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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


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



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)



Topics



Google Gesture



FingerReader



アシストスマホ２０４SH

http://www.softbank.jp/mobile/product/assistsumaho/204sh/

http://www.softbank.jp/mobile/product/assistsumaho/204sh/


ドコモ、3G搭載の子供向け腕時計『ドコッチ』発表。 
GPSやBluetooth内蔵の「みまもり」ウェアラブル

https://www.nttdocomo.co.jp/product/watch/docotch01/

https://www.nttdocomo.co.jp/product/watch/docotch01/


ARで動く教科書



タブレット端末



タブレット端末は雑誌大の広さの薄型軽量のコンピュータで、
充電池を内蔵し持ち運んで好きな場所で利用できる。無線LANや
3G携帯電話のデータ通信機能などを内蔵しており、インター
ネットなどを通じてコンテンツやアプリケーションソフトを入
手し、閲覧・操作することができる。

http://e-words.jp/w/E382BFE38396E383ACE38383E38388E7ABAFE69CAB.html

Apple 
iPad 

Google 
Nexus

Microsoft 
Surface



教育現場でタブレット端末浸透  
2020年の「1人1台目標」前倒しが進む

教育現場でタブレット端末の導入が進んでいる。国は2020年までに小中
学校の生徒1人に1台を整備する目標を掲げているが、既に新年度の4月
から先駆けて整備する自治体が出ており、今後は他地域にも広がりそう
だ。タブレット導入で学びのスタイルに変革が起きる一方、100年以上
も続いてきた「紙の教科書」を置き換えることに対しては、電子化への
拒絶反応や法改正といった壁も待ち受けている。



文部科学省は8月8日、全国の全公立学校における教育の情報化の実態について、平成25
年度の調査結果（速報値）を発表した。電子黒板や実物投影機、タブレット端末の導入
台数が過去最高となり、特にタブレット端末は前年度と比べて2倍以上に増加したこと
が明らかになった。 

　平成26年3月1日現在の全国の全公立学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
および特別支援学校）を対象に、ICT環境の整備状況や教員のICT活用指導力を調査し
た。 

　ICT環境の整備状況は、教員の校務用コンピュータ整備率が111.1％、普通教室の校内
LAN整備率が85.6％、超高速インターネット接続率が79.0％、電子黒板の整備状況が
82,375台、実物投影機の整備状況が159,938台、タブレット端末の台数が72,685台と、い
ずれも過去最高となった。特に、タブレット端末は前年度と比べて2倍以上に増加し
た。 

　都道府県別にみると、電子黒板のある学校の割合は、最高が「佐賀県」96.8％、最低
が「宮崎県」50.5％、平均値が76.4％。デジタル教科書の整備状況は、最高が「佐賀
県」86.1％、最低が「北海道」8.7％、平均値が37.3％。電子黒板とデジタル教科書のど
ちらも佐賀県がもっとも高い整備率となった。

http://resemom.jp/article/2014/08/08/19874.html



http://resemom.jp/article/2014/08/08/19874.html



http://resemom.jp/article/2014/08/08/19874.html



http://resemom.jp/article/2014/08/08/19874.html



京都市では・・・

http://ditt.jp/action/case/local.html



京都市では・・・

http://www.edu.city.kyoto.jp/school/ict-mc/school.html



京都市では・・・

http://maho-prj.org/



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



タブレット端末の利用

教師が使う 

個別支援に使う 

グループで使う 

一人一台で使う



スマートフォン



スマートフォンは、パソコンに近い機能をもった携帯電話です。
ふつうの携帯電話と同じように電話をしたり、メールをやりと
りしたりできるだけでなく、パソコンのように自分でソフトウェ
アを追加したり、パソコン向けのホームページを表示したりで
きるのが特長です。

http://azby.fmworld.net/kids/pc/doyou/31/

Apple 
iPhone 

Google 
Android

http://azby.fmworld.net/kids/pc/doyou/31/


https://www.nier.go.jp/14chousakekkahoukoku/summary.pdf



https://www.nier.go.jp/14chousakekkahoukoku/summary.pdf

https://www.nier.go.jp/14chousakekkahoukoku/summary.pdf


LINE



LINEを使ってコミュニケーション 
（自閉症の息子と１年半使ってみて）



何を言いたいのかな？ 

スタンプ機能



LINEによる殺人 



LINE乗っ取り 



Twitter



http://xn--9ckaldc9ld2ee.com/web/twitter.html



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



Twitter位置情報

h/p://www.studiodansyaku.com/web/1229

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


LINE と Twitter の違い

h/p://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20130910_614882.html

クローズドなLINEとオープンなTwitterの違いが分かっ
ていないのではないかと指摘する向きがあることに対
して、むしろ分からない人はLINEもTwitterも使ってお
らず、分かっているにもかかわらず、ついつい内輪で使っ
ているからと思ってやってしまうのではないかと指摘す
る。

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20130910_614882.html


Facebook



http://xn--9ckaldc9ld2ee.com/web/facebook.html



その他



写真で位置情報がバレバレ

h/p://www.studiodansyaku.com/web/1229

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


スマホによる盗撮



スマホによる盗撮



死亡事故も…”歩きスマホ”問題がかなり深刻になっていた

h/p://www.studiodansyaku.com/web/1229

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


注意点



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



スマホ　Android⇒ウィルス対策ソフトの導入 

　（PCと同じ） 

著作権、肖像権、個人情報などの基本的理解 

支援者の知識のアップ 
　（適切な機能制限などの設定） 

保護者がパスワードで設定の管理 
　保護者との利用ルールを決める 



http://is702.jp/column/1336/

http://is702.jp/column/1336/


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、アシストスマホ 

保護者との適切な約束 
　　時間、料金、場所 



http://www.softbank.jp/mobile/product/mimamorimobile/

http://www.softbank.jp/mobile/product/mimamorimobile/


https://www.nttdocomo.co.jp/product/kids_junior/hw01d/?ref=sitemap

https://www.nttdocomo.co.jp/product/kids_junior/hw01d/?ref=sitemap


http://www.au.kddi.com/mobile/product/juniorphone/mamorino3/

http://www.au.kddi.com/mobile/product/juniorphone/mamorino3/


http://www.softbank.jp/mobile/product/assistsumaho/204sh/

http://www.softbank.jp/mobile/product/assistsumaho/204sh/


買った後の注意！



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


Androidの場合

LINEメッセージを親がチェック、いじめ防ぐ「Filii」
子供が受信したLINEメッセージに、いじめや犯罪につな
がるキーワードがあれば親に通知する仕組みを、Android

向けペアレンタルコントロールアプリ「Filii」（フィ
リー）に実装した。無料で利用できる。 

子どもの端末にインストールし、本人の承諾を得た上で
使ってもらうアプリ。LINEだけでなくcomm、カカオ
トーク、Twitter、Facebookに対応

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1407/04/news122.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1407/04/news122.html


LINE



Facebook

http://wooris.jp/archives/68863

http://wooris.jp/archives/68863


h4p://npo-‐atds.org

http://npo-atds.org

