
ＩＴ機器の操作ってむずかしそう。 

どうやって使えばいいの？  

さつき保育園

NPO法人支援機器普及促進協会　理事長 !
高松　崇



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 mini

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５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・・・



将来の端末



Ring

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



SENSE 3D SCANNER

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



ARで動く教科書



アンキスナップ



iPad



iPad

16GB 32GB 64GB 128GB
iPad	  Air 48,800 58,800 68,800 78,800

iPad	  Re9na 37,800

iPad	  mini	  
Re9na	  

38,800 48,800 58,800 68,800

iPad	  mini 29,800

Wi−fiモデルの場合

購入金額の比較（税抜）



iPad	  Air iPad	  Re9na iPad	  mini	  	  
Re9na	  

iPad	  mini

重量 469 652 331 308
ディスプレー	   Re9na Re9na Re9na
チップ A7 A6X A7 A5
コネクタ Lightning Lightning Lightning Lightning
音声入力 Siri Siri Siri Siri

iPad	  各モデルの比較



Appleの障害者向け特別販売 
プログラム 

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html


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。



iPad	  の活用例



操作練習



まずは、どこでも!
好きなところを!
触ってみよう！!



スヌーズレンと!
しても使えます!



楽器が難しい!
子どもでも大丈夫!



大きなボタンから!
小さなボタンへ!



動いているものを!
タッチしてみよう!
簡単なビジョン!
トレーニング!
としても使えます!



なぞる練習です!
絵を書いたり!
文字を書く!
基本操作を習得!
します!



簡単なお絵かき!
音が鳴るので!
楽しいです!



簡単なぬりえ!
綺麗に塗れる!
楽しさを知ろう!



基本操作の!
集大成です！!
好きなケーキを!
作ってみよう！!



読めない



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。



内蔵辞書
辞書や辞典が上手く使えなくても、
タブレットならば、すぐに調べられます
ね。
目的の意味が分からなければ、すぐにイ
ンターネット上から検索も可能です。



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。













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


書けない



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！



Siri(音声入力）



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。

いろいろなキーボードが選択できます
ローマ字入力 五十音キーボード 日本語フリック入力　等
インターネット接続環境にあれば音声入力も可能です









記憶が苦手





発語













考えをまとめる





きれいに書く









ビジョントレーニング









タイムエイド・スケジュール











AAC















VOCA













周辺機器など



バフによってラップされたiPadの料理



子どものためのiPadケース

http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-IPAD312BL

http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-IPAD312BL


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



iPadの画面を拡大提示する



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

「合理的配慮」「LD・普通教室」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード



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

http://maho-prj.org/

魔法のランプ

http://maho-prj.org/


香川大学教授　　坂井　聡



hFp://npo-‐atds.org

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

