
特別支援教育で活かすタブレット端末 

～本当にタブレット端末の必要があるの～	 

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
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Remote
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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

iPod	  Touch



Topics



Never give up on learning by yourself | Tomonao 
Matsuya | TEDxKids@Chiyoda



ペン型ワイヤレススキャナー



OTON GLASS (Japanese subtitle)



みらいの黒板プロジェクト



ARで動く教科書



Lenovo Tech World - Smart Cast



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）学校と家庭で同じ環境 
操作性（だれでも）自分で出来る 
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



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 
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

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。



タブレットについて考えてみよう



眼鏡や補聴器のように
あたり前と言いますが・・・

視力が弱い、聞こえにくいと同じように
読めない、書けない、覚えられない・・
困りが違うだけですよね！



お前だけずるい！
僕もiPad欲しい！
と言われるのでしょうか？



Point:

iPadが持つ本来の良さである
多機能が邪魔をします。

単機能から多機能への移行

BYOD(Bring Your Own Device)
は眼鏡・補聴器では当たり前すぎて
議論にもなりませんよね。



iPadでないとダメなんですか？



iPadがあれば
何でも解決するんでしょうか？
そんなに神がかり的な機械なの？



Point:

当たり前ですが、子どもたちの困り
は違いますから解決策も違います。
それぞれのデメリットに目を向けると
選択肢はみえてくるかもしれません。

何が違って、何が良いの・・
を理解することも必要です。



マウス操作とスイッチコントロール



どちらも、画面のタッチ操作が出来ない
場合には有効ですけど・・・



Point:

Windows/Android 
マウス操作

iPad 
スイッチコントロール

クリック数 少ない 多い

指の操作 必要 不必要

巧緻性 必要 無くても可



既存のAT・AACとの比較で考えてみよう



どっちが支援が必要？

数十分かかって
「テレビつけて！」と入力

十秒足らずで
「テレビつけて！」と表示



QOLを高めるには？
本人の負担は？



Point:

子どもたちの卒業後の生活をイメージする
将来像からの逆算（マイナスの思考）
今何をするべきなのか



自主性って自分で操作できること？

VOCAアプリをスイッチ
で操作する

口や目・顔で意思表示する



スイッチ操作ができる事が
それほど凄いことなんでしょうか？



Point:

やりたい事と
できるようになってほしい事は
大きく違う

コミュニケーション（Goal)から
スイッチ操作をさせない！



最新デバイスであれば出来る？



ハイテクになればなるほど
操作は簡単ですが、
理解は難しいかもしれません



Point:

子供たちの発達段階に応じた
スイッチの適用

子供たちの成長に応じて
スイッチの変化



アプリケーションを考えよう！



作成者の意図通りに使ってしまう
要は何も考えずに使うと言うこと





なぞり書き
覚えること？
書けること？

手書き認識



Point:

音を効果的に利用する
目的を明確に　
既存の教材との併用





意思表示
出来てる？
分かってる？

簡単作成
コミュニケーション

うやらましい お腹がすいた
あごがかゆい？



助詞の学習
文章モード

音の利用
カスタマイズ



Point:

音を効果的に利用する
自由度と難易度の見極め
自由な発想





調べ学習
動画資料
タブレットで
ある意味ある？

携帯性
操作性



Point:

同じアプリでも
対象児・環境によって
価値が違う



アイデアで活用する

自由な発想を持つと大きく変わる！





本来はGame
ビジョントレーニング
として活用

ランダム再生
履歴管理



Point:

子どもの困りやねらいから
柔軟な発想が必要
作成者の意図に縛られない





本来は記録用
読みの困難な子に
音声読上プリント
を作成

アプリケーション
の豊富さ



Point:

自分で出来る！
個に合わせたカスタマイズ





本来はGame
発表順を決める

アプリケーション
の豊富さ



Point:

簡単教材作り
自由な発想
iPadはピンポイントで利用





簡単教材作り

マルチメディア
画像、音、文字



Point:

簡単教材作り
音の利用
言葉や聞こえの学習に





本来は筆談ソフト
手書き認識⇒
音声読上を
言葉の学習に利用

手書き認識
音声読上



Point:

手書き認識
音声読上





アイデア出し
思考整理

やり直し
見える化



Point:

見える化
思考の整理



DropTalk
校外学習の
昼食を選択

トーキングエイド
自分の意思を表示



VOCAの活用
選択肢から選ぶ
文字を入力する



Point:

VOCAでも意味は
全く違います



スタンド 
CDケースの底

スタイラスペン 
書けなくなったマジック 

＋導電スポンジ

キーガード 
机の上の透明シート



誤操作防止 
滑り止めシート

プッシュスイッチ 
縦置き（水平動作）



Point:

自由な発想
ちょっとした工夫



手書認識　しゃべって 
綺麗に書く事を知る

音声認識　声シャッター 
言葉の学習に



Point:

デジタルの良さ
１・０の世界



活用のポイント



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



日本肢体不自由児協会



h?p://npo-‐atds.org

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

