
特別支援学校の子どもたちに 
使えるタブレット端末 

!
!

向日が丘支援学校!
PTA研修会 

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
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Wi-fi
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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



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)



個別支援とは…



将来の端末Topics



iOS8

https://www.apple.com/jp/ios/

https://www.apple.com/jp/ios/


iPhone6  ,  iPhne6 Plus

https://www.apple.com/jp/iphone-6/

https://www.apple.com/jp/iphone-6/


New      iPad Air  ,  iPad mini



Apple Watch



FingerReader



GoogleGesture



アシストスマホ休日編

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

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


アシストスマホ２０４SH

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

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


ARで動く教科書



タブレット端末



Apple　iPad  ,  iPad mini	

            (9.7inch   7.9inch)	

!

Google   Nexus10  ,  Nexus7	

            (10inch  7inch)	

!

Amazon   Kindle Fire HD	

            (8.9inch  7inch )	

!

Microsoft   Surface	

            (10.9inch)



会社 Apple Google Amazon Microsoft

機種 iPad Air
iPad mini	

Retina

Nexus10 Nexus7
KIndle fire 

HDX
Surface2

画面サイズ 9.7 7.9 10 7 7 10.6

重量 469 331 603 290 303 676

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯

ストレージ 16,32,	

64､128

16,32,	

64,128

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

OS iOS7 iOS7
Android	


 4.4
Android	


4.4
Android	

4ベース

WindowsRT
8.1

バッテリー 10時間 10時間 9時間 9時間 11時間 10時間

価格 51,800～ 41,900～ 36,800～ 27,800～ 24,800～ 46,080～

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シリーズ　!
モバイルの境界線

15～11 9.7

(12.9?)

7.9 5.5～4.7 4.0 38～42 
㎜



iPad

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

iPad	  Re@na 37,800

iPad	  mini	  
Re@na	  

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）



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



iPadの優位性
携帯性（どこでも使える） 

機動性（いつでも使える） 

操作性（だれでも使える） 

多様性（アプリケーションが豊富） 

手書き（タッチ画面で直感的に操作） 

カメラ内蔵（画像の加工・保存が簡単） 

マイク内蔵（音の扱いが簡単）



iPad活用シーン（家庭）

余暇利用 

学習利用 

生活利用

活用シーン

屋内

屋外

認知面

低

高
iPhone!

iPod Touch

iPad mini

iPad Air!
iPad Retina

大きさ

大

小

通信

Wi-fi

cellular



余暇利用（移動支援）
ミュージック 

読書 

動画（Youtube・・・） 

カメラ（カメラ、ビデオ） 

ゲーム 

・・・



ミュージック

文字が読めなくても、絵で好きな曲を選択できます 

CDを触ることがないので、劣化しません



読書

文字が読めなくても、音声読み上げも可能です 

ダウンロードや紙から簡単に電子書籍ができます



ビデオ

お気に入りの動画はダウンロードシておきましょう 

インターネットに接続していなくても視聴できます



Youtube

インタネットに接続されていれば 

いつでも大好きな映像が見れます



カメラ

どこにでも持って行って思い出を残そう！ 

ビデオ撮影も切替で簡単です



ゲーム

認知や操作のレベルでいろいろなゲームがあります 

家族みんなで楽しみましょう



学習利用
即時フィードバック 

!
履歴管理 
!
音を扱える 
!
動作記録 
!
ランダム生成 
!
AR(仮想現実機能） 

　3D表示、擬似体験 
!
手書き 
!
カスタマイズ



即時フィードバック



履歴管理



音を扱える



動作記録



ランダム生成



AR(拡張現実機能）



擬似体験



手書き



カスタマイズ



生活利用
読むのが苦手 

!
書くのが苦手 
!
話すのが苦手 
!
計算するのが苦手 
!
推測するのが苦手 
!
記憶するのが苦手 
!
見通しを持つ



読むのが苦手（アクセシビリティ）



読むのが苦手（選択項目の読上）



読むのが苦手（音声読上）



読むのが苦手（音声書籍）



書くのが苦手（アクセシビリティ）



書くのが苦手（音声入力 Siri）



書くのが苦手（ボイスレコーダー）



書くのが苦手（電子メモ）



書くのが苦手（電子プリント）



書くのが苦手（カメラ）



話すのが苦手（メール）



話すのが苦手（Facetime）



話すのが苦手（VOCAシンボル）



話すのが苦手（VOCAテキスト）



計算するのが苦手



推測するのが苦手



記憶するのが苦手(写真）



記憶するのが苦手



見通しを持たせる（カレンダー）



見通しを持たせる（リマインダー）



見通しを持たせる（時計）



見通しを持たせる



見通しを持たせる



場所の確認（マップ）



翻訳



動画編集



音楽編集



お絵かき



ラジオ



設定

したい事や、やらせたくない事など基本的な内
容を設定します。 

購入後、または必要に応じて設定してください。 

家庭以外での集団利用時にはある程度の初期設
定が必要です。 

iOS7のバージョンで設定を見て行きましょう



機能制限
設定⇒一般⇒機能制限!
!
アプリケーションの購入・!
削除の制限や!
!
コンテンツの年齢制限!
などのプライバシー設定が!
できます。!
!
最低限の設定はして!
おきましょう。



Siri（音声入力）
文字入力が苦手な!
人は、音声で入力する事!
も可能です。!
!

但し、Wi−fi接続している!
ことが必要です。



アクセシビリティ
ズーム機能!
小さいボタンが押しにくい!
場合には有効です!
!
選択項目の読み上げ!
様々な理由で文字が読め!
ない人には便利です



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



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



takamatsu@npo-‐atds.org
h1p://npo-‐atds.org

mailto:takamatsu@npo-atds.org?subject=
mailto:takamatsu@npo-atds.org?subject=%E5%B7%9D%E8%A5%BF%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E5%AD%A6%E6%A0%A1PTA%E5%AF%BE%E8%B1%A1iPad%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%AC%9B%E7%BF%92%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6
http://npo-atds.org
http://npo-atds.org

