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今回はこのカラーです

13年6月23日日曜日



本日の資料
本日の資料はスライド枚数が
多くなっておりますので、

紙での配布はしておりません。
インターネットより

ダウンロードしてお使いください。

ピンクで囲まれている画像は動画ですので
PDFファイルでは視聴できません。

YouTube等で検索してみてください。

その代わりと言っては何ですが
録音・録画・撮影

どんな記録をしていただいても
結構です。

13年6月23日日曜日



本日の機器構成

HDMI

Wi-fi
Reflection

Actions

AirPlayミラーリング

リモート操作
iPad mini

Mac Book Pro

13年6月23日日曜日



自己紹介

13年6月23日日曜日



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　　 宇治支援学校SSC  特別支援教育京都府専門家チーム
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ICTコーディネーター）
　　　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　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）

　　　京都府教育委員会　社会教育委員
　　　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
　　　
地域活性化支援　（ITを活用した経営改善・効率化）

　　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター
　　　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

13年6月23日日曜日



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

13年6月23日日曜日

http://ameblo.jp/memis-18/
http://ameblo.jp/memis-18/


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	  ac2on.

http://www.apple.com/jp/ios/ios7/
13年6月23日日曜日

http://www.apple.com/jp/ios/ios7/
http://www.apple.com/jp/ios/ios7/


office	  mobile	  for	  iPhone

http://www.youtube.com/watch?v=nDR150tAOkk
13年6月23日日曜日

http://www.youtube.com/watch?v=nDR150tAOkk
http://www.youtube.com/watch?v=nDR150tAOkk


最近の動向
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http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html

ハートネットTV

13年6月23日日曜日

http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html


http://buriki.kokoro-rb.jp/

13年6月23日日曜日

http://buriki.kokoro-rb.jp/
http://buriki.kokoro-rb.jp/
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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」

13年6月23日日曜日



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」

13年6月23日日曜日



「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」

13年6月23日日曜日



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130603-00000004-fsi-bus_all
13年6月23日日曜日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130603-00000004-fsi-bus_all
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130603-00000004-fsi-bus_all


タブレット端末
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Apple　iPad  ,  iPad mini
            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus7  ,  Nexus10
            (7inch　　　　１０inch)

Amazon   Kindle Fire HD
            (7inch)

Microsoft   Surface
            (10.9inch)

13年6月23日日曜日



会社 AppleApple GoogleGoogle Amazon Microsoft

機種 iPad iPad mini Nexus10 Nexus7 KIndle fire 
HD Surface

画面サイズ 9.7 7.9 10.0 7.0 7.0 10.6

重量 652 308 603 340 395 676

カメラ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯

ストレージ 16,32,64 16,32,64 16,32 8,16 16,32 32,64

OS iOS6 iOS6 Android
 4.2

Android
4.1

Android
4ベース Windows8

バッテリー １０時間 １０時間 9時間 ８時間 １１時間 ９時間

価格 49,800～ 32､800～ 45,000～ 24､800～ 15,800～ 49,800～

主な特徴 アプリの充実、安全性アプリの充実、安全性 マルチユーザー、自由度
マウス操作可能

マルチユーザー、自由度
マウス操作可能 書籍 Office

アプリ
13年6月23日日曜日



昨年の基本編に続き
音を扱うアプリケーションを中心に
ことばやコミュニケーションなど

実践で役立つものを体験してみましょう！

13年6月23日日曜日



フラッシュカード

13年6月23日日曜日



30hands

https://itunes.apple.com/us/app/30hands/id605013231?mt=8

音声入り
カード

が簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/30hands/id605013231?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/30hands/id605013231?mt=8


おやことば

https://itunes.apple.com/us/app/oyakotoba/id595385014?mt=8

音声入り
カード

が簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/oyakotoba/id595385014?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/oyakotoba/id595385014?mt=8


PhotoVoice

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

2～６拓まで
紙に書いて
さっと作成

13年6月23日日曜日

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


SoundingBoard

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

カードの整理に
階層構造を
作れます

13年6月23日日曜日

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


描けるセルボイスレコーダー

https://itunes.apple.com/jp/app/.../id591661001?mt=8%E2%80%8E

音声入りカード
を簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/.../id591661001?mt=8%E2%80%8E
https://itunes.apple.com/jp/app/.../id591661001?mt=8%E2%80%8E


StoryKit

https://itunes.apple.com/jp/app/storykit/id329374595?mt=8

言葉遊びの
カードを作れます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/storykit/id329374595?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/storykit/id329374595?mt=8


tap*rap フォトしりとり

https://itunes.apple.com/jp/app/tap*rap-fotoshiritori/id512558476?mt=8

しりとり遊びの
カードが簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/tap*rap-fotoshiritori/id512558476?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/tap*rap-fotoshiritori/id512558476?mt=8


Functional Communication System Lite

https://itunes.apple.com/us/app/functional-communication.../id496585489?...

