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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


本日の機器構成

HDMI

Wi-fi

iPhone6

AirPlayミラーリング

iPad Air2

AirMac Express

Keynote 
Remote

 WATCH



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

iPod	  Touch



ADLからQOL



Activities of Daily Living（日常生活動作） 

Quality of Life（生活の質）

http://tcwp.jp/trade/710/より一部抜粋

ADLの改善を目標にするのではなく、 
QOLの向上を目標にどうしていくべきか

http://tcwp.jp/trade/710/


Topics



聴覚障害



Using Google Glass to Caption Conversations



MotionSavvy introduces Uni



GoogleGesture



視覚障害



FingerReader



さわれる検索



Blind Woman Sees Her Son for the Very First Time



Tactus Technology



Valspar Color For The Colorblind



OTON GLASS (Japanese subtitle)



肢体不自由



OAK



Tobii EyeX



目線で簡単に会話できるアプリ「eeyes」



eMotion Project



日常生活



IRKit



Smmy Screamer Motion Alarm



AACについて



Yes／Noコニュニケーション 

　質問の仕方が重要 
　あらかじめ選択肢を提示する 

ポイント 
　返事を待つ 
　選択肢をすべて提示し、その後で選択を求める 
　相手を信頼し、自己決定を尊重する 
　Yes／No以外にも選択肢を準備する 
　

AAC入門（こころリソース）P42　中邑賢龍著より



自閉症児のコニュニケーション 

　 

ポイント 
　子どもがどの段階にいるのかを見極めた上で、 
　その手段を拡大させるように試みる 
　

AAC入門（こころリソース）P55　中邑賢龍著より

1 泣く、手を噛む、パニック等の感情表現
2 物を持ってくる等の動作による
3 指さし等のジャスチャーによる
4 絵（シンボル）による
5 文字による
6 サイン言語による
7 話し言葉による



軽度知的障害 
理解を助ける　「トイレに行って手を洗ってあらおやつにしましょう。」 
　区切って話す　 

　他のモダリティで伝える　絵・文字 
　分かりやすい言葉で言い換える 
表出を助ける 
　視覚化する　写真などの提示 
　待つ　 
　意欲を引き出す　 
　　「おはようございます」「失礼します」「ありがとう」 

　　　　挨拶やマナーは大事ですが、まずはコミュニケーションを楽しむ

AAC入門（こころリソース）P74　中邑賢龍著より



重度知的障害　理解を助ける 
　理解できるレベルを確認する　りんごジュースとオレンジジュース 
　　食べて、触っては初めて理解できるレベル 
　　見て理解できるレベル　嫌いなものの必ず混ぜる 
　　言葉で理解できるレベル 
　違いのはっきりとした選択肢の提示 
　　どちらを選択しても大差ないものはよくない 
　情報の分割 
　　分割したそれぞれの指示を受け入れるか、 
　　理解しているのかを確認する

AAC入門（こころリソース）P82　中邑賢龍著より



重度知的障害　表出を助ける 
　指さしを引き出す 
　　手の届かないところに置く 
　カードを使う 
　　カードを使う必要性のある場面設定 
　選択肢を増やす 
　　自己決定を必要とする場面を多く設定 
　選択からコミュニケーションへ 
　　

AAC入門（こころリソース）P85　中邑賢龍著より



AAC入門（こころリソース）P90　中邑賢龍著より



自閉症　理解を助ける 
　具体的指示　 
　　ちょっと待って、のちょっと　て？ 
　パターン化やルーチン化 
　　視覚的に表示 
　視覚化 
　コミュニケーションシンボル 
　タイムエイド 
　音楽やチャイム 
　　給食前の音楽、遊びの終了時のチャイムなど 
　　生活を構造化し理解を促す　

AAC入門（こころリソース）P92　中邑賢龍著より



重度重複障害 
　3つのサインによる表出　サインは非常に弱い 
　　注意をひく　笑う、泣く、見る 
　　受け入れ　　笑う、声をだす 
　　拒否　　　　泣く、体を激しく動かす 
　因果関係理解を促進する　犬、くるまのおもちゃ 
　　スイッチやセンサーでおもちゃや家電を動かす 
　

AAC入門（こころリソース）P101　中邑賢龍著より



タブレット端末



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



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



OS ショップ名 アプリ数

iOS App Store 121万

Android
Google Play 
Webサイト 143万

Windows8 Windowストア 20万

注.2014年前後の調査より



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

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
Wi−fiモデルの場合

購入金額の比較（税抜）

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



周辺機器



できiPad

4個までのスイッチ操作が可能

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



Switch2Scan

http://www.inclusive.co.uk/switch2scan-p6030



なんでもワイヤレス



J-ワイヤレススイッチボックス

http://www.hke.jp/products/wlsb/shiyou.htm



RIVO



iTwins



キーボード



ZYGO



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

http://www.miyasuku.com/software/1



iPadタッチャ-



音楽を聞く

絵を見て好きな曲を選べます



本を読む

AssistiveTouchを使えば 
スイッチで本をめくれます



インターネットを楽しむ
SwitchControlを使えば 
インターネットも外部スイッチ 
一つで操作できます



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



CDの底 ハンガー

その他（自作スタンド）



iPadを寝ながら使うスタンド



http://news.mynavi.jp/news/2012/03/23/100/index.html

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://getirkit.com

http://getirkit.com






http://www.belkin.com/us/Products/home-automation/c/wemo-home-automation/

http://www.belkin.com/us/Products/home-automation/c/wemo-home-automation/


参考書籍



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

「合理的配慮」「LD・普通教室」「特別支援教育」「概論・入門編」

各号のキーワード

「視覚支援」



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

