915?mt=8

これは指で地図をなぞってリアルタイ
ムに距離を測定できるアプリです。

■使い方

1. 好きな場所まで地図を移動させま
す。
2. 右下にあるボタンをタップして、距
離測定モードにします。
3. 指で地図をなぞると線が描かれ、測
定した距離が表示されます。
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いまカエル！

https://itunes.apple.com/jp/app/imakaeru/id470900910?mt=8

いまカエルは、「今から帰るよー」とか
「今日ちょっと遅くなるかもしんない」
といった連絡をメールや Twitter で超簡
単に送ることができるアプリです。

特徴:

- 定型文(3種類)をワンタッチで送信で
きます。
- E-mail と Twitter で送信可能。
- Twitter は mention とダイレクトメ
ッセージで送信可能。
- 位置情報を一緒に送ることができるの
で、どこから帰るかいちいち入れなくて
いい。
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その他
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白板会議室

https://itunes.apple.com/jp/app/bai-ban-hui-yi-shi-for-ios/id494442457?mt=8

「白板会議室」は、撮影したホワイト
ボードの写真内から、ホワイトボード
の部分のみを自動的に認識し、台形補
正を施すことが可能で、認識できない
場合でも、拡大鏡を見ながらかんたん
に取り込み枠の調整を行うことができ
ます。コントラスト調整や回転も可能
です。また、撮影した写真は議事録を
含めたPDF形式でメールに添付、送信
することが可能です。
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ホワイトボード

https://itunes.apple.com/jp/app/howaitobodo/id448549990?mt=8

手軽にメモ、その場で図の説
明、落書きし放題、すぐに保存
可能!痒いところに手が届くツー
ルアプリ登場!
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CamScanner

https://itunes.apple.com/jp/app/camscanner-free/id388627783?mt=8

CamScannerは最高の品質で、最高に専門
的で、最高に便利なスキャン・ファックス
機能をサポートしており、手持ちの携帯電
話がスキャナーとファクシミリに変身！

----【世界でも優秀な最先端の特別なコ
ア技術】----
* 自動でドキュメントの縁を認識し余分な
背景を削除
* ドキュメントの画像を美化し、ドキュメ
ントを読みやすく変換
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アイコンメモ

https://itunes.apple.com/jp/app/aikonmemo-wu-liao-ban-homu/id647603046?mt=8

このアプリを使うとホーム画面に付箋紙
のような編集可能なメモを置くことがで
きます。
TODOリスト、買い物メモなどに使うと
アプリを起動しなくてもホーム画面のア
イコンを見るだけで内容が確認できてと
ても便利です。
iPhoneだけでなく、iPadやiPad miniに
も対応しています。iPadの大きいアイコ
ンであればより内容が見やすくなりお勧
めです。
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音声認識付箋

https://itunes.apple.com/jp/app/id348561254?mt=8

ちょっとした 思いつきや、買い物リストなどを
iPhoneに向かってしゃべると、付箋紙となって、メモ
が書き込まれるとともに、音声が録音されます。

######################################
###
重要:このアプリケーションは、iPhone3GS以降でのみ
で動作します。

付箋をメールで送信する場合、音声ファイルが添付さ
れます。3秒間の音声ファイルを送信(または受信)する
のに、料金プランによっては、約 0.8~10円のパケッ
ト送信料(受信料)が発生します。
そのため送受信されるユーザの料金プランをご確認の
上ご利用いただくようお願いします。
また、送信先の端末によっては音声ファイルが
再生できない場合がございます。
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年号電卓

https://itunes.apple.com/jp/app/nian-hao-dian-zhuo/id349786660?mt=8

年号電卓は電卓のような入力方法を採用
した年号・西暦・年齢換算アプリです。
　計算機ではありません。
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iTranslator

https://itunes.apple.com/jp/app/free-translator-for-ipad/id367163867?mt=8
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ぱっと転送