絵カードから
文章を組み立てる
練習ができます。

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/functional-communication.../id496585489?...
https://itunes.apple.com/us/app/functional-communication.../id496585489?...


らくらく絵本

https://itunes.apple.com/jp/app/rakuraku-hui-ben.../id505400921?mt=8

読み聞かせ
絵本を
簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/rakuraku-hui-ben.../id505400921?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/rakuraku-hui-ben.../id505400921?mt=8


おしゃべりえほん

https://itunes.apple.com/jp/app/oshaberiehon/id487067659?mt=8

読み聞かせ
絵本を
簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/oshaberiehon/id487067659?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/oshaberiehon/id487067659?mt=8


カメレコ

https://itunes.apple.com/jp/app/kamereko-kamerarekoda/id564213130?...

画像に簡単に
音声メモを
付けられます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/kamereko-kamerarekoda/id564213130?...
https://itunes.apple.com/jp/app/kamereko-kamerarekoda/id564213130?...


択一教材を作る

13年6月23日日曜日



Choice Board Creator

https://itunes.apple.com/jp/app/choiceboard-creator/id453988580?mt=8

1～6拓まで
簡単作成

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/choiceboard-creator/id453988580?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/choiceboard-creator/id453988580?mt=8


iWorkNote!

https://itunes.apple.com/jp/app/iworknote!/id496459436?mt=8

◯×やサウンドも
作成できます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/iworknote!/id496459436?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/iworknote!/id496459436?mt=8


Montessori Matching Board

https://itunes.apple.com/jp/app/montessori-matching-board/id440494114?...

ドラッグで
答えを求めます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/montessori-matching-board/id440494114?...
https://itunes.apple.com/jp/app/montessori-matching-board/id440494114?...


Picaa

https://itunes.apple.com/jp/app/picaa/id373334470?mt=8

パズル、順番
グループ分け
神経衰弱

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/picaa/id373334470?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/picaa/id373334470?mt=8


GoTalk Now

https://itunes.apple.com/jp/app/gotalk-now/id454176457?mt=8

iPhoneによる
オートスキャン
が可能です

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/gotalk-now/id454176457?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/gotalk-now/id454176457?mt=8


See.Touch.Learn.

https://itunes.apple.com/jp/app/see.touch.learn./id406826506?mt=8

択一問題以外にも
多数の教材が
作成できます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/see.touch.learn./id406826506?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/see.touch.learn./id406826506?mt=8


Bitsboard

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

音を聞いて答えを
選択する問題が

作れます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8


音声を利用する

13年6月23日日曜日



PCM録音 Lite

https://itunes.apple.com/jp/app/pcm-lu-yin-lite/id439572045?mt=8

録音した内容を
メールで送信
できます。

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/pcm-lu-yin-lite/id439572045?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pcm-lu-yin-lite/id439572045?mt=8


MP3- レコーダー

https://itunes.apple.com/jp/app/mp3-rekoda/id590013870?mt=8

録音した音声に
画像や文字など
がつけられます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/mp3-rekoda/id590013870?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/mp3-rekoda/id590013870?mt=8


Dragon Dictation

https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8

発音の練習にも
使えますね

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8


音声入力くん

https://itunes.apple.com/us/app/yin-sheng-ru-likun.../id444063200?mt=8

文字入力で
発声練習を
しましょう！

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/yin-sheng-ru-likun.../id444063200?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/yin-sheng-ru-likun.../id444063200?mt=8


声を出す練習

13年6月23日日曜日



NoiseLevel

https://itunes.apple.com/jp/app/noiselevel/id302830630?mt=8%E2%80%8E

大きな声を出す
練習に使えます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/noiselevel/id302830630?mt=8%E2%80%8E
https://itunes.apple.com/jp/app/noiselevel/id302830630?mt=8%E2%80%8E


MonsterMouth

https://itunes.apple.com/jp/app/monstermouth/id295470831?mt=8

声の大きさが
ゴジラの炎で
わかります

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/monstermouth/id295470831?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/monstermouth/id295470831?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/monstermouth/id295470831?mt=8


Talking Tom Cat 2

https://itunes.apple.com/us/app/talking-tom-cat-2...ipad/id421998342?...

