
「中級コース  第１回

 タブレットの基本操作 
スケジュールアプリの使い方 」

発達障がい児・者の支援者へのiPad講習会

主催：NPO法人チャイルズ

講師：NPO法人支援機器普及促進協会
理事長　　高松　崇



中級編のポイント
ダウンロードしただけでは

子ども達の趣味・嗜好には合わないですね。

そんな時に、自分たちで
子どもに合った内容に変更すれば
もっとIPADの価値もあがります。

そんな、ちょっと加工する！
をテーマにご紹介します。



保護者の方々の願い
自分の写真や動画を親が何もしなくても，一人で繰り返し見られる。

親からの予定，外出先の提示。

子どもからの予定，外出先の選択

外出時，ＰＥＣＳの代わりに使いたい。

待ち時間，余暇時間の活用

簡単な文字，ひらがな，数の勉強に使いたい。

子どもの伝えたいことが周りの人に伝わるとよい。

話せないところをスマホで補いたい。

自分の意思を伝えたい

音楽や画像を自分で選んで楽しめるとよい。

言葉がないので何とか言いたいことを伝えてほしい。

　　　　　　等、様々です。



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ＡＴ支援）
　　　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）

　　　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

　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター



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3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



将来の端末



iPhone	  Concept	  Features

h6p://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

h6p://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


Andoroid	  (	  Nexus7	  ,	  Kindle	  Fire	  HD	  等）

iOS	  (iPhone	  ,	  iPad	  ,	  iPad	  mini)

スマートフォン（多機能電話）
タブレット型多機能端末



なにを選べばいいのかなぁ？

外出支援 学習支援

Apple	  Store	  	  	  ,	  	  	  	  Apple	  Online	  Store

android

外出利用あり 主に自宅利用

スマートフォン タブレット端末
その他

家電量販店

携帯プレーヤー

PSP,DS…

容量　１６，３２，６４ギガ

大きい物→小さい物（iPad→iPad	  mini→iPod	  touch	  ,	  iPhone）
Wi-‐fi⇒3G	  ,	  Cellular(LTE)



Wi-fi + Cellularモデル
購入場所：
　Apple Store , Softbank , au
費用：
　月々に通信費がかかります 　5,775円
メリット：
　でこでもインターネット接続が可能です
デメリット：
　毎月の通信費がかかります

Wi-fi + Cellularモデル
購入場所：
　Apple Store , Apple Online Store ,
　家電量販店
費用：
　機械代のみで、通信費はかかりません
メリット：
　費用が安くすみます
デメリット：
　Wi-fiエリア内でしかインターネット接続できません



Apple　iPad  ,  iPad mini
            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus7  ,  Nexus10
            (7inch　　　　１０inch)

Amazon   Kindle Fire HD
            (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 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～ 27,800～ 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



スマートフォン・タブレット端末
メリット：
操作性：直感的な操作、ボタンの少なさ
携帯性：校外学習にも便利　その場で編集
堅牢性：ウィルスの少なさ、システムが安定
多様性：使いたい物だけをインストールする
即時性：使いたい時にすぐ使える
価格優位性：比較的安価（専用機より安価）
ユビキタス：時空自在、
　　　　電子データならではのデータ共有
　　　　拡大提示の容易さ
　　　　個に合わせた設定が可能
　　　　視覚・聴覚支援



スマートフォン・タブレット端末
デメリット：
破　損：精密機器故に故障のリスクは高い
重　量：iPadの場合、子どもが持つには重い
　　　　iPad(652㌘）、iPad mini(308㌘）
大きさ：机に載せるには大きすぎる
　　　　iPad(185×241㎜）、iPad mini(135×200㎜）
設　定：初期設定など、苦手は人には難しい
操作性：アテトーゼや視覚障害者にとっては
　　　　フラットパネルは操作しにくい
マルチユーザー：対応していない
カスタマイズ　：マウスポインターが存在しない
　　　　ので、外部スイッチで操作が困難



iPad miniとiPad Retina、iPad2、
初代iPadのスペック比較表
初代iPad iPad2 New iPad iPad

Retina
iPad
mini

プロセッサ A4 A5(デュアルコ
ア）

A5X（デュア
ルコア　フラフ
ィック　クアッ
ドコア）

A6X A5(デュアルコ
ア）

ディスプレイ 1024×768 1024×768 2048×1536 2048×1536 1024×768

カメラ × １Mピク
セル

５Mピク
セル

５Mピク
セル

５Mピク
セル

通信 ３G ３G 4G Cellular
(LTE)

Cellular
(LTE)

