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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
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本日の内容!
!

 タブレット端末の概論!

 通常学級で教師が教材提示として使う!

 特別に支援が必要な児童生徒が!
　 個別支援機器として使う!



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在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


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



Ring

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



SENSE 3D SCANNER

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



UBI



実世界の物に対してタッチ操作可能な次世代UI 
DigInfo



①タブレット端末の概論



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）



iPad

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

iPad2 39,800

iPad	  mini	  
ReBna	  

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。



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



将来の端末②



Google Glass How-to



MYO



SIGMO



ARで動く教科書



アンキスナップ



②教師が教材提示として使う



電子黒板として
GoogleMapを提示 
!

Webサイト 
マップ 
既存の写真 
カメラ撮影画像 
などに簡単に 
書き込めます 
!



電子黒板として
教科書を提示 
!

予め電子書籍として 
iBooksや 
i文庫HDなどへ 
保存しておくと 
便利です 



電子黒板として

教科書を提示 
!

予め電子書籍として 
iBooksや 
i文庫HDなどへ 
保存しておくと 
便利です 



電子黒板として

NHK for School 
を視聴してみよう 
!

フラッシュで作成 
されたサイトは 
Puffinなどのアプリ 
で視聴します 
!



拡大提示装置として

カメラ機能で 
資料提示 
!



拡大提示装置として

ビデオ機能で 
手元操作提示＆ 
録画再生 
!



拡大提示装置として

テレビに接続して 
みんなで聞いてみよう 
!



遠隔授業

授業のストリーミング
（ライブ）配信も可能
です。 
!



PPT教材を提示



Office PowerPoint2010



PPT2010　ブロードキャストスライドショー



Splashtop

http://www.splashtop.com/ja/personal#overview-tab

http://www.splashtop.com/ja/personal#overview-tab


Microsoft Office Web Apps

http://office.microsoft.com/ja-jp/academic/

http://office.microsoft.com/ja-jp/academic/


iPad Kingsoft Presentation

https://itunes.apple.com/jp/app/kingsoft-presentation/
id666827602?mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/kingsoft-presentation/id666827602?mt=8


教材作り

演習①　 
ひらがな 
カタカナ 
漢字 
英語 
歴史問題 
など 
対象年齢は２歳から 
１２歳ぐらいまで 
個に合わせた教材作り 



教材作り

ePub3という電子書籍
の標準フォーマットで
書籍を作成します 



教材作り

紙のプリントを撮影し
て、答えの部分に好き
にマスクをかけること
が出来ます。 



教材作り

立体で見せたい時に、
手軽に３６０°の立体映
像を作成します。 
画像に注釈をつけるこ
とも可能です。 
児童生徒の作品を立体
でデジタルポートフォ
リオなどにも利用でき
ます。 



教材作り

AR（拡張現実）とい
う機能を上手く利用し
た天体観測アプリです。
星空にかざすだけで、
夜空に星座盤が重なっ
て見えます。 



教材作り

雲の流れや星の動き、
昆虫の成長記録など、
定点観測が簡単にでき
ます。 



教材作り

学校からの避難路マッ
プを作る際に、標高差
や距離を簡単にシュミ
レーション出来ます。 



教材作り

ストリートビューでは 
山、海、動物園、植物
園など、車の入れない
場所でも見れるように
なって来ています。 



教材作り

Before・After 
見本演技との比較など 
動画を同時に見ること
が出来ます。 



教材作り

動画、画像、文字を使っ
た手順書を簡単に作成
できます 



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 



③個別支援機器として使う



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。



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。
!



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。



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！



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。

Siri



書くことが困難

聴覚優位の子どもには
基本はボイスレコーダー
ですが、手書きで注釈 
を入れることで、聞き
たい箇所をすぐに呼び
出せます 



書くことが困難

画像、テキスト、手書
きなどで必要な項目を
保存しておきます。 



書くことが困難

数字を綺麗に書くこと
の練習に使えます。 
!



読むことが困難

DAISYフォーマットの
電子教科書は、肉声に
よる読上とハイライト
表示が特徴です。 
日本リハビリテーショ
ン協会に申請します。 



アクセシビリティ









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。



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



参考書籍



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



マジカルトイボックス



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



はげみ　6.７月号 



hIp://npo-‐atds.org

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

