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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
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



タブレット端末



Apple　iPad  ,  iPad mini

            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus10  ,  Nexus7
            (10inch  7inch)

Amazon   Kindle Fire HD
            (8.9inch  7inch )

Microsoft   Surface
            (10.9inch)



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 652 308 603 290 395 680

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯

ストレージ 16,32,
64､128

16,32,64 16,32 16,32 16,32 32,64

OS iOS6 iOS6
Android

 4.2
Android

4.3
Android
4ベース

Windows
8

バッテリー 10時間 10時間 9時間 9時間 11時間 8時間

価格 49,800～ 32､800～ 36,800～ ＄229～ 15,800～ 39,800～

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
マウス操作可能

マルチユーザー、
自由度・マウス操作
マウス操作可能

書籍 Office
アプリ



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 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）



http://www.apple.com/jp/education/special-education/

http://www.apple.com/jp/education/special-education/
http://www.apple.com/jp/education/special-education/


http://www.apple.com/jp/education/special-education/ios/

http://www.apple.com/jp/education/special-education/ios/
http://www.apple.com/jp/education/special-education/ios/


アクセスガイド
アクセスガイドは、自閉症や、注意力や知覚に障がいのある生徒が作業に集中できるように
します。教師やセラピストは、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して、1台のiOSデバイスで使えるアプリケーションを一つだけに制限す
ることができます。だから、余計なタップやジェスチャーによって生徒の注意が学習から離
れることがなくなります。



選択項目の読み上げ
言葉を目で追いながら同時に耳で聞くと、理解が深まる。これは、幅広い学習者について言わ
れていることです。選択項目の読み上げ機能を使うと、生徒のEメールやiMessage、ウェブペ
ージ、電子書籍を読み上げることができます。どのアプリケーションでも、テキストをダブル
タップでハイライト表示して「読み上げ」をタップすれば、デバイスがその部分を音読しま
す。読み上げられている部分を目でも追えるように、一言ずつハイライト表示させることも、
生徒のニーズに合わせて地方語を選んだり、読む速さを調節することもできます。



Siri
生徒にとって、キーボード入力が難しいこともあります。iOSデバイスに組み込まれている
Appleのパーソナルアシスタント、Siriは、生徒が毎日する様々なことを手伝います。使い方
は、ただ話しかけるだけ。例えば、「金曜日に歴史のレポートを提出するようにリマインダー
を設定」や「放課後学校に残っているとお母さんにメッセージを送って」というように。Siri
は、活動のスケジュールやリマインダーを設定することで、整理が苦手な生徒を支援します。
しかもSiriは、先進的な画面読み上げ機能であるVoiceOverと統合されているので、視覚に障が
いのある生徒が一番近い楽器店の場所をたずねて、その答えを音声で聞くことができます1。



音声入力
難読症など、文字を読むことが難しい生徒にとっては、文字を入力するよりも話すほうが簡単
に感じられるかもしれません。音声入力を使えば、Eメールに返信したり、メモをとったり、
ウェブを検索したり、レポートを書く時に必要なのは自分の声だけ。マイクボタンをタップす
ると、話した言葉、数字、文字を音声入力がテキストに変換します。



iBooks
iBooks Authorを使えば、幅広い学習ニーズに合わせて、iPad用にカスタマイズした教材を制
作できます。3D画像、ビデオ、オーディオ、フォトギャラリーなどのインタラクティブな要素
を盛り込めば、複合的な方法で学習できるようになり、iBooksの教科書が一段と学習意欲を高
めるものになります。また、マルチカラーのハイライト表示、メモ、検索、学習カード、用語
集などの機能は、学習内容の整理や予習を支援します。教科書に復習問題を組み込むと、生徒
が自分の理解度を即座にチェックして、重点的に学習する必要がある部分を知ることができま
す。iBooksはVoiceOver、選択項目の読み上げ、クローズドキャプション付きのビデオにも対
応しているので、あらゆるニーズを持つ学習者に役立ちます。





タブレット活用   最近の動向



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



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://doit-japan.org/doit/

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


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

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


SankeiBiz



タブレット活用の意義



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
・・・



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。



http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/
20130524/1369385394?utm_source=feedly

「iPadの導入で学校が犯す
５つの重大な過ち」

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/
20130524/1369385394?utm_source=feedly

１．先生方が、各教科専用のアプリばかりを使おうとする。
　
２．１：１でiPadを利用するためには、それなりに先生方がiPadを使いこなすス
キルや従来の授業方法の変更が必要であるが、それらが足らない。あるいは従来
の授業の延長線上で利用しようとする。

