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今回のカラーは!
これです



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



http://npo-atds.org

本日の資料のダウンロード方法

http://npo-atds.org


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 Air

Mac Book Pro

AirMac Express



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/


瞭のメカ好きは６才から始まりました。
iPad

Wii
PC

iPod	  Touch



情報端末を利用するのは…

本人の力

支援や 
ツール

周囲の 
理解

健常児

障害児

自立訓練 
歩く、話す

訓練と支援のバランスが大切

ＩＣＩＤＨ：ＷＨＯ国際障害分類  
（１９８０）の障害構造モデル

ＩＣＦ：国際⽣生活機能分類  
（２００１）の⽣生活機能構造モデル



個別支援とは…



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

http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html


http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html
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http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2013-06/19.html


将来の端末



iOS7 Accessibility スイッチコントロール

ポイントモード項目モード



OAK 

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

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


The Eye Tribe Tracker  

http://www.youtube.com/watch?v=2q9DarPET0o

http://www.youtube.com/watch?v=2q9DarPET0o


Ring

http://www.youtube.com/watch?v=pkrbYoror7A



SENSE 3D SCANNER

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



タブレット端末



Apple　iPad Air ,  iPad mini	

            (9.7inch   7.9inch)	

!

Google   Nexus10  ,  Nexus7	

            (10inch  7inch)	

!

Amazon   Kindle Fire HD	

            (8.9inch  7inch )	

!

Microsoft   Surface2　，Surface Pro	


            (10.9inch)



会社 Apple Google Amazon Microsoft

機種 iPad Air
iPad mini	

Retina

Nexus10 Nexus7
KIndle fire 

HD
Surface  2

画面サイズ 9.7 7.9 10 7 7 10.6

重量 478 331 603 290 395 680

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯

ストレージ 16,32,	

64､128

16,32,	

64,128

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

OS iOS7 iOS7
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 51,800～ 41,900～ 36,800～ 27,800～ 15,800～ 39,800～

主な特徴 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

書籍 Office 
アプリ



iPad



Apple Store

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

現在90万本以上

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


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   iPad mini

　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）



iPhone5s iPad mini iPad Air

4インチ 7.9インチ 9.7インチ

画面の大きさ比較 （絵カードコミュニケーションで比較）



iPhone5s

iPad mini

iPad Air

重量

軽い

重い

画面

小さい

大きい

持ちやすい

持ちにくい 操作しやすい

操作しにくい

学習には適する

生活には適する

iPod Touch

比較的安い

比較的高い

比較的高い



iPad

16GB 32GB 64GB 128GB
iPad	  Air 51,800 61,800 71,800 81,800

iPad2 39,800

iPad	  mini	  
ReAna	  

41,900 51,800 61,800 71,800

iPad	  mini 31,800

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。



iPad	  各モデルの比較
iPad	  Air iPad2 iPad	  mini	  	  

ReAna	  
iPad	  mini

重量 469 601 331 308
ディスプレー	   ReAna ReAna
チップ A7 A5 A7 A5
コネクタ Lightning 30ピン Lightning 71,800
音声入力 Siri Siri Siri

発売 11/1より 発売中 11月中より 発売中



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。



標準アプリケーション



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。
!



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

フィルタリングをかけたい場合に
は、機能制限でSafariを使用不可
にして,「Yahooキッズ」
や「テベリ」「iフィルター」など
のアプリをインストールしておき
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。



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/


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/


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

外出中に道に迷った時には、
Facetimeで周囲の景色を知ら
せましょう。
!
他にも、遠隔授業など
使い道は沢山あります。
!



メール連絡には電話やメールを使い分けよう

言葉のコミュニケーションが
苦手・出来ない人には
文字でのコミュニケーションは
大切な手段です
!
文字入力が出来なくても、音声
入力も可能です。



マップ何処にいるのか、どうやって行くのかはマップ

地図が読めない場合には、
目の前の景色にナビゲーショ
ンを表示するアプリもありま
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。



基本的な活用



活用のポイントは 

タブレット端末である必然性 
!



