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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



Future Topics - 1



iPhone	  Concept	  Features

h5p://www.youtube.com/watch?v=lzsBwnv_dAg

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


iPad	  Concept	  Features

h5p://www.youtube.com/watch?v=9s2oYUy_cVY

http://www.youtube.com/watch?v=9s2oYUy_cVY
http://www.youtube.com/watch?v=9s2oYUy_cVY
http://www.youtube.com/watch?v=9s2oYUy_cVY
http://www.youtube.com/watch?v=9s2oYUy_cVY


iOS7



iOS7　Accessibility



iPad



http://www.youtube.com/watch?v=0JM3YBglMew

Apple iPad Retina

http://www.youtube.com/watch?v=0JM3YBglMew
http://www.youtube.com/watch?v=0JM3YBglMew


Apple Store

https://itunes.apple.com/jp/genre/ios/id36?mt=8

現在90万本以上

https://itunes.apple.com/jp/genre/ios/id36?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/genre/ios/id36?mt=8


Apple Store 安全な理由
Apple と iOS

公開前にアプリケーションが完全に審査され、「Walled 
Garden」と言われる Apple の App Store は、iOS ユーザーのマ
ルウェア感染が拡がるのを防いできました。アプリ配布の集中
管理を行う App Store は、ユーザーのダウンロード前にアプリ
がテストされ、Apple によって認証されたことを確認してから、
ユーザーに提供しています。

App Store で悪質なマルウェアが検出されたという話は、せいぜ
い逸話にしかすぎません。通常、Apple がこのような情報を発
表することはありません。しかし、Apple はデベロッパーに API 
の使用を許可していないため、iOS の方が脆弱性が少なくて安
全だと考えることができます。



iOSデバイス 操作性

直感的な操作が可能な
インターフェース

ホームボタンの簡素化



Apple iWork for iCloud

http://japanese.engadget.com/2013/06/10/iwork-for-icloud-ie9/

http://japanese.engadget.com/2013/06/10/iwork-for-icloud-ie9/
http://japanese.engadget.com/2013/06/10/iwork-for-icloud-ie9/


Apple iCloud

http://www.apple.com/jp/icloud/

http://www.apple.com/jp/icloud/
http://www.apple.com/jp/icloud/


Apple iPad Retina

　ボタン一つの操作性
　圧倒的なアプリ数(９０万強）
　セキュリティー（ウィルス）
　アクセシビリティ

　マルチユーザ非対応
　マウス操作不可
　データ共有（USB非対応）



Office Mobile for iPhone

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

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


iPad  Splashtop



iPad  Microsoft Office Web Apps



iPad Kingsoft Office



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
・・・



知的障害特別支援学校への活用

視覚・聴覚でアプローチ

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

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


標準機能









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！



写真
撮影地別に撮った写真が確認できます

撮った場所ごとに写真を表示。
スペインで撮った写真を探している？そんな時
は「撮影地」機能が便利です。地図上にピンが
現れて、写真を撮ったすべての場所を示しま
す。ピンをタップすると、iPadのスクリーン一
面にその場所で撮影した写真が現れます。



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

iPadのミュージックを使えば
文字が読めなくても、
デッキのボタンが上手く押せなくて
も、簡単に絵を見ることで自分の好
きな曲を選択することが出来ます。

注意；
一部、パソコンのiTunesで事前に編
集作業が必要な場合があります。



時計
タイマーの時間が来たらアプリを終了させます



カレンダー
覚えられない予定はカレンダーに登録

ミーティング。約束。予約。誕生
日。記念日。そして、Facebook
イベント。あらゆる用事の時間と
場所をカレンダーにまとめておけ
ば、スケジュール管理は簡単その
もの。様々な予定が重なっていて
も、しっかり管理できます。さら
にiCloudが、あなたのすべてのデ
バイス上のカレンダーを同じ状態
に保ちます。

http://www.apple.com/jp/ipad/icloud/
http://www.apple.com/jp/ipad/icloud/


リマインダー
覚えられない行事はリマインダーに登録

ついうっかり、は誰にでもよくあ
ること。だからiPadに、あなたが
思い出せるようお手伝いするリマ
インダーを用意しました。やるべ
きこと、やりたいこと、何でもリ
ストにしましょう。期限を設定し
ておけば、リマインダーがあなた
にお知らせするので、すべてが順
調に進むでしょう。さらにiCloud
が、すべてのリマインダーをあな
たのすべてのデバイス上に保存し
ます。



