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今回はこのカラーです



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。

本日の資料



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



自己紹介



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



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4年生の三男がおります

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



タブレット端末



他の機器との違いを考えると、タブレット
端末の必然性が見えてくるかも・・・

パソコンとの違い

デジタルカメラ（ビデオカメラ）との違い

ラジカセとの違い

壁掛け時計との違い

内線電話との違い

拡大提示装置との違い

紙との違い



タブレット端末の優位性

携帯性（どこでも）
操作性（だれでも）
機動性（いつでも）
GPS（位置情報）機能
AR（拡張現実機能）を使う
カメラ＆コンピューター機能
フロントカメラの活用
音の扱い



個別の支援機器としては…

VOCA （Droptalk 　・・・）
AAC　（筆談パッド　・・・）
音声入力・音声読上　
（Siri、アクセシビリティー）
記憶媒体
拡大提示装置
・・・



特別支援教育への活用



iPadが7歳の障害児の世界を開く 今年で7歳になる
Owen Cain君は、生
まれて間もない頃か
らdebilitating 
motor-neuron 
diseaseという運動ニ
ューロンの病気で全
く身体が動かせな
い。パソコンのマウ
スさえも動かす力の
ないOwen君が初めて
操作したのはiPad
だ。

http://apptoi.com/2010/11/IPAD7/

http://apptoi.com/2010/11/IPAD7/
http://apptoi.com/2010/11/IPAD7/


障害ある子の生活、ｉＰａｄが一役	  

h+p://www.asahi.com/news/intro/SEB201210050027.html

http://www.asahi.com/news/intro/SEB201210050027.html
http://www.asahi.com/news/intro/SEB201210050027.html


北総合支援学校　紅梅分教室での取り組み



ハートネットTV
タブレットが学習障害児の未来を変える

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



http://doit-japan.org/doit/

http://doit-japan.org/doit/
http://doit-japan.org/doit/


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」



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」



「Ｄｒａｇｏｎ　Ｄｉｃｔａｔ
ｉｏｎ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」



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

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


具体的に見てみましょう！



http://www.apple.com/jp/accessibility/voiceover/

あらゆる情報を音に変換

視覚障害

http://www.apple.com/jp/accessibility/voiceover/
http://www.apple.com/jp/accessibility/voiceover/


上肢障害時が外部デバイスで操
作する時にも利用します





どんな人にも便利な機能ですので
ONにしておきましょう。



TapTapSee

写真１は
サントリー
ビールです

https://itunes.apple.com/jp/app/taptapsee-shi-jue-zhang-hai/id567635020?mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/taptapsee-shi-jue-zhang-hai/id567635020?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/taptapsee-shi-jue-zhang-hai/id567635020?mt=8


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

VOD

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


あらゆる情報を文字に変換

http://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/hearing.html

聴覚障害

http://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/hearing.html
http://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/hearing.html


フリートーク

https://itunes.apple.com/jp/app/furitoku/id508697587?mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/furitoku/id508697587?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/furitoku/id508697587?mt=8


視覚・聴覚でアプローチ

http://support.apple.com/kb/HT5509?viewlocale=ja_JP

知的障害

http://support.apple.com/kb/HT5509?viewlocale=ja_JP
http://support.apple.com/kb/HT5509?viewlocale=ja_JP






ディスレクシア



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、自分撮りや風景
など簡単に記録に残せます。

書くことが難しければカメラでさっと撮影



ビデオ
先生の話まで記録したければビデオ

授業の内容が記憶することが苦手であれば、
さっとその場でビデオ録画しておきましょ
う。視覚と聴覚から振り返ります。

また、図工、体育、音楽などの教材作りにも
簡単利用出来ますね！



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。
いろいろなキーボードが選択できます
ローマ字入力 五十音キーボード 日本語フリック入力　等
インターネット接続環境にあれば音声入力も可能です



斜め補正や明るさ調整を自動的に行います



DAISY
 　(公財）⽇日本障害者リハビリ
テーション協会は、平成22年年4
⽉月1⽇日、著作権法施⾏行行令令第⼆二条
第⼀一項第⼆二号に基づき、著作
権法第三⼗十七条第三項の視覚
障害者等のための複製⼜又は⾃自
動公衆送信が認められる者と
して、指定されました。

こちらのDAISY図書は、上記
に基づき製作いたしましたの
で、視覚障害者等の  印刷物を
読むことが困難な⽅方のみ（特
別⽀支援学校/学級、通級、院内
学級等を含む）への提供にな
ります。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisylibrary.html

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisylibrary.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisylibrary.html


AccessReading
(ePub3,docx)

http://accessreading.org/index.html

ePub3,docxファイルで提供されています
iBooks,Wordで閲覧できます。

http://accessreading.org/index.html
http://accessreading.org/index.html


音声教材BEAM（mp3)

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/
http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/


肢体障害





iOS7 SwitchControl





iBooks by Tecla Shield

http://www.youtube.com/watch?v=Fa_f_2oVkaI

http://www.youtube.com/watch?v=Fa_f_2oVkaI
http://www.youtube.com/watch?v=Fa_f_2oVkaI


できiPad

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/
http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/


