
ICT機器を活用した指導の実践

NPO法人支援機器普及促進協会
高松　崇

加西特別支援学校校内研修会



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



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	  

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



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！



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


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




手書き

画像に簡単もメモ書きできます



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！



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。



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



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。



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


Using the SimplyWorks joystick 
to control the iPad

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

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


ablenet
Soundingboard V3.0

http://www.youtube.com/watch?v=pNRU792h_NQ

http://www.youtube.com/watch?v=pNRU792h_NQ
http://www.youtube.com/watch?v=pNRU792h_NQ


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。



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


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/


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


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


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/


iPadの活用事例



Spotlight 検索（探したいアプリは
文字で検索しましょう）



フォルダ管理（同じ用途のアプリを
一つのフォルダにまとめてしまいましょう）



2倍ボタン（iPhone用のアプリをiPadで使う
時にはこのボタンで拡大します）



タイマーの利用（時間が来たら
強制的に止めさせたい時に）



保存したい画面を見つけた
ら、ホーム画面を押しながら
電源ボタンを1回押せばその
画面に表示されたページが
そのまま『写真』の『カメラロ
ール』に保存されます。（この
操作を【画面キャプチャー】と
いいます）

この操作はウェブページだけで
はなく、設定画面やアプリ画面
でもキャプチャーできるので気
になる情報を保存しておくこと
ができます。

画面を保存する



iPadを探す（iCloudより設定します
何処にいるのかを自宅で確認できます）



写真（撮影地のタブを押すと
撮影した場所毎に写真が見れます）



ホーム画面の登録方法は、
はじめにSafariで目的のペ
ージを表示します。その状
態でツールバーの「+」ボタ
ンをタップし、表示された
メニューか ら【ホーム画面
に追加】ボタンをタップし
ます。最後にホーム画面に
表示されるアイコン名を記
入して、画面右上の［追
加］ボタンをタップしてく
ださい。

ウェブページをホーム画面に登録する



ウェブページで表示された画像
を【カメラロール】に保存する方
法です。

保存したい画像を見つけた
ら、表示された画像を長押し
してください。メニューが表
示されるので『画像を保存』
をタップすると ［写真］アプリ
の【カメラロール】に保存さ
れます。

画像を保存する



不必要な通知をしないようにしておきましょう！

いろいろな情報が画面に表示されてることが気になる
子どもには設定しておきましょう。



自動ロックを選択します

電源をつけっぱなしで、違う事をするような場合には
設定しておきます。



パスコードロックを選択します

勝手に使わせたくないときには設定しておきましょ
う。



機能制限を選択します

子どもに使わせたくないアプリや、年齢制限などを設
定できます。



マルチタッチジェスチャーをオフにします

4,5本指の操作で、ホームボタンの代わりが出来ます
が子どもには使いにくいと思います。



アクセシビリティの設定　視覚サポート

個人によってズーム機能や、色を反転を選択します
選択項目の読上はオンにしておくと便利です。



アクセシビリティの設定　学習サポート
（アクセスガイド）

無料アプリなどの広告を押してしまう場合や、子ども
が勝手にアプリを終了させたたくない場合に設定。



アクセシビリティの設定　身体機能サポート

タッチ操作が苦手な子どもには、この機能を使うこと
で操作が簡単になる場合があります。



加西特別支援学校　iPad(情報端末機)使用状況
と課題やニーズについて



空き時間の余暇として使用している。動き、音の楽しいもの
に担当の生徒は反応している。









教科・自立活動等の時間に学習アプリを使っている。
（英語，漢字、ひらがな、かず）



パワーポイントで説明…Ｋｅｙｎｏｔｅ



iPad  Splashtop



iPad  Microsoft Office Web Apps



iPad Kingsoft Office



タイマー









動画機能を使って、生徒にメッセージを伝える



使ったことがないので、スイッチの入れ方や
使い方を知りたい。



様々なアプリの情報を知りたい



コミュニケーションツールとして使えるアプ
リを知りたい









画面に正確に触れられない生徒の活用法



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



児童の実態に合ったサプリの選択、提示の仕方、活用方
法、保護者との連携、小さい頃から自由にどんどんつか

っていいのかどうかを教えて欲しい



電車に乗るための手順表をカードにして持たせ
ているが、iPadやいずれiPonにかえるとした
ら、どのような使い方があるのか教えてください



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/

