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今日はこのカラーです



本日の資料
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SCC  特別支援教育専門家チーム
　　　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　ＳＯＲＤ（希少難病患者支援事務局）　システムアドバイザー
      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
　　　ＮＰＯ　奈良ＤＡＩＳＹの会　会員

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

h)p://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

h)p://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



最近の話題



障害者差別解消法
障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す
「障害者差別解消法」が7月１９日午前、参院本会
議で全会一致で可決、成立した。

   施行は３年後の２０１６年４月。何が差別に当たる
   か、政府は今後、基本方針を策定する。

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95&r=reflink
http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95&r=reflink


条文では、

障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた

合理的配慮をしないことを禁じ、障害者の性別

や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障

壁」を除去するよう求めた。



合理的配慮とは
国連の障害者権利利条約では、障害者が他者と平等な⽣生活を

するために、必要かつ適切切な調整／変更更を⾏行行う「合理理的配

慮」を規定している。紙の教科書に対して読字困難がある

⽣生徒に電⼦子教科書の使⽤用を認めること、鉛筆での書字困難

がある学⽣生にPCでの筆記を認めることは合理理的配慮だ。

東京⼤大学  先端科学技術研究センター  近藤武夫准教授



学校では

鉛筆やペンでの書字が困難な学⽣生に対して、授業や

⼊入試へ参加するための代替⼿手段を認めないことは、

同法の差別禁⽌止および合理理的配慮の否定に抵触す

る。さらに、本⼈人が申請する代替⼿手段の利利⽤用につい

て、学校側は検討する義務が発⽣生する。

東京⼤大学  先端科学技術研究センター  近藤武夫准教授



障害者差別解消法
合理的配慮については、行政機関（国と自治体や公立

学校、福祉施設など）に対し法的に義務化。民間事業

者に対しては努力義務。

報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、

２０万円以下の過料が科される。



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/












タブレット端末って何？



コンピュータ製品の分類の一つで、板状の筐体の片面が触
れて操作できる液晶画面(タッチパネル)になっており、ほと
んどの操作を画面に指を触れて行うタイプの製品のこと。ま
た、特に、そのような製品のうち、スマートフォンと共通の
OSやアプリケーションソフトを使用する製品のこと。パソ
コンと共通のOSなどを用いる製品は「タブレットPC」と呼
ぶ場合がある。

IT用語辞典　e-Wordsより
http://e-words.jp/w/E382BFE38396E383ACE38383E38388E7ABAFE69CAB.html

そもそもiPadに代表される
タブレット端末って何？

๏ 持ち運べる携帯性
๏ 直感的な操作性
๏ 自分の好きなようにカスタマイズ
๏ Wi-fiや3G回線を利用してどこでも情報収集、
整理、発信が出来る



スマートフォンとはどう違うの？

�画面が大きいため文字が見やすく、画面内に表示さ
れるボタンやキーボードが押しやすいところです。ゲー
ムや動画の再生画面にも迫力があります。
このような点からタブレット端末は、年齢を問わず、デ
ジタル機器の操作に不慣れな方にも見やすく、使いや
すい端末といえるでしょう。

また、電話機能はついていません
（電話機能がある場合には、大きなスマートフォンにな
りますね！） NTT東日本より

http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html

http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html
http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html


それじゃあスマートフォンって何？

携帯電話とパソコン機能（ＰＤＡ）の合体

アプリケーション（ソフト）がカスタマイズ
　出来る（AppleStoreには約７０万強もあります）

Wi-fi（無線通信）が可能 画面をタッチ
する携帯のこ
とではありま
せん+



パソコンとはどう違うの？

�パソコンと比べた場合のメリットは、まず持ち運びやす
い点です。端末の大きさはA5サイズからA4サイズ程
度で、ネットブックと同じ位かひとまわり小さいサイズ。
キーボードが具備されていないためネットブックよりも
薄くて軽く、無線LAN接続の範囲内ならどこからでもイ
ンターネットにアクセスできるため、家の中だけでなく
外出や旅行の際にも気軽に持ち歩いて利用できます。
また、タッチパネルで操作するので、初めて使う方でも
簡単に操作することができます。

NTT東日本より
http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html

http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html
http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html


要するにタブレットとは…

NTT東日本より
http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html

http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html
http://www.ntt-east.co.jp/whats_up/62.html


どんな種類があるの？
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 Windows8

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



容量はどれくらい必要なの？

メモリ容量
アプリ   　        20MB（500本で10GB）
画像                    3MB（3,500枚で10GB）
音楽                  10MB（1,000曲で10GB）
電子書籍　        50MB（200冊で10GB)
YouTube映像     20MB（500本で10GB）

ほとんどのタブレットは16,32,64,(128)GB
の容量が選択できます



Wi-fiって何？

๏ 3G,4G（LTE）

各通信会社の電話網を使ってインターネットに

接続します（名称の違いは規格による速度の違いを表します）

๏ Wi-fi（無線LAN)

もう少し、丁寧に説明してみると・・・

「無線LANでインターネットに接続すること」



これまでの機器とどう違う？



教室の中にはたくさんの物があります
๏ 時計
๏ テレビ（ビデオデッキ）
๏ 黒板（電子黒板）
๏ ラジカセ
๏ 懐中電灯
๏ 内線電話
๏ デジタルカメラ（ビデオカメラ）
๏ オルガン（ピアノ）
๏ （プロジェクター）
๏ （拡大提示装置）
๏ ・・・



タブレットだと便利な事って何？
๏ ボイスレコーダー
๏ カメラ・ビデオ
๏ メモ
๏ スケジュール
๏ メール
๏ アラーム（時計）
๏ インターネット
๏ 電卓
๏ カレンダー
๏ ビデオプレーヤー
๏ ・・・