ミラーリング × ○ ○ ○ ○
画面サイズ 9.7inch 9.7inch 9.7inch 9.7inch 7.9inch



iPad

16GB 32GB 64GB 128GB

iPad	  Recna 49,800 59,800 69,800 79,800

iPad	  mini 32,800 42,800 52,800

iPad2 39,800

Wi−fiモデルの場合

Wi-‐fiモデル	  	  	  iPod	  Touchが大きくなったものです。
Cellularモデル　iPhoneから電話機能がなくなったものです。



Appleの障害者向け特別販売
プログラム



Appleの学生・教職員割引



iPad , iPad mini , iPod , Mac
などの購入をお考えの方は
是非ご相談ください。



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://buriki.kokoro-rb.jp/

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


基本的な使い方
幾つかの機能を実際に触って見ましょう！

ほとんどは買った時に入っているアプリケーション
で出来ます。



各部の名称と電源の切入



文字入力の仕方



iPadの設定



各種設定



Wi-fi(無線LAN接続の設定
一度登録したネットワークは自動的に接続します）



自動ロック(使っていなければ設定した時間がくれば
画面が消えます）



パスコードロック（子どもが勝手に使えないようにし
たい時に設定します）



機能制限（子どもに使わせたくない機能を
選択できます）



本体横のスイッチの機能（画面の向きをロック
消音のいずれかを選択できます）



アクセシビリティ（使いにくさを個別に設定すること
で、多少解消できます）



アクセシビリティ（ホームボタンのトリプルクリック
で各機能を呼び出せます）



キーボード（使いたいキーボードの選択や
辞書機能で良く使う言葉を登録しておきます）



Facetime(Wi-fiモデルはApple-IDとメールアドレ
スで固有の機器を特定します）



iTunes Store（同じApple-IDの機器が複数ある場
合に便利です）



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



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



買った時に入っているアプリ



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。

覚えられないことは画像で保存しておきましょう。



ビデオ
体の変調などすぐ撮影して、病院で見てもらえます。

急な体調の変化など、病院ではうまく説明の
出来ないことって良くありますよね。
そんな時にビデオで撮影しておいて、病院で
再生っていう使い方も簡単に出来ますよね。

訓練の様子をビデオ撮影なども簡単です。

学校での見通し、一日の振り返り、記録など
画像ではわかりにくい事も、動画であれば
子ども達にもよくわかります。



アルバム管理
一杯撮った画像や映像を簡単に整理！

沢山、撮りためた画像や映像はそのままでは、
すぐに見つけれらません。
そんな時には、アルバムのアプリを
うまく使いましょう。

これ以外にも、沢山あります。

iフォトアルバム



写真
撮影地別に撮った写真が確認できます

1 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。

詳しい方法は支援部まで
お問い合わせ下さい。



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。



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。
（詳しくは支援部までお問い合わせくだ
さい）



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。

素晴らしいひらめきは、いつやってく
るかわからない。だから、いいアイデ
アが浮かんだら、忘れてしまう前にメ
モに記録しておきましょう。iCloud
を使えば、あなたのすべてのメモがあ
なたのすべてのデバイス上に現れ、い
つでもあなたについて行きます。つま
り、大切なことも、それほどではない
ことも、とりあえずメモに書いておけ
ば安心、というわけです。

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


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。



FaceTime
外出先で困った時にはテレビ電話

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。



メール
連絡には電話やメールを使い分けよう

これまでのやりとりを一目で。
メールアプリケーションは関連するメッセージを
1つのスレッドにまとめるので、これまでのやり
とりをチェックするのが簡単です。一番上には最
新のメッセージが、その下には最初のEメールと
それに対する複数の返信がまとめて表示されま
す。大切なEメールを特別扱いできるようVIPリス
トも設定でき、VIPからのEメールには星が表示さ
れ、届いたら通知が送られます。さらにiCloud
は、あなたが使っているどのデバイス上でも、
VIP扱いのEメールを認識します。



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！



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。
「妻にあと15分で着くとテキストメッセージを
送って」「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。



アクセシビリティ
障害のある人のために多くに機能があります

1本の指またはスタイラス（別売
り）を使ったマルチタッチジェス
チャーでの入力をできるようにし
ます。ヘッドセットやスイッチなど
の適応入力デバイスにも対応する
ので、iPadのすべての機能を活用で
きるようになります。

アシスティブタッチ



アクセシビリティ
障害のある人のために多くに機能があります

iOS 6では、「ガイド付きアクセス」は自
閉症などを持つ学生のみなさんが作業やコ
ンテンツに集中できるようにサポートしま
す。この機能を使えば、ご両親、教師、管
理者のみなさんは、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
ッチ入力を制限することで、1台のiOSデ
バイスで使えるアプリケーションを1つだ
けに制限することができます。

アクセスガイド



アクセシビリティ
障害のある人のために多くに機能があります

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。



用途別アプリケーション



操作練習に使う
余暇活動に使う
学習に使う
生活に使う
支援者が使う

主な用途別分類



見通しを立てるアプリ



スケジュール





















タイマー





























iPadを操作するための工夫



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



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



ipad2/ipad3/ipad4 専用 
Griffin一世代 サバイバー　防水耐衝撃ケース



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


参考書籍のご紹介



特別支援教育とAT(アシスティブテクノロジー)
国立特別支援教育総合研究所　金森　克浩



東京大学先端科学技術研究センター　　中邑 賢龍



魔法プロジェクト　研究成果

あきちゃんの魔法の
ポケット 魔法のふでばこ 魔法のじゅうたん



香川大学教授　　坂井　聡



「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


http://npo-atds.org

本日の資料のダウンロード方法

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org


h6p://npo-‐atds.org

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org