日本テレソフト
RIVO

http://www.telesoft.co.jp/report/n097.html

アイフォーン、アイパッド
に対応して、その操作をボ
タンですべて行います。
名刺台の大きさで、約35グ
ラムです。横8.5センチ　
縦5.5センチ　厚さ0.8セン
チですから、胸のポケット
に収まり、携帯に便利で
す。

http://www.telesoft.co.jp/report/n097.html
http://www.telesoft.co.jp/report/n097.html


iPadタッチャー

スイッチで特定の場所をタップできます
カメラや電子書籍などに利用できます。



手袋・靴下を切る



導電指サック



自作スタイラスペン



自作キーガード



その他



iPadの画面を拡大提示する



iPadを寝ながら使うスタンド



クランプ固定式くねくねiPadスタンド

http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html

http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html
http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html


落下防止にケース



保護シール

http://www.youtube.com/watch?v=4Hv-nWqtD_U

http://www.youtube.com/watch?v=4Hv-nWqtD_U
http://www.youtube.com/watch?v=4Hv-nWqtD_U


保護シールの時代は終わった
TESTUWAN強化ガラス

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RMFksqWYIL4

http://www.youtube.com/watch?v=4Hv-nWqtD_U
http://www.youtube.com/watch?v=4Hv-nWqtD_U


Future Topics



MaKey MaKey An Invention Kit 
for Everyone 

http://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU

http://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU
http://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU


miyasuku Keypad

https://www.facebook.com/miyasuku?hc_location=timeline

https://www.facebook.com/miyasuku?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/miyasuku?hc_location=timeline


MYO - Wearable Gesture Control
 from Thalmic Labs

http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM

http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM
http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM


pmd[labs] present 
The CamBoard pico

http://www.youtube.com/watch?v=SFmCzYJtm8E

http://www.youtube.com/watch?v=SFmCzYJtm8E
http://www.youtube.com/watch?v=SFmCzYJtm8E


Umoove's Amazing Eye 
Tracknig Technology on Mobile Devices

http://www.youtube.com/watch?v=P5hkdu3xnzg

http://www.youtube.com/watch?v=P5hkdu3xnzg
http://www.youtube.com/watch?v=P5hkdu3xnzg


Kinect® Jouer à Fruit Ninja 
avec les yeux

http://www.youtube.com/watch?v=5cd5tmn_2Oc

http://www.youtube.com/watch?v=5cd5tmn_2Oc
http://www.youtube.com/watch?v=5cd5tmn_2Oc


OAK

http://www.youtube.com/watch?v=shrR7ka8lMY

http://www.youtube.com/watch?v=shrR7ka8lMY
http://www.youtube.com/watch?v=shrR7ka8lMY


The Eye Tribe 
Eye Control for Mobile Devices 

http://www.youtube.com/watch?v=ef0qLb8-4k8

http://www.youtube.com/watch?v=ef0qLb8-4k8
http://www.youtube.com/watch?v=ef0qLb8-4k8


LEAP MOTION

https://www.leapmotion.com/

https://www.leapmotion.com/
https://www.leapmotion.com/


Tobii Gaze Interface for Windows 8 
Revolutionizes Computer Interaction

http://www.youtube.com/watch?v=3MoGzTdQnX8

http://www.youtube.com/watch?v=3MoGzTdQnX8
http://www.youtube.com/watch?v=3MoGzTdQnX8


実世界の物に対してタッチ操作可能な次世代UI
 DigInfo

http://www.youtube.com/watch?v=npZ3_ILHVzs

http://www.youtube.com/watch?v=npZ3_ILHVzs
http://www.youtube.com/watch?v=npZ3_ILHVzs


Sky™ wifi smartpen Introduction

http://www.youtube.com/watch?v=Lsx0gu1pXNE

http://www.youtube.com/watch?v=Lsx0gu1pXNE
http://www.youtube.com/watch?v=Lsx0gu1pXNE


PaperTab Revolutionary paper tablet reveals 
future tablets to be thin and flexible as paper. 



i beam 視線を検知して操作できる
タブレット

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

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


Spring-ALS患者障害者向けの
視線入力意思伝達装置 

http://www.youtube.com/watch?v=NhdE99zjyUY

http://www.youtube.com/watch?v=NhdE99zjyUY
http://www.youtube.com/watch?v=NhdE99zjyUY


iPhoneと連携して早食いを防止する電子フォーク

「HAPIfork」

このフォークは、内部
埋め込まれたセンサー
で食事の速度を監視
し、早食いの習慣を直
すことができるという
製品です。
フォークを使った回数
と間隔をモニターし、
早く食べ過ぎるとバイ
ブレーションでお知ら
せし、ペースを落とすこ
とを促します。



家中の電化製品をiPhoneだけでコントロール！
『Pluto』

http://pluto.io/

http://www.appps.jp/archives/2009157.html
http://www.appps.jp/archives/2009157.html
http://pluto.io/
http://pluto.io/


おまけ



参考文献のご紹介
タブレットPCやスマートフォンに対する関心が高まるとともに、学校
教育の中でも利用の可能性を探る動きが活発です。何らかの困難さを抱
える子どもたちにとって大きな役割を果たすと考えられるこれらのツー
ルの教育における意義や具体的活用法について詳述しています。



参考文献のご紹介
iPad教育活用7つの秘訣―先駆者に聞く教育現場での
実践とアプリ選びのコツ



参考文献のご紹介
実践　特別支援教育とAT　第２集



参考文献のご紹介
はげみ　6.７月号



h+p://npo-‐atds.org

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org
http://livepage.apple.co.jp/
http://livepage.apple.co.jp/