https://itunes.apple.com/jp/app/patto-zhuan-song-file-transfer/id522640799?mt=8

ぱっと転送は、iPad・iPhone
の写真＆動画やファイルを他
のiPad・iPhoneへ簡単に転送
する事が可能です。
Wi-Fi、Bluetoothを利用し、
1対1はもちろん複数台の端末
へファイル転送できますの
で、
友達同士での写真＆動画の共
有、学校やオフィスでの資料
共有やペーパーレス会議など
が可能になります。
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LINE Tools

https://itunes.apple.com/jp/app/line-tools/id580412648?mt=8

(1) 測定ツール
定規／分度器／方位磁針／水平器／
騒音測定器

(2) 時計
ストップ・ウォッチ／タイマー／祝
日カレンダー(日本向け)

(3) 便利ツール
懐中電灯／鏡／虫眼鏡／パスタメジ
ャー/QRコードリーダー(NEW)

(4) 計算
計算機／年号年齢チェック(日本向
け)/単位変換(NEW)/サイズ変換
(NEW)
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忘れ物チェッカー

https://itunes.apple.com/de/app/wangre-wuchekka/id350524663?mt=8

これでもう忘れ物は無くなります
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Yahoo!辞書

https://itunes.apple.com/jp/app/yahoo!-ci-shu/id370133317?mt=8

オンライン辞書の定番
「Yahoo!辞書」を、iPhone
やiPod touchで快適にご利用
いただくためのアプリケーシ
ョンです。国語、英和、和英
の3種類の辞書をまとめて検
索可能です。
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雑学大全SELECT100

https://itunes.apple.com/jp/app/za-xue-da-quanselect100/id333217080?mt=8

「雑学大全 SELECT 100」は、
あの「雑学大全」と「雑学大全
2」、あわせて2000項目の中か
ら厳選100項目を収録、無料公
開しています。

【便利な検索機能】
・全文検索
・ジャンル別検索
(自然・趣味・娯楽・社会)
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radiko

https://itunes.apple.com/jp/app/radiko.jp/id370515585?mt=8

スマートフォンでラジオが聴ける!
「radiko.jp」のラジオ音声を再生できる
公式アプリです。
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QR Reader for iPad

https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-ipad/id426170776?mt=8
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Age Test Free

https://itunes.apple.com/us/app/age-test-free-test-your-ear/id387639161?mt=8
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Heart Fitness

https://itunes.apple.com/jp/app/heart-fitness/id394908591?mt=8
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日用視力測定

https://itunes.apple.com/jp/app/ri-yong-shi-li-ce-ding/id510483652?mt=8

本アプリは,広島大学大学院教育
学研究科 氏間和仁とトライポッ
トの共同開発です。

本アプリの開発は,平成23年度～
平成25年度科学研究費補助金(基
盤(C))「弱視者等の読書評価と教
材表示支援システムの開発と評
価」(23531302)の補助を受けて
います。
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日用視野測定ツール

https://itunes.apple.com/jp/app/ri-yong-shi-ye-ce-ding/id618435262?mt=8

本アプリは，広島大学大学院教育学研究科　
氏間和仁とトライポットの共同開発です。

本アプリの開発は，平成23年度～平成25年
度科学研究費補助金（基盤（Ｃ））「弱視
者等の読書評価と教材表示支援システムの
開発と評価」（23531302）の補助を受け
ています。　
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板書や連絡はｉＰａｄで撮影。自信がつき、
学級の書記係に立候補した。「最近思うん
や。鉛筆で書けることより、読んで意味がわ
かることの方が大切やって」
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４年の２学期からはｉＰａｄで自分で撮影する許
可も出た。「ｉＰａｄは、ふつうのカメラより画
面が大きくて撮りやすいし、拡大できるので文字
も見やすい」
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「Ｄｒａｇｏｎ　Ｄｉｃｔａｔｉｏｎは、音
声入力アプリです。私も書くことがしんどいと
き、これを使って声で入力します。書くのが苦
手な人にお薦めです」
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h*p://npo-‐atds.org
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