タブレット（手書き） 
直感的な操作



を使うと…

手書きの数字を 
認識し計算

手書きの文字を 
認識し発声

丁寧に書く事の意味が 
理解しやすい



を使うと…

書いている瞬間を 
記録 手書き文字を認識

書き順が確認 
できる



を使うと…
電子書籍で 

読みやすいように 
カスタマイズ

画像編集や 
画像閲覧も 
らくらく

拡大、縮小で 
自由自在



インターネットに接続



を使うと…

ファイル共有 ナビゲーション

いつでも、どこでも 
情報にアクセス



AR(Augmented Reality) 
拡張現実機能



を使うと…

目の前の景色に 
矢印が表示

地図が読めなくても 
ナビゲーション

塗り絵の紙が 
３Dで動き出す

2Dを３Dに 
分かりやすい教材作りに



GPS(Global Positioning System)  

全地球測位システム



を使うと…

自分のいる地点 
の標高が表示

自分の歩いた距離 
を瞬時に表示

これまでには出来なかった 
可視化が可能



カメラ＋大きな画面



を使うと…

板書の記録 ビデオ連絡帳



を使うと…

Gifファイル 
コマ撮り 動画の比較

画像編集は 
とても簡単



を使うと…

顔の動きで 
ページめくり

目の動きで 
VOCAを操作

フロントカメラを利用することで 
Natural User Interface



を使うと…

注目させたい箇所に 
動きをつけたり

注目させたい箇所のみ 
カラー表示したり

注目してほしい箇所を 
事前に注視できます



を使うと…

脈拍を測定をしたり 視野の測定をしたり

健康管理にも 
応用できます



3軸ジャイロセンサー 
物体の角度や角速度を検出する



を使うと…

ラビリンスゲーム 
微細な動きの練習に 

上下左右から 
雪がふります



教科で使う



教科学習でも便利�（国語） 



教科学習でも便利�（国語） 



教科学習でも便利�（国語） 



教科学習でも便利�（国語） 



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�（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�（技術・家庭科） 



教科学習でも便利�（保健） 



教科学習でも便利�（情報モラル） 



教科学習でも便利�（情報モラル） 



遠隔授業 



e-learning 



e-learning 



e-learning 



e-learning 



授業で共有 



授業で共有 



授業で共有 



授業で共有 



授業で共有 



授業でプレゼン 



授業でプレゼン 



授業でプレゼン 



アクセシビリティ



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。



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。











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

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



iOS7 SwitchControl



ポイントモード項目モード

障害のある人のために多くに機能があります
アクセスガイド



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


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


音声教材BEAM（mp3) 

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/


周辺機器など



バフによってラップされたiPadの料理



iPadをスイッチで操作



できiPad

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/


導電指サック



自作スタイラスペン



その他



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


活用のポイント



疑似体験　（AR）!
!

つながる　（SNS）!
!

共有　　　（Cloud）!
!

ユビキタス（Wi-fi）!
!

記憶　　　（Video,Sound）!
!
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魔法プロジェクト　研究成果
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香川大学教授　　坂井　聡
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おまけ



障害のある人に便利なアプリ紹介サイト

http://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-iphon4.html

http://okakohei.com/archives/402

滋慶医療科学大学院大学講師　岡　耕平先生のサイト 
障害や病気で困難をかかえた人の生活・学習・就労を支援するた
め、テクノロジーの活用や環境調整による具体的な支援方法とそ
の効果について研究しています。

http://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-iphon4.html
http://okakohei.com/archives/402


障害のある人に便利なアプリ紹介サイト

http://blog.keaton.com/2013/10/apps-for-kids-2013.html

http://blogs.yahoo.co.jp/bunnene2011

時計パズルやYumYumかたちパズルなど 
支援学校の子どもたちに大人気のアプリを 
作っている三宮さんのブログ

学習障害児の教材作りでは 
大人気！　赤江小学校の井上賞子 
先生のブログ 

http://ameblo.jp/kazukensei/theme2-10024589628.html

http://blog.keaton.com/2013/10/apps-for-kids-2013.html
http://blogs.yahoo.co.jp/bunnene2011
http://ameblo.jp/kazukensei/theme2-10024589628.html
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