
https://itunes.apple.com/jp/app/pingpong-pinpon-spot-networking/id734147693?mt=8

iOS,Androi 
どちらも可能 
気に入ったアプリに 
投票してね！

https://itunes.apple.com/jp/app/pingpong-pinpon-spot-networking/id734147693?mt=8


東海カンファレンス

アプリを使いこなせば
ここまで出来る！

～iPadってやっぱり凄い！～

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

iPhone6

AirPlayミラーリング
iPad Air2Mac 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、京都府立向日が丘支援学校　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



アプリケーションの紹介



ちょっとビックリ！



https://itunes.apple.com/jp/app/colar-mix/id650645305?mt=8

ARの技術でぬり絵が 
３Dで動き出す

https://itunes.apple.com/jp/app/colar-mix/id650645305?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/ar-missile-hd/id426069309?mt=8

ARの技術でミサイル 
発射！！

https://itunes.apple.com/jp/app/ar-missile-hd/id426069309?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/action-movie-fx/id489321253?mt=8

誰でも簡単に 
アクション映画が作れます

https://itunes.apple.com/jp/app/action-movie-fx/id489321253?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/flowing-photo/id559785399?mt=8

静止画像に簡単に 
動きをつけられます

https://itunes.apple.com/jp/app/flowing-photo/id559785399?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/xie-zhenpurupuru/id507768317?mt=8

文字とおり、画像が 
ぷるぷるふるえます

https://itunes.apple.com/jp/app/xie-zhenpurupuru/id507768317?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/green-screen-movie-fx-studio/id575716410?mt=8

合成動画も思いのまま

https://itunes.apple.com/jp/app/green-screen-movie-fx-studio/id575716410?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/gif-camera/id455641018?mt=8

コマ撮りアニメも 
簡単に作れます

https://itunes.apple.com/jp/app/gif-camera/id455641018?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/dynamapper/id572411531?mt=8

流行りのプロジェクション 
マッピングだって作れちゃいます

https://itunes.apple.com/jp/app/dynamapper/id572411531?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/elfyourself-by-office-depot/id582486077?mt=8

みんなでレッツ・ダンス！！

https://itunes.apple.com/jp/app/elfyourself-by-office-depot/id582486077?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/myscript-calculator-shou-shuki/id578979413?mt=8

簡単手書き電卓

https://itunes.apple.com/jp/app/myscript-calculator-shou-shuki/id578979413?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/photomath/id919087726?mt=8

紙に書いてある 
数式を解いてくれます

https://itunes.apple.com/jp/app/photomath/id919087726?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/artstudio-for-ipad-miao-hua/id364017607?mt=8

iPadだけで 
こんな絵も描けます

https://itunes.apple.com/jp/app/artstudio-for-ipad-miao-hua/id364017607?mt=8


目の前の物おしえて！



https://itunes.apple.com/jp/app/taptapsee-shi-jue-zhang-hai/id567635020?mt=8

カメラをかざすだけで 
さっと物をおしえて 
くれます。 
VoiceOverをオンにします

https://itunes.apple.com/jp/app/taptapsee-shi-jue-zhang-hai/id567635020?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/colorsay-shi-jiewokarade-wenkou!/id605398028?mt=8

カメラをかざすだけで 
さっと色を読み上げて 
くれます。

https://itunes.apple.com/jp/app/colorsay-shi-jiewokarade-wenkou!/id605398028?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/id905177575?mt=8

ネットワークを使って 
全盲の方を支援します

https://itunes.apple.com/jp/app/id905177575?mt=8


見えにくいよ！



https://itunes.apple.com/jp/app/deka-wen-zisukopu-shiiyasui/id577370129?mt=8

簡単に小さな文字を 
読みやすくします

https://itunes.apple.com/jp/app/deka-wen-zisukopu-shiiyasui/id577370129?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/id592104649

簡単に小さな文字を 
読みやすくします 
コントラストの変更も 
可能。

https://itunes.apple.com/jp/app/id592104649


何て書いてあるか読んで！



https://itunes.apple.com/jp/app/iyomubee/id774360278?mt=8

カメラをかざすだけで 
さっと内容を読んで 
くれます。

https://itunes.apple.com/jp/app/iyomubee/id774360278?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/e.typist-mobile/id469017106?mt=8

カメラをかざすだけで 
さっと文字認識！ 
後は音声読上

https://itunes.apple.com/jp/app/e.typist-mobile/id469017106?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/prizmo-scanning-ocr-speech/id366791896?mt=8

複雑な段落にも対応 
ハイライトをつけて 
読み上げ 
英語⇒日本語への翻訳 
＊原版日本語には未対応

https://itunes.apple.com/jp/app/prizmo-scanning-ocr-speech/id366791896?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/textgrabber-+-translator-anatanotekisutowo/id438475005?mt=8

