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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



歩けることより移動できること、 

しゃべれることよりもコミュニケーションできる 

代読することよりも、自分で読める 

代筆することよりも、自分で書ける 

ことへの価値転換が求められています。

ADLからQOLへ
(Activities of Daily Living) 

(Quality of Life)



メガネのようにあたりまえに 

と言いますが・・・

多機能⇒単機能への絞込



個別支援とは…



コミュニケーション

タブレット端末



教室内のこれまでの物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 

楽器



タブレット端末の優位性

携帯性（どこでも） 
操作性（だれでも） 
機動性（いつでも） 
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 
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 
・・・



操作性 
アプリケーションの数 
アクセシビリティー 
安全性 
周辺機器の充実

iPadのメリット



無線マウスが使えない 
マルチユーザー非対応 
PowerPointの再現性が低い 
修理費用 
費用が比較的高い 
学校の既存セキュリティ 

　（Windowsベース）に 
　なじまない 

iPadのデメリット



コミュニケーション

高等部職業学科の生徒にとっての端末の活用	 
～就労支援や卒後の生活をより豊かにするために～



生徒の学習を進めやすくより充実させるために

自分の動きの振り返り

ビデオ

作業(アイロン，ポ
リッシヤー機械等の
扱い，介護動作，接
客応対等)を簡単にそ
の場で	 
確認してみよう。



動きを同時に見比べて振り返る

CoachMyVideo

自分の動きと，プロの
動きを同時に見比べ
て確認できます。



作業記録、及び目標設定

ワークWatch
作業イメージを画面で参照し
ながら、個々の作業を完了
する毎に[できた!]ボタンを
押して完了時間の記録をつ
けます。	 
作業の達成時間の記録を残す
ことで、達成度の変化を確
認することが可能となりま
す。	 
また実施する作業を通して、
働く知識や技能を身につけ
ると共に、作業完了時にお
ける達成感を得られるよう
なアプリを目指しました。



作業手順書

ManualMaker
主な機能!
・写真、動画を使用したマニュア
ルを簡単に作成!
・作成したマニュアルの概要と手
順を一覧表示!
・作成したマニュアルを一覧表示!
・作成したマニュアルはHTML形
式で出力して簡単に公開!
　　※マニュアルの公開には
Dropboxアカウントが必要です。



作業手順書

ManualMaker
主な機能!
・写真、動画を使用したマニュア
ルを簡単に作成!
・作成したマニュアルの概要と手
順を一覧表示!
・作成したマニュアルを一覧表示!
・作成したマニュアルはHTML形
式で出力して簡単に公開!
　　※マニュアルの公開には
Dropboxアカウントが必要です。



自分の不得手な部分を補うツールとして

紙データを電子化

CamScanner HD

紙で配布された書類を
電子化しておけば、
忘れた時の安心です
よね。



忘れては行けない作業を登録

リマインダー
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。



忘れては行けない作業を登録

カレンダー
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/


文字入力が苦手ならば音声入力

Siri

キーボードを使っても入力
が難しい場合には音声入力
も可能です



外出時のおたすけ

Google Maps

初めて行くような場所へ
はこころ強い味方ですね。



外出時のおたすけ

乗換案内

初めて行くような場所へ
はこころ強い味方ですね。



覚えられない内容はボイスレコーダー

Recordium
ボイスレコーダー　＋
画像保存　＋
メモ書き　で
必要な箇所をすぐに
呼び出し



考えをまとめる

iMindMap

伝えたい想いをうまく
表現出来ない時には、
このようなアプリで
一旦頭の中を整理してか
ら順序立てて話す練習を
してみましょう。



計算が苦手　ささっと計算

MyScriptCalculator

四則演算のルール
電卓のルールが分からな
くても、ささっと手書き
で計算できます。



個別の支援機器としては…

読むことが苦手（音声読み上げ） 
書くことが苦手（音声入力、画像） 
聞くことが苦手（録音、メモ） 
話すことが苦手（メール、Mindmap） 
計算することが苦手（電卓、） 
推論することが苦手（手順書、絵カード） 
・・・



このようなICT機器の利活用を 
学校にいる間に 

学習～生活へとつなげていくこ
とが大切です 

!

