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タブレット端末



Apple　iPad Air2  ,  iPad mini 3
            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus9 
            (9inch)

Microsoft   Surface Pro3
            (12inch)



会社 Apple Google Microsoft

機種 iPad Air 2 iPad mini 3 Nexus9 Surface pro 3

画面サイズ 9.7 7.9 8.9 12

重量 437 331 425 800

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯

ストレージ 16,64､128 16,64,128 16,32 64,128,256,512

OS iOS8 iOS8
Android

5.0
Windows8.1

バッテリー 10時間 10時間 9.5時間 9時間

価格 53,800～ 42,800～ 42,900～ 91,800～

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

Office 
アプリ



操作性（自分で出来る！！） 
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



iPad

16GB 32GB 64GB 128GB
iPad	  Air	  2 53,800 64,800 75,800

iPad	  Air 42,800 47,800

iPad	  mini	  3 42,800 53,800 64,800

iPad	  mini	  2 31,800 36,800

iPad	  mini 26,800

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の優位性



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

メリット



無線マウスが使えない 
マルチユーザー非対応 
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 

デメリット



操作性



一つだけの
ホームボタン

直感的なインターフェース



アプリケーションの数



AppleStoreには１４０万個強のアプリケーション



アクセシビリティ



アクセイシビリティ初画面

視覚障害

聴覚障害

知的障害・肢体不自由

肢体不自由



ズーム機能

コントローラーの透明度

フルスクリーン⇛全画面
ウィンドウズーム⇛指定範囲のみ

拡大率



ズーム機能

フルスクリーンズーム ウィンドウズ−ム



色を反転



グレイスケール



スピーチ



アクセスガイド

子どもには知られないように



アクセスガイド

iOS7 iOS8



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。



Assistive Touch

iOS7 iOS8



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

ポイントモード項目モード



安全性



この画面は標準アプリの使用不可を設定します



一般⇒機能制限 
使用させたくない機能をOffにしておきます

適時

この画面は標準アプリの使用不可を設定します

この３つは最低限Offにしておきましょう



一般⇒機能制限 
コンテンツ毎に年齢制限などをかけておきましょう

適時

この画面は年齢制限やサイト制限を設定します



周辺機器の充実



タッチパネルでは入力が難しく 
Bluetoothキーボートを接続する場合

適時

音声入力（Siri）の活用も検討



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


ipad Air 
Griffin　防水耐衝撃ケース

https://store.griffintechnology.com/ipad-air/survivor-for-ipad-air

https://store.griffintechnology.com/ipad-air/survivor-for-ipad-air


iPadの画面を拡大提示する

http://store.apple.com/jp/accessories/all-accessories

http://store.apple.com/jp/accessories/all-accessories


できiPad

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/


iPadをスイッチで操作



手袋・靴下を切る



導電指サック



自作スタイラスペン



自作キーガード



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


その他



デメリット



無線マウスが使えない 
可能域の小さな子・麻痺のある子など

音声入力（Siri）の活用も検討



マルチユーザー機能がない 
勉強・余暇別　A君・B君別環境設定が出来ない



活用のポイント



学校という環境だけで 
解決出来ても 

抜本的な解決にはならない！ 

QOLを高める



活用のポイントは 

タブレット端末である必然性 

困りを克服する 

困りを補完する



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



無いと何ができなのか？ 

あると何が実現するのか？ 

別の方法でできないか？

kintaのブログより

http://kinta.cocolog-nifty.com/kinta/2014/12/ict-75e6.html


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 魔法のワンド

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

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

