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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

h3p://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

h3p://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 Store

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

現在90万本以上



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 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）



iPad  Splashtop



iPad  Microsoft Office Web Apps



iPad Kingsoft Presentation



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
・・・



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



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　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」



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/


具体的に見てみましょう！



視覚障害

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

あらゆる情報を音に変換

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


上肢障害児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


http://getnews.jp/archives/365337

http://getnews.jp/archives/365337
http://getnews.jp/archives/365337
http://getnews.jp/archives/365337
http://getnews.jp/archives/365337
http://getnews.jp/archives/365337


聴覚障害

あらゆる情報を文字に変換

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

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




手書き

画像に簡単もメモ書きできます





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


知的障害

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






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。



お気に入りをホーム画面に追加



自閉症・発達障害など



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



きれいに書く



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！



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



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



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！



アクセシビリティ
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。



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



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



触らずめくる



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

用事を片づける。
「6時半に起こして」などと話しか
けると、Siriはどのアプリケーショ
ンを使えばいいのかを自分で判断
し、まるであなた専属のアシスタン
トのように返事をします。
FaceTimeのビデオ通話をスタート
する。メッセージを送信する。会議
のスケジュールやリマインダーを設
定する、などなど。Siriにできるこ
とは、ほかにもたくさんあります。



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。



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 - 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


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


OAK

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

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


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


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/


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



「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｣みんなで「楽しめる」" 

編著者：金森克浩 
価格：1,575円 
発売日：2013年08月10日 
発行：エンパワメント研究所

　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。

http://kinta.cocolog-nifty.com/kinta/2013/07/post-79f7.html
http://kinta.cocolog-nifty.com/kinta/2013/07/post-79f7.html
https://www.space96.com/php/user/index_read.php?store_id=empower
https://www.space96.com/php/user/index_read.php?store_id=empower


h3p://npo-‐atds.org

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