みんな大好き！
トムにお話
してみよう

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/talking-tom-cat-2...ipad/id421998342?...
https://itunes.apple.com/us/app/talking-tom-cat-2...ipad/id421998342?...


けんばんハーモニカ

https://itunes.apple.com/us/app/ikenhar.../id638557632?mt=8%E2%80%8E

大きく息を
吐いて

鳴らしてみよう

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/us/app/ikenhar.../id638557632?mt=8%E2%80%8E
https://itunes.apple.com/us/app/ikenhar.../id638557632?mt=8%E2%80%8E


ボイス・モディフィケーション

https://itunes.apple.com/jp/app/boisu-modifikeshon-for.../id641436922?...

いろいろな
エフェクトを

かけて録音出来ます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/boisu-modifikeshon-for.../id641436922?...
https://itunes.apple.com/jp/app/boisu-modifikeshon-for.../id641436922?...


タイマー
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Buggy Kitchen Timer

https://itunes.apple.com/jp/app/buggy-kitchen-timer/id310821430?mt=8

とっても簡単な
キッチンタイマー

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/buggy-kitchen-timer/id310821430?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/buggy-kitchen-timer/id310821430?mt=8


SmileTimer Lite

https://itunes.apple.com/jp/app/smiletimer-lite/id571479001?mt=8%E2%80%8E

時計盤が読め
なくても大丈夫
BGMもお好きに

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/smiletimer-lite/id571479001?mt=8%E2%80%8E
https://itunes.apple.com/jp/app/smiletimer-lite/id571479001?mt=8%E2%80%8E


こえタイマー

https://itunes.apple.com/jp/app/koetaima-shengdeo.../id619620279?mt=8

よく使う内容を
登録しておけます

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/koetaima-shengdeo.../id619620279?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/koetaima-shengdeo.../id619620279?mt=8


その他、言語訓練用アプリなど

13年6月23日日曜日



VOD

https://itunes.apple.com/jp/app/vod/id335608379?mt=8

DAISY書籍を
読むための
リーダーです

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/vod/id335608379?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/vod/id335608379?mt=8


すらすらことば

https://itunes.apple.com/jp/app/surasurakotoba/id623054212?mt=8

お子さんの発語を促す
「ことば課題」の
ためのアプリです。

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/surasurakotoba/id623054212?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/surasurakotoba/id623054212?mt=8


どんどんはなそう

https://itunes.apple.com/jp/app/dondonhanasou/id623107403?mt=8

お子さんの発語を促す
「ことば課題」のため
のアプリです。

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/dondonhanasou/id623107403?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/dondonhanasou/id623107403?mt=8


ぐんぐんきおく

https://itunes.apple.com/jp/app/gungunkioku/id623098749?mt=8

短期記憶を伸ばす
ためのアプリです。

13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/gungunkioku/id623098749?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/gungunkioku/id623098749?mt=8


ADOCリハビリ従事者のための
コミュニケーションパッド

https://itunes.apple.com/jp/app/adoc-rihabiri-cong-shi-zhenotamenokomyunikeshonpaddo/id433375610?mt=8
13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/adoc-rihabiri-cong-shi-zhenotamenokomyunikeshonpaddo/id433375610?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/adoc-rihabiri-cong-shi-zhenotamenokomyunikeshonpaddo/id433375610?mt=8


こども脳機能バランサー for iPad

https://itunes.apple.com/jp/app/kodomo-nao-ji-nengbaransa/id560053652?mt=8
13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/kodomo-nao-ji-nengbaransa/id560053652?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kodomo-nao-ji-nengbaransa/id560053652?mt=8


Teachers‘ Pack

https://itunes.apple.com/jp/app/teachers-pack/id588986286?mt=8
13年6月23日日曜日

https://itunes.apple.com/jp/app/teachers-pack/id588986286?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/teachers-pack/id588986286?mt=8


AppleStoreでなく、Webサイトで検索する
　　 iPad ことば 学習　など・・・

開発メーカーで選ぶ
My First App , Keaton.com など

アプリ検索サイトで探す
Kids-app.com , CatchApp , ミートアイ　など

著名SNSサイトを登録
Facebook , Twitter , ブログ

アプリの探し方　Point

13年6月23日日曜日



h;p://npo-‐atds.org
13年6月23日日曜日

http://memis.jp/
http://memis.jp/