３．iPadをコンピュータと同等のものとみなし、ラップトップコンピュータとし
て使おうとする。

４．１台のiPadを複数の子どもたちが利用する。

５．「なぜiPadを使うのか？」という問いに、十分に納得がいくような回答が先
生や保護者さらに子どもたちにも伝わっていない。

「iPadの導入で学校が犯す５つの重大な過ち」

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/
20130524/1369385394?utm_source=feedly

iPadを学校に導入しても成功しない５つの法則
1.インフラ整備の準備が整ってないまま導入する
「世間でタブレット端末を使用してる学校が増えてきたから、私の学校でも」気持ちはわからなくもないけ
ど、それなりの準備が必要です。
2.先生自身が目的もなく使う
「なんであなたはiPadを使用するのか」と質問に答えられない先生に、iPadを導入させて使わせても無意味で
す。
あなたの目的やビジョンを明確にして、親、生徒、他の教師にそれを明確にしなきゃいけないでしょう。
3.iPadやアプリの管理をしない
いざiPadを導入したはいいけど、アプリの選択や購入を展開や、管理をできない学校はやはり親としても心配
である。その当たりを明確にしなきゃいけないですね。
4.アプリで授業をする先生
私も常々思っている事ですが、先生達ってアプリをそのまま授業に使っているんじゃないのかなって。
たしかに素晴らしいアプリですが、そのまま授業できるアプリではありません。
教師がiPadで授業を行う最大の過ちの一つは、常に特定のカリキュラムの目標に取り組むアプリを探している
5.他校の先生同士で情報交換しない
先生にも教え方にプライドがあるようですが、もっと他校の先生同士で情報交換しなきゃいけないのではない
でしょうか？
今は、ツイッターとかFacebookとか繋がりが持てるので、利用するのもいいかもしれません。又Web上では
いろんな活用法が記載されているサイト（海外サイト）もありますので、活用してみて下さいね。

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/jalpsjp/view/20130524/1369385394?utm_source=feedly
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://ameblo.jp/kazukensei/entry-11541017477.html
http://ameblo.jp/kazukensei/entry-11541017477.html
http://ipadeducators.ning.com/
http://ipadeducators.ning.com/
http://ipadeducators.ning.com/
http://ipadeducators.ning.com/


タブレット活用　具体的な活用事例



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	  

h5p://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



　タブレット端末（アプリ）



文字が読みやすくなる・要らない情報を削除する

斜め補正や明るさ調整を自動的に行います



小さな文字が見えにくい子・読みにくい子

拡大鏡やコントラスト補正⇒そのまま保存も簡単



記憶することが苦手

ボイスレコーダーやカメラ機能を使えば簡単に記録できます



思考をまとめる

マインドマップや手書きメモなど思いついたらすぐ記録



電子書籍を読む

自分で作成することも簡単です



書くことが苦手

発語の訓練にも使えます

音声入力や五十音キーボード・フリック入力など



手書き

画像に簡単もメモ書きできます



発表する

資料を簡単に共有できます。



教科学習でも便利�（国語）

書き順を保存　　　　手書きパッドで確認



教科学習でも便利�（算数）

立体が分からないときに 数字の練習に使えます



教科学習でも便利�（理科）



教科学習でも便利�（理科）

観察記録等どんな活動でも使えますね



教科学習でも便利�（社会）

GPSの機能はタブレット端末ならでは



教科学習でも便利�（音楽）



教科学習でも便利�（体育）



教科学習でも便利�（社会）



教科学習でも便利�（技術・家庭科）



　タブレット端末（周辺機器）



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。



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の画面を拡大提示する



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


　タブレット端末（ちょっとした工夫）



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



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



「教材＆アイデア100連発」 "マジカルトイボックス教材& アイデア
100連発
障がいの重い子の｢わかる｣｢できる｣
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　マジカルトイボックスの「アイデア&
ヒント」シリーズも3弾になりました。
「１２３」「＋７７」と併せて「１００」のア
イデアがうまれ全部で３００のアイデ
アになりました。
　これらのアイデアは時間と共に利
用がむずかしくなったものもあるかも
しれません。しかしその基本にはオ
モチャや機器に依存することなく，い
つまでも忘れてはならない大切な考
え方も込められています。
　ぜひ，第3弾もお読みいただければ
と思います。
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