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。

Google Mapsがおすすめ！



YouTube（Safari)

インターネットへの接続も簡単です

みんなの大好きなアプリ
YouTubeは動画の投稿サ
イトです
見たいキャラクターや電
車の映像などが沢山見つ
かります。

キーワードを予めお気に
入りに登録しておけば、文
字入力の出来ない子供で
も使えます。



お気に入りをホーム画面に追加



Facetime

テレビ電話
1 FaceTimeをタップしてビデオ通話
を。
たとえあなたの大切な人が数千キロ
離れた場所にいたとしても、
FaceTimeを使えばその人が数センチ
にまで近づきます。ビデオ通話を始
める時はFaceTimeをタップ。名前を
選んだら、その人がビデオ通話を受
け入れるのを待ちましょう。あとは
最高の笑顔を見せるだけです。
FaceTimeはWi-Fiネットワークにも
携帯電話ネットワークにも対応する
ので、ほとんどどこからでも顔を見
ながら話ができます。



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。



Siri
音声入力

あなたの言葉だけでなく、その意味も理解し、
あなたが必要とする答えを用意する
賢いアシスタント、それがSiriです。より多くの
言語を理解するようになったので、
さらに多くの国で、さらに多くのお手伝いができ
るようになりました5。



アプリケーション



導入時おすすめアプリ



好きなところを触る



好きなところを触る



ボタンとタップする（大きいボタン）



ボタンとタップする（小さいボタン）



ドラッグ（線を引く、なぞる）



フリック（めくる）



ピンチ（拡大、縮小）



操作練習（まとめ）



コミュニケーションに使えるアプリ



絵で選択



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。

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


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。

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


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

https://itunes.apple.com/jp/app/doropputoku/id373051396?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/doropputoku/id373051396?mt=8


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。

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。

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


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。

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


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

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


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。

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


おしゃべりえほん

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

⾳音声付きの作業⼿手順書としても
使えます

「おしゃべりえほん」は自分
で描いた絵や撮った写真を使
って、音のなる絵本を作るこ
とができるアプリです。
お子様のためにオリジナルの
絵本を作ってみてください!

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


らくらく絵本
https://itunes.apple.com/jp/app/rakuraku-hui-ben-mamatoitsudemo/

id505400921?mt=8

自宅にある絵本の写真を撮り、音
声を入力する事が出来ます。
お母さんやお父さんが音声を入力
する事により、忙しい時でもお子
様がお母さんとお父さんの声で絵
本を楽しむ事が出来ます。

⾳音声付きの作業⼿手順書としても
使えます

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


文字で選択



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。

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


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。

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


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。

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


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。

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


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

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


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。

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


見通しを立てる



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

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


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。

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


タイマー



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。

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


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。

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


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

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


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

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

https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/zidomo-jingkanitaima/id497681489?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


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

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


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。

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


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。

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


Action Timer

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

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


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

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


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。

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


その他



PCM録音

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

とっても簡単なボイスレコーダー

最高音質での録音が可能なシンプルなボイスレコー
ダです。
録音形式は劣化のない非圧縮形式PCM(WAVE)と、
AAC形式での録音が可能。
iTunes と同期すれば録音したファイルをMacに取
り出すことができます。

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


ふりがな眼鏡
https://itunes.apple.com/sg/app/furiganamegane-furigana-converter/id449389450?

mt=8

読み⽅方がわからない時に便便利利

ひらがなにこのアプリcound変換漢字（汉字）。
語彙を改善したり、マンガ＆アニメを読んで、日本語と漢
字の勉強のためのリソースです。
ほとんど日本語では、コンバータは約95％の正解率を持
っています★あなたはオフラインでこのアプリを使用する
ことができ。★手書き自動的に英語に翻訳★日本人名詞/ 
ADJ /動詞

https://itunes.apple.com/sg/app/furiganamegane-furigana-converter/id449389450?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/furiganamegane-furigana-converter/id449389450?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/furiganamegane-furigana-converter/id449389450?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/furiganamegane-furigana-converter/id449389450?mt=8