生きる力！(QOL)をつける 
支援が求められています



コミュニケーション

スマホ・タブレット端末等の危険性への対応



友達と話しをする時に 
何が重要かな？ 

!

（それぞれ何％ぐらいなんだろう？）

話の内容は・・・ 

話し方（声・抑揚）は・・・ 

ボディランゲージ（視線・仕草）は・・・



メラビアンの法則
アルバート・メラビアン（Albert Mehrabian、1939年 - ）はアメリカ合衆国の心理学者



お前、あほか 
お前、あほか^_^ 
お前、あほか！！ 
お前、あほか（ Д゚゚） 
お前、あほか 

どれが一番怒ってる？ 



文字だけでは、 
本当の思いを 

伝えきれませんよね！



それでは、スタンプだけで 
どこまで 

伝わるんだろう？



LINE 

何を言いたいのかな？



絵文字・スタンプ 
だけでも、 
正確に思いを 

伝えきれませんよね！



友達に物事を 
正確に伝える時に 
何が重要かな？



話す人

１００

聞く人

Lavel.1 ７０

７０Lavel.2 ４９

４９Lavel.3 ３４



ご注文は、野菜たっぷりコーンサラダつゆだくが３つ、
和風ハンバーグのおろしソースのきのこ添えに 
玉ねぎ多めでライスは大盛りが２つ、 
お飲み物はアイスティーのレモンミルクなしが２つと 
ホットティーのぬるめが１つ、 
クリームソーダのクリーム抜きをホットで１つ、 
皆様デザートは食後でよろしいですか？



正確に他人に伝えるため 
には、文字は便利ですよね！



適切な手段を選択する事が 
必要です。 

!

直接話す 
メールで伝える



インターネット 
デジタル時代の 

怖さ



• 二度と回収できなくなります。	


肖像権・著作権・誹謗中傷

インターネットの社会では	

二度と回収できません！



インターネットの社会には	

個人情報だらけです！



インターネットの社会では	

本人の知らぬ間に増殖！



テレビは発信者の責任 

インターネットは情報を受ける側 
（利用する人）の責任

テレビとインターネットの違い

考えてみよう！



LINEによる殺人 



ツイッターより炎上 

スマートフォンの普及
およびSNSアプリ／カ
メラアプリの利用によ
り、撮影してその場で
簡単に投稿できるよう
になったことが、炎上
事件増加の背景



スマホによる盗撮



スマホによる盗撮



Facebook乗っ取り

h2p://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20130719-‐OYT8T00862.htm

http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20130719-OYT8T00862.htm


Twi2er位置情報

h2p://www.studiodansyaku.com/web/1229

http://www.studiodansyaku.com/web/1229


写真で位置情報がバレバレ

h2p://www.studiodansyaku.com/web/1229

http://www.studiodansyaku.com/web/1229


死亡事故も…”歩きスマホ”問題がかなり深刻になっていた

h2p://www.studiodansyaku.com/web/1229

http://matome.naver.jp/odai/2138198675352698701
http://www.studiodansyaku.com/web/1229


買う前の注意！



!

どんな機種を買うのか 
　（何をしたいのか） 
　スマートフォン、ガラケー、見守り携帯 

!

!

保護者との適切な約束 
　　時間、料金、場所 

!



買った後の注意！



これまでの携帯電話

フィルタリング

不可



これからのスマートフォン

フィルタリング

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・
フィルタリングは 
ありません

不可

可



これからのスマートフォン

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・

アプリでフィルタリング

各端末毎に 
設定が必要

不可



これからのスマートフォン

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・

アプリでフィルタリング
不可

可



Wi-fiへの対応 

　　携帯電話会社が提供する機能制限アプリを 
　　利用して無線LAN（Wi-Fi）接続を制限する 
!

NTTドコモ「あんしんモード」 

KDDI「安心アプリ制限」 

ソフトバンクモバイル「あんしん設定アプリ」　など 

!

!