60カ国の言語に対応 
スピーチ機能をONに 
すればその場で読み上げが 
＊原版日本語には未対応

https://itunes.apple.com/jp/app/textgrabber-+-translator-anatanotekisutowo/id438475005?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8

プリントに音声を 
組み込んであげられます

https://itunes.apple.com/jp/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8


文字で会話したい！



https://itunes.apple.com/jp/app/shabette-shou-shuki-wen-zhangwoanatanikawatteshaberimasu/
id689679198?mt=8

ささっと手書きで書いた 
文字を読み上げてくれます

https://itunes.apple.com/jp/app/shabette-shou-shuki-wen-zhangwoanatanikawatteshaberimasu/id689679198?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8

お互いに向き合って 
文字で会話ができます。

https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/shou-shuki-dian-huaud/id843076093?mt=8

手書きチャット

https://itunes.apple.com/jp/app/shou-shuki-dian-huaud/id843076093?mt=8


画面が操作出来ない！



https://itunes.apple.com/jp/app/shengshatta-hanzufuri-kantankamera/id617413682?mt=8

好きな掛け声で 
カメラのシャッター 
をきれます

https://itunes.apple.com/jp/app/shengshatta-hanzufuri-kantankamera/id617413682?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/wave-cam-hd/id597760074?mt=8

iPadに向かって 
手をかざせば 
シャッターをきれます

https://itunes.apple.com/jp/app/wave-cam-hd/id597760074?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/aitoku/id780192366?mt=8

視線入力で操作できる 
文字入力読み上げ 
AAC

https://itunes.apple.com/jp/app/aitoku/id780192366?mt=8


覚えられないよ！



https://itunes.apple.com/jp/app/camscanner-hd/id558157442?mt=8

トリミング、台形補正 
など自動的に処理

https://itunes.apple.com/jp/app/camscanner-hd/id558157442?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/recordium-yin-shengrekoda/id637494062?mt=8

聞き返したい箇所を 
すぐに呼び出せる

https://itunes.apple.com/jp/app/recordium-yin-shengrekoda/id637494062?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/metamoji-note-shou-shukinoto/id557121061?mt=8

音声、画像、文字 
なんでも利用

https://itunes.apple.com/jp/app/metamoji-note-shou-shukinoto/id557121061?mt=8


さりげなく、カッコよく！



https://itunes.apple.com/jp/app/screenshot-maker-pro/id673545271?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

iOSデバイスのフレーム 
付き画像を簡単作成

https://itunes.apple.com/jp/app/screenshot-maker-pro/id673545271?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


https://itunes.apple.com/jp/app/eyeconit/id478802786?mt=8

欲しいアプリは 
アイコンから簡単検索！

https://itunes.apple.com/jp/app/eyeconit/id478802786?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/actions-for-ipad/id564645608?mt=8

iPadでパソコンを 
リモート操作

https://itunes.apple.com/jp/app/actions-for-ipad/id564645608?mt=8


教材提示・作成



https://itunes.apple.com/jp/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8

既存のPPT教材を 
iPadで使いたい時

https://itunes.apple.com/jp/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8

レザーポインターや 
書込などをしたい時

https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8

ePub形式の電子書籍 
を作りたい時には便利

https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/splashtop-2-remote-desktop/id382509315?mt=8

WindowsPCの画面 
をiPadで表示したい

https://itunes.apple.com/jp/app/splashtop-2-remote-desktop/id382509315?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/wei-su-du-cuo-yingkamera/id402616263?mt=8

定点観測や植物・動物 
の観測に本当に便利

https://itunes.apple.com/jp/app/wei-su-du-cuo-yingkamera/id402616263?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

子どもの興味関心に 
合わせて教材作り

https://itunes.apple.com/jp/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/make-it-for-teachers-school/id739190902?mt=8

子どもの興味関心に 
合わせて教材作り

https://itunes.apple.com/jp/app/make-it-for-teachers-school/id739190902?mt=8


笑かしてなんぼ！！



https://itunes.apple.com/jp/app/munyukamera/id574710309?mt=8

大好きな先生の顔が 
グチャグチャ！

https://itunes.apple.com/jp/app/munyukamera/id574710309?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/zonbibusu/id408592813?mt=8

まるでオカルト映画の 
特撮の様に変身！

https://itunes.apple.com/jp/app/zonbibusu/id408592813?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/voice-changer-plus/id339440515?mt=8

面白声で話してみよう 
皆大喜びです

https://itunes.apple.com/jp/app/voice-changer-plus/id339440515?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/facegoo/id317854296?mt=8

もう少し痩せていたら… 
そんな思いを叶えます

https://itunes.apple.com/jp/app/facegoo/id317854296?mt=8


https://itunes.apple.com/jp/app/kuizubotan-hd/id661549941?mt=8

最大8名までで 
クイズ大会！

https://itunes.apple.com/jp/app/kuizubotan-hd/id661549941?mt=8


h-p://npo-‐atds.org

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