えいぶる

https://itunes.apple.com/jp/app/eiburu/id492871129?mt=8

電⼦子版のサポートブックです

えいぶるとは、母子手帳の拡大版のようなものです。
えいぶるには、子どもの成長発達や生活の記録、ま
た、受けてきた支援の内容まで子どもに関わる情報を
生涯にわたって記録する事ができます。

このアプリは、沖縄県の委託を受け、開発しました。

https://itunes.apple.com/jp/app/eiburu/id492871129?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/eiburu/id492871129?mt=8


VOD

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

DAISY書籍のリーダーです

Voice of DAISY(VOD)を使えば、簡単にiPhone/
iPod touch/iPadでDAISYを再生できます。もう、
重たいノートパソコンに縛られず、ソファーや電車の
中など、いつでも、どこでも、とっても気軽に手の
ひらの中でDAISYを再生できます。

DAISYの再生は指先で読みたい場所に軽く触れるだ
けの簡単操作。もちろんVoiceOver(スクリーンリー
ダ)対応です。お気に入りのアプリの仲間入り間違い
なしの自信作です。

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


ワークWatch

https://itunes.apple.com/jp/app/wakuwatch/id508740153?mt=8

作業⼿手順と作業記録に使います

本アプリは、特別支援学校に就学されてい
る主に知的障害のある児童、生徒を対象
に、特別支援学校で実施されている作業学
習の活動を支援することを目的としていま
す。

作業イメージを画面で参照しながら、個々
の作業を完了する毎に[できた!]ボタンを押
して完了時間の記録をつけます。
作業の達成時間の記録を残すことで、達成
度の変化を確認することが可能となります

https://itunes.apple.com/jp/app/wakuwatch/id508740153?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/wakuwatch/id508740153?mt=8


筆談パッド

https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8

1対１で手書き対談

(1)筆談したい相手との間に iPad を置きます。

(2)自分側の領域に文字を書くと、相手側の領域に
も表示されます。

(3)二人で会話を繰り広げてください。

https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8


カンペ Lite

https://itunes.apple.com/jp/app/kanpe-lite/id423784905?mt=8

さっと⼿手書きでコミュニケーション

「カンペ」です！　さっと書いてすぐ
伝わるシンプルさ！

テレビ番組などでお馴染みの「カン
ペ」がアプリになりました！

ディレクター気分で「ボケて！」「も
っと笑わせて！」と指示を出したり、
講演などでも「時間わずか！短めに」
とササっと書いて簡単に伝えることが
できます。

https://itunes.apple.com/jp/app/kanpe-lite/id423784905?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kanpe-lite/id423784905?mt=8


フリートーク

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

キーボード、⼿手書き、⾳音声など
で⼊入⼒力力が出来ます

フリートークは聴覚障害者を主な対象
としたiPad向けのコミュニケーション
ツールです。

キーボード入力の他に音声による入力
や手書きでの入力が行えます。

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


言葉にしません

https://itunes.apple.com/jp/app/yan-yenishimasen/id469367856?mt=8

必要な会話を登録しておきます
⾳音声はありません

見づ知らずの人に、ちょっとした親切心で
教えてあげたい、伝えてあげたいことってあると思い
ます。
でも私たち日本人は積極的な人ばかりではないので
「言うほどのことでもないかな」 と心の中で流してし
まうケースも
しばしば。

https://itunes.apple.com/jp/app/yan-yenishimasen/id469367856?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yan-yenishimasen/id469367856?mt=8


先生が使う



アプリをダウンロードする



画像の背景を透明化する
（PowerPointで使えます）



注目したい箇所だけカラーにする



写真に簡単モザイク



画像の一部を動画にする



３D映像を作る



簡単プレゼン



作業手順書を簡単作成



音入り教材を簡単に作成



顔を振るだけで本が読めます



顔を振るだけで本が読めます



きれいに書く























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 - 2



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


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


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/


まとめ



タブレットの可能性

書けない

読めない

聞けない

話せない

記憶できない

マウス・キーボード操作が出来ない

このような困りを感じている人達に
とって、生活の質(QOL)を高め、
学習の困難さを少しでも解消する

可能性を秘めています。



タブレットの必然性
紙では出来ない
具体物では出来ない
PCでは出来ない
カメラでは出来ない

タブレットならではの、
操作性、携帯性、利便性、即時性

などを活かした活用で
効果があがりますね。



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/