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
๏ 手書き操作・タッチ操作
๏ 拡大・縮小（ピンチ）
๏ 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
๏ ・・・



具体的に見てみましょう！
後ほど実際に触ってみて下さい



タブレット端末の活用シーン
先生が使う
拡大提示
教材作成
個別支援（合理的配慮）に使う
グループで使う
一人一台で使う



先生が使う
拡大提示
教材作成



拡大提示装置として　　カメラ

授業の振り返りや記録にも使えま
すね！

Wi-fiを利用すれば更に便利ですね



振り返り、記録　CamScanner…



動画教材の提示　ビデオ
作業や手順を教えるときには便利ですね

工作、家庭科、体育など
動きのあるものや動作などは提示には
ビデオ機能がとっても便利ですね



動画教材の作成　iMovie…



テレビ会議に利用　　FaceTime



電子書籍　　Daisy…



教材作成　Keynote…



自習教材作成　Recopon…



画像編集　TouchColor…



ビジュアルタイマー



個別支援に使う



聞く事が困難
作業手順書
拡大提示
カメラ
メモ

ボイスレコーダー
補聴器
拡声器
…



話す事が困難
マインドマップ
手紙メモ
メール
発生練習
言語練習
…



読む（音読）ことが困難
ビジョントレーニング
音声読み上げ
文字の拡大
コントラスト

選択項目の読み上げ
VoiceOver
ズーム
大きな文字で表示
カラーを反転



書く事が困難

カメラ
キーボード入力
音声入力

ボイスレコーダー
罫線、ワークシート

…



計算する事が困難

電卓
数の学習
暗記の練習

ビジョントレーニング
カメラ
…



記憶する事が困難

カメラ
メモ

ボイスレコーダー
手書きメモ



グループ（班）で使う



発表する



共同作業



共同作業



個別（１対１）で使う



オススメサイト



http://www.con3.com/rinlab/2012/07/ipad-2.html

http://www.con3.com/rinlab/2012/07/ipad-2.html
http://www.con3.com/rinlab/2012/07/ipad-2.html


教科で使う



教科学習でも便利�（算数）



教科学習でも便利�（理科）



教科学習でも便利�（理科）



教科学習でも便利�（社会）



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）



今日のまとめ



タブレットの可能性

๏ 書けない
๏ 読めない
๏ 聞けない
๏ 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。



参考資料です



電子黒板



授業で使おう新しい技術　佐伯教育事務所　ICT研修会

http://www.youtube.com/watch?v=nIVcV-UYIpM

http://www.youtube.com/watch?v=nIVcV-UYIpM
http://www.youtube.com/watch?v=nIVcV-UYIpM


電子黒板を活用した授業と教材６

http://www.youtube.com/watch?v=ZVxq9ULChHs

http://www.youtube.com/watch?v=ZVxq9ULChHs
http://www.youtube.com/watch?v=ZVxq9ULChHs


【UPIC導入事例】宮城県富谷町立東向陽台小学校_算数

http://www.youtube.com/watch?v=VxjrkrjM_R8

http://www.youtube.com/watch?v=VxjrkrjM_R8
http://www.youtube.com/watch?v=VxjrkrjM_R8


Windowsタブレット



石狩市＠石狩市のＩＣＴ教育① 2011/09/08

http://www.youtube.com/watch?v=eMArJEveVs0

http://www.youtube.com/watch?v=eMArJEveVs0
http://www.youtube.com/watch?v=eMArJEveVs0


ごとうチャンネル三井楽小学校ＩＣＴ教育公開授業開催

http://www.youtube.com/watch?v=Ipu0gksaFK0

http://www.youtube.com/watch?v=Ipu0gksaFK0
http://www.youtube.com/watch?v=Ipu0gksaFK0


iPad



http://www.youtube.com/watch?v=4UBDTMF8O6E

近未来の授業？　教育の場でタブレット端末の可能性

http://www.youtube.com/watch?v=4UBDTMF8O6E
http://www.youtube.com/watch?v=4UBDTMF8O6E


産学官連携ICT機器利活用実践研究授業 
佐伯市立佐伯東小学校

http://www.youtube.com/watch?v=w7tSQCFx_lw

http://www.youtube.com/watch?v=w7tSQCFx_lw
http://www.youtube.com/watch?v=w7tSQCFx_lw


フューチャースクールで最先端のICT教育を実践した
岡山県・哲西中学校

http://www.youtube.com/watch?v=VvxdoA5_IL4

http://www.youtube.com/watch?v=VvxdoA5_IL4
http://www.youtube.com/watch?v=VvxdoA5_IL4


iPadロイロノート



Android



アンドロイド端末を使った授業
～情報社会をどのように生きるか～

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

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


先進的ＩＣＴに感嘆　県教委が致遠館中を視察【佐賀新聞】

http://www.youtube.com/watch?v=tyNI7soIMrc

http://www.youtube.com/watch?v=tyNI7soIMrc
http://www.youtube.com/watch?v=tyNI7soIMrc


中・高校での活用



【広尾学園】「広尾学園×iPad×ICT教育」カンファレンス2012

http://www.youtube.com/watch?v=ZSkofL-l-J8

http://www.youtube.com/watch?v=ZSkofL-l-J8
http://www.youtube.com/watch?v=ZSkofL-l-J8


1114　WBS　教育現場にタブレット

http://www.youtube.com/watch?v=gIf3YRAUeLQ

http://www.youtube.com/watch?v=gIf3YRAUeLQ
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iPadを使った授業風景

http://www.youtube.com/watch?v=XzgvBpEzm3k

http://www.youtube.com/watch?v=XzgvBpEzm3k
http://www.youtube.com/watch?v=XzgvBpEzm3k
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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
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100連発
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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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