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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番テトラソミー	  
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6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



授業を拝見しての感想	  





Topics



みらいのこくばんプロジェクト



SMART kapp the dry-erase board reinvented



IOS8 4 BETA4 - Live Typing on Talk-to-Text



Using Google Glass to Caption Conversations



Google Gesture



MotionSavvy introduces Uni



手話をリアルタイムにテキスト化、「Kinect」応用し実用へ

みずほ情報総研と千葉葉⼤大学の⿊黒
岩・堀内研究室は、⽶米
Microsoft社の「Kinect」など
市販のモーション・センサーを
使って、⼿手話を認識識、⽇日本語⽂文
字へと⾃自動変換するシステムの
開発に着⼿手した。聴覚障害者と
健聴者とのコミュニケーション
を⽀支援する狙いだ。2014年年中
の実⽤用化を⽬目指し、2013年年10
⽉月に試作機を完成させる。



Made for iPhone 補聴器



Made for iPhone 補聴器



Made for iPhone 補聴器
アップル端末に接続している時は電話や音楽などの音声を聴くためのヘッドホンと
して利用でき、それ以外の時は普通の補聴器として、会話や周辺の音を拾うことが
できるという。
周囲がうるさい場合にｉＰｈｏｎｅなどのマイクで聴きたい音だけを拾ってくれる
「ライブ・リッスン」という機能も搭載する。

また、ＧＰＳ（全地球測位システム）機能を使って映画館や自分のオフィスといっ
た特定の場所と設定を記憶させ、その場所に来ると設定を変更するかどうか尋ねる
画面を端末に表示させることも可能。補聴器をどこに置いたか分からなくなった場
合はｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄを使って探すことができる。

小型化が進んでいる補聴器だが、設定を調整する際、人の目を引くことも多い。新
製品ではアップル端末の設定画面やリサウンドのアプリを利用して簡単に調整でき
る。専門家はアップル端末との連携で補聴器を使う人が増えてくれればと期待を寄
せる。

ＬｉＮＸの価格は３０００ドル（約３０万円）。グーグルのＯＳ「アンドロイド」
を搭載した端末向け製品の開発予定については明らかにしていない。



Apple Watch



学校からの質問にお答えします



	 	 Apple	 TV　の使用法 



基本的には同一Wi-fiネットワーク 
AirPlay を使うには、次のいずれかのデバイスが必要です。

• iPhone 4 以降      

• iPad または iPad mini      

• iPod touch (第 4 世代以降)      



基本的には同一Wi-fiネットワーク 



P2P	 の	 AirPlay	 を使う

P2P の AirPlay を使う場合は、iOS デバイスと Apple TV が同じ Wi-Fi ネットワークに
なくてもかまいません。 
P2P の AirPlay を使うには、iOS 8 以降が搭載された以下のいずれかのデバイスが必
要です。
• iPhone 5 以降   
• iPad mini または iPad (第 4 世代以降)   
• iPod touch (第 5 世代以降)   

ソフトウェアバージョン 7.0 以降を搭載した Apple TV (第 3 世代 rev A、モデル 
A1469 以降) にコンテンツをストリーミングできます。 お使いの Apple TV のモデル
を確認する方法については、こちらの記事を参照してください。
両方のデバイスで Wi-Fi と Bluetooth がオンになっていることを確認してください。
iTunes Store のコンテンツをストリーミングする場合は、インターネット接続も必要
です。

http://support.apple.com/ja-jp/HT200008


ケーブルでテレビやプロジェクターにつなぐ

iPad Retina(第４世代以降）iPad Air , mini

iPad Retina(第3世代以前）



ｉＰａｄ、ｉフォン等のアップデート



iPadがWi-fiネットワークに接続出来る場合 
（iPad単体でアップデート）



iPadがWi-fiネットワークに接続出来ない場合 
（iTunes経由でアップデート）



iTunesでのアップデートができない場合 
（校内のネットワークではアクセスできない場合あり）

自宅へ持って帰って	 
学校以外のWi-fiでアップデート

	 	 	 Apple	 Development（開発者ライセンス）	 
を持っている方がいればiOSファイルをダウンロード	 

してアップデートすることも可能



映像で学習状況をその場で振り返るには



撮影

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/ipad-camera-take-pictures.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/ipad-camera-take-pictures.html


撮影

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/ipad-camera-take-pictures.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/ipad-camera-take-pictures.html


管理	 
（アルバムを作成する）

http://interest-speaker.com/photo-album-ios8/

新しくアルバムを作る 
新しいアルバムは、以下の２とおりの順序で作ることができる。 

 • アルバムに入れる写真を選ぶ→写真を入れるアルバムを作る 
 • 写真を入れるアルバムを作る→アルバムに入れる写真を選ぶ 

アルバム内の写真を削除しても、元画像は残ります 
元画像を削除すると、アルバム内の写真も削除されます

http://interest-speaker.com/photo-album-ios8/


管理	 
（アルバムを作成する）

http://interest-speaker.com/photo-album-ios8/

新しくアルバムを作る 
新しいアルバムは、以下の２とおりの順序で作ることができる。 

 • アルバムに入れる写真を選ぶ→写真を入れるアルバムを作る 
 • 写真を入れるアルバムを作る→アルバムに入れる写真を選ぶ 

アルバム内の写真を削除しても、元画像は残ります 
元画像を削除すると、アルバム内の写真も削除されます

http://interest-speaker.com/photo-album-ios8/


管理	 
（iCloudで共有）

iCloudで共有フォルダを作成して保存した画像は 
複数の人のコメントを入れることができます 



閲覧	 
（スライドショー）



編集	 
（トリミング・回転）



遠方の友人等と手話でのコミュニケーション



FaceTime	 

他のiOS端末(iPhone/iPad/iPod  touch)とビデオ通話・⾳音声通
話を⾏行行うことができます。「FaceTime  」では、「Apple  ID」
に登録した"メールアドレス"で発着信を⾏行行うことが可能です。  

Wi−fiモデルの呼出番号 　  Apple-‐‑‒ID  ＋ 　メールアドレス  
Cellularモデルの呼出番号 　電話番号  
１対１の会話のみ  

*  「FaceTimeオーディオ」での無料料⾳音声通話を⾏行行うには、
iOS7以降降がインストールされている必要があります。



FaceTime	 



Skype	 



Tango	 



LINE	 



アプリケーション





手書き電話UD



手書き電話UD



手書き電話UD



手書き電話UD



カンペ



大学のーと



筆談パッド



こえとら



iplaywalk





iplaywalk



iplaywalk



iplaywalk



参考書籍



「合理的配慮」「学習のUD」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード

「視覚支援」

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

「AAC再入門」



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 魔法ワンド

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



h+p://npo-‐atds.org
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