!
http://sp.good-net.jp/filtering/

スマートフォンの場合

http://sp.good-net.jp/filtering/


ウィルス対策ソフトの導入 
　　スマートフォン向けのウイルス対策ソフト 
　　OSの更新 

NTTドコモ「ドコモ あんしんスキャン」 

KDDI「安心セキュリティパック 

　（ウイルスバスター™ モバイル for au）」 
ソフトバンクモバイル「スマートフォン基本パック 
　（スマートセキュリティ powered by McAfee ®）」　など 

!

http://sp.good-net.jp/security/

スマートフォンの場合

http://sp.good-net.jp/security/


ペアレンタルコントロールの設定 
　　iPhoneの場合　機能制限 

http://support.apple.com/kb/ht4213?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP

スマートフォンの場合

http://support.apple.com/kb/ht4213?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP


ペアレンタルコントロールの設定 
　　Androidの場合　制限付きプロフィール 

https://support.google.com/nexus/answer/3175031?hl=ja

スマートフォンの場合

https://support.google.com/nexus/answer/3175031?hl=ja


コミュニケーション

病弱児童生徒にとっての活用



デバイスの選択 
　　（iOS,Android,Windows） 
周辺機器の選択 
　　（無線マウス、視線入力） 
アクセシビリティの設定 
　　（AssistiveTouch,SwitchControl） 
アプリケーションの選択 
　　（電子書籍、

活用のポイント



デバイスの選択



iPad



Android



Windows



Windows



操作性（ボタンの数） 
アプリケーションの数 
アクセシビリティー 
安全性 
周辺機器の充実

iPadのメリット



無線マウスが使えない 
ホームボタン（物理ボタン）押せない 
マルチユーザー非対応 
PowerPointの再現性が低い 
修理費用 
費用が比較的高い 
学校の既存セキュリティ 

　（Windowsベース）に 
　なじまない 

iPadのデメリット



周辺機器の選択



iPadの画面を拡大提示する



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/


RIVO Bluttoothで接続
http://www.telesoft.co.jp/report/n097.html



iTwins Bluttoothで接続



Tecla Shield
AssistiveTouchや 

SwitchControlで活用
http://www.youtube.com/watch?v=Fa_f_2oVkaI



Using the SimplyWorks joystick!
to control the iPad

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



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


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



アクセシビリティの設定



アクセシビリティ

アクセスガイド!
いらない部分を触って!
しまう人に!
!

Assistive Touch!
指の操作が苦手な人に!
!
スイッチコントロール!
手の操作が苦手な人に　



アクセスガイド
アクセスガイドは以下の用途に使うことができます。

!
一時的に iOS デバイスを 1 つの App のみに制限
する 
画面上のタスクに関係ない範囲、または間違えてジェ
スチャを行うと集中が妨げられる原因となる範囲を
無効にする 
ハードウェアボタンを無効にする 
「設定」>「一般」>「アクセシビリティ」>「アク
セスガイド」の順にタップして、アクセスガイドを
設定します。ここから下記を行うことができます。 
!
アクセスガイドのオン／オフを切り替える 
パスコードを設定して、アクセスガイドの使用を管
理し、ほかの人が実行中のセッションを中止できな
いようにする 
セッション中のデバイスのスリープを許可するかど
うか設定する



Assistive Touch

画面をタッチすることが!
困難な場合や!
支援アクセサリが!
必要な場合にも!
iPadを使用できる!
ようになります。



スイッチコントロール

画面項目を順番に!
ハイライトします。!
ハイライト中に支援!
アクセサリで入力操作!
を行うことで、iPad!
の操作を実行できます



S w i t h  C o n t r o l

iOS7

ポイントモード項目モード



アプリケーションの選択































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/


文部科学省 
発達障害のある子供たちのための 

ICT活用ハンドブック

特別支援学級編 通常の学級編 通級指導教室編

平成25年度文部科学省調査研究委託事業

ICT活用
ハ ン ド ブ ッ ク

通 常 の 学 級 編

通級指導
教室編

ICT
ハンドブック

平成25年度文部科学省委託事業

発達障害のある子供たちのための

活 用

Information and
Communication Technology



香川大学教授　　坂井　聡



h2p://npo-‐atds.org

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

