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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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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



「SYNC! ILLUMINATION / シンク！イルミネーション」



ペン型スキャナー
（OCR機能・USB＆Bluetooth接続・iPhone/スマートフォン対応・
WorlsPenScan X）



OTON GLASS (Japanese subtitle)



Touchjet WAVE Turn Your TV into a Touchscreen



Google Glass in the Classroom



Talkitt



TrackerPad Sticky GPS tracker pads



Smmy Screamer Motion Alarm



MaBeee_Movie



タブレット端末何を買えばいいの？



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 4
            (9.7inch   7.9inch)

Google   Nexus9 
            (9inch)

Microsoft   Surface Pro4
            (12inch)

iOS

Android

Windows



会社 Apple Google Microsoft

機種 iPad Pro iPad Air 2 iPad mini 4 Nexus9 Surface pro 4

画面サイズ 12.9 9.7 7.9 8.9 12.3

重量 713 437 298.8 425 786

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

OS iOS9 iOS9 iOS9
Android

5.0
Windows10

バッテリー 10時間 10時間 10時間 9.5時間 9時間

価格 94,800～ 53,800～ 42,800～ 42,900～ 124,800～

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	Pro 94,800 112,800

iPad	Air	2 53,800 64,800 75,800

iPad	Air 42,800 47,800

iPad	mini	4 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。



アプリケーションの体験



































ポイント



アプリを探す時は、AppleStoreではなく
インターネットで検索してみましょう



こどもに合ったアプリが見つかれば
同じ会社が作ったアプリをためしてみましょう



使う場合のポイント

渡す前に約束を決める
　（使う場所、時間、など）
紙や物で出来る事は出来ればしない
出来れば友達や家族複数人で
YouTubeや有害サイトは見れないように
各種パスワードは教えない
スモールスタート
　（最初からアプリを沢山いれない）





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

