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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
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iPhone6

AirPlayミラーリング
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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



(Activities of Daily Living) 
(Quality of Life)

ADLからQOLへ



最新のAT



Talkitt



OAK



tobii Glass2　5才児の視線



Eye Play the Piano



HUIS REMOTE CONTROLLER



LUMO - The World's First Interactive Projector For 
Kids



Make Anything a Remote Control knocki



ゆめ水族園の紹介



描いた絵が楽器になる「クラフトがっき」、iPhoneやiPad連携。

導電性ペンで自由にお絵かき、最大4人でセッション可



描いた絵が楽器になる「クラフトがっき」、iPhoneやiPad連携。

導電性ペンで自由にお絵かき、最大4人でセッション可



「SYNC! ILLUMINATION / シンク！

イルミネーション」スペシャル動画



周辺機器などの工夫



因果関係を理解するには 
まずここから！ 

電池おもちゃの電池ボックスに 
BDアダプターを差し込みます 

必要に応じてラッチ＆タイマーを 
アダプタとスイッチの間に入れます 

BDアダプタおもちゃ スイッチ



基本的な構成（電化製品との接続）

扇風機・照明・ラジカセなどを 
操作したい場合にはACリレーを 

利用します 

必要に応じてラッチ＆タイマーを 
アダプタとスイッチの間に入れます 

電化製品 ACリレー スイッチ



基本的な構成（パソコンとの接続）

ジャック付きマウスにスイッチを 
接続すれば、　 

右クリック・左クリックなどを 
コントロール出来ます 

パソコン スイッチジャック付きマウス



基本的な構成（iPadとの接続）

iPadのタッチ操作が苦手な 
児童・生徒には 

iPadタッチャーを利用します 

スイッチコントロールを使えば 
iPadのほとんどの操作も外部スイッチ 

で出来ます 

iPad スイッチiPadタッチャ-



インターフェース

ジャック付き 
マウス

iPadタッチャ-
BDアダプタ

ラッチ ラッチ＆タイマー ACリレー



スイッチ

リボンスイッチ ミニスイッチ

ストリングスイッチ
ラッチスイッチ

ビッグスイッチ

ツースイッチ



スイッチ

スイッチスタンド ポイントタッチスイッチ

OAK
PPSスイッチ



VOCA

テックトークエイト

ステップバイステップビッグマック

パートナーツー
ポータブルVOCA

スーパートーカー



スタンド

iPad用
スイッチ用



できiPad

4個までのスイッチ操作が可能

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



iTwins



キーボード



ZYGO



miyasuku｢Keypad｣（iPad用）

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



iPadタッチャ-



こどもに合ったスイッチを作っても、 
カチッと１回押すことが難しい。 
（力が入って長押しになってしまう） 

iPadの場合には 
（iOS9より） スイッチヘルパー・ワンショット

ラッチアンドタイマー



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


Apple TV

Wi-fi環境がなくても、 apple製品同士のP2P接続により
iPadの画面を、テレビ・プロジェクターに転送することが可能です。

Apple TVがあれば、話題の映画、テレ
ビ番組、スポーツ、あなたの音楽や写
真など、魅力あふれる様々なコンテン
ツにアクセスしてハイビジョンテレビ
で楽しめます2。AirPlayを使って、あな
たのiOSデバイスやMacにあるコンテン
ツをワイヤレスでテレビに映し出すこ
ともできます2。
大ヒット映画やテレビ番組をオンデ
マンドで
スポーツ中継とニュース
あなたの写真もビデオも
ファミリー共有
AirPlay
iCloud



Lightning - Digital AVアダプタ・Lightning - VGAアダプタ

アプリケーション、プレゼンテーション、
ウェブサイト、スライドショーなど、お
使いのデバイスのスクリーンで見てい
るあらゆるものを、HDMI搭載のテレ
ビ、ディスプレイ、プロジェクタ、また
はそのほかの互換性のあるディスプレ
イに最大1080pのHD画質でミラーリン
グできます。

VGA搭載のテレビ、ディスプレイ、プ
ロジェクタ、またはそのほかの互換性
のあるディスプレイに最大1080pのHD画
質でミラーリングできます。



アクセシビリティ



ズーム機能



ズーム機能



スピーチ



スピーチ



アクセスガイド



アクセスガイド



Assistive Touch



Assistive Touch



タッチ調整



タッチ調整



スイッチコントロール



ポイントモード項目モード

Switch Control



アプリケーション



学習に実際に使われているアプリ。 
（活用事例の情報はどこで見れるのか）

http://maho-prj.org

http://maho-prj.org


重度知的障害があるこどもでもわかるアプリ



コミュニケーション支援アプリ



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

