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ICT活用推進者対象

特別支援教育におけるICT活用 
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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、京都府立向日ケ丘支援学校　小学部５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。
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障害者差別解消法
障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す
「障害者差別解消法」が7月１９日午前、参院本会

議で全会一致で可決、成立した。 

   施行は2年後の２０１６年４月。何が差別に当たる 

   か、政府は今後、基本方針を策定する。

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95&r=reflink


国連の障害者権利条約では、障害者が他者と平等な⽣活を

するために、必要かつ適切な調整／変更を⾏う「合理的配

慮」を規定している。紙の教科書に対して読字困難がある

⽣徒に電⼦教科書の使⽤を認めること、鉛筆での書字困難

がある学⽣にPCでの筆記を認めることは合理的配慮だ。

東京⼤学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授



合理的配慮については、行政機関（国と自治体や公立

学校、福祉施設など）に対し法的に義務化。民間事業

者に対しては努力義務。 

報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、 

２０万円以下の過料が科される。



情報端末を利用するのは・・・

本人の力

支援や 
ツール

周囲の 
理解

健常児

障害児

自立訓練 
歩く、話す

訓練と支援のバランスが大切

ＩＣＩＤＨ：ＷＨＯ国際障害分類 
（１９８０）の障害構造モデル

ＩＣＦ：国際⽣活機能分類 
（２００１）の⽣活機能構造モデル



Agenda 
タブレット端末とは 
これからのICT機器 

基本設定 
アクセシビリティ 
ちょっと便利な設定 
フォルダの管理 
キーボードの設定 
Safariの使い方 

活用のポイント 



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 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



自分で出来る！

アクセシビリティ
フィッティング

などのポイントは後日からの
実務研修会でご説明いたします



TOPICS



Touchjet WAVE Turn Your TV into a Touchscreen

既存テレビを電子黒板に変える



UBI

どこでも電子黒板に変える



みらいのこくばんプロジェクト
既存黒板を電子黒板に変える



The Cicret Bracelet Like a tablet...but on your skin.  
(www.cicret.com)



TrackerPad Sticky GPS tracker pads



Smmy Screamer Motion Alarm



Moff Band



MaBeee



OAK

モーションコントロール



tobii Glass2　5才児の視線

視線入力



Mind over matter. A wearable device that touches your mind.
脳波コントロール



クラフトがっき 



eMotion Project



LUMO - The World's First Interactive Projector For Kids



ゆめ水族館　EPSON



PCEye Explore - Play

視線入力



Talkitt

音声変換システム



Eye Play the Piano



Eyedrivomatic for Hackaday Prize - Semi Final Video

電動車椅子



Using Google Glass to Caption Conversations

ASR（音声認識）システムとリアルタイム文字表示



Google Gesture



MotionSavvy introduces Uni

手の動きを認識する最新のモーション・センサー



Transcense Seamless conversation experience for Deaf & hard-of-
hearing

ASR（音声認識）システムと分散マイクロフォンシステム



さわれる検索



Finger Reader



光で伝える ―LEDによる新しい情報伝達技術  
【FUJITSU JOURNAL（富士通ジャーナル）】



Beacon Syatem - Microsoft



Introducing Phorm, the world's first morphing touchscreen



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



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）



基本的な設定 

iOS9の場合



通知⇒不要な通知はすべてオフにしておきます



コントロールセンター⇒アプリケーションの使用中には 
誤操作を防ぐためにもオフにしておきます



一般⇒情報⇒名前 
AirDropなどの共有時に判別しやすいように１台ずつ別の 

名前を設定しておきます



一般⇒ソフトウェア／アップデート 
普段使用しているアプリが対応するまでは、 
アップデートしないようが良いです



一般⇒Siri 
ネットワークに接続している時のみ利用できます 
利用する必要がなければオフにしておきましょう



一般⇒Spotlight検索 
ホーム画面で、画面内から下へスワイプすることで 

検索画面が表示されます。不要な項目はオフにしておきます



一般⇒Handoffと候補のApp 
学校での利用には関係ありませんので、 

どちらもオフにしておきます



一般⇒マルチタスク 
誤操作の元ですから、すべてオフにしておきます



一般⇒ストレージとiCloudの使用状況 
本体の容量が足り無い時には、ストレージを管理から 

容量の大きな不要ファイルを削除しましょう



一般⇒Appのバックグラウンド更新 
学校でのネットワークの負荷軽減・バッテリーの節約の 

為にもオフにしておきます



一般⇒自動ロック 
現場での利用に合わせて設定しておきましょう 
不明な場合には１０分で良いと思います



一般⇒キーボード 
標準キーボード以外にも必要なキーボードは追加します 

不必要な機能はオフにしておきます

手書きキーボード・片手キー
ボードなど困りに応じて設定

不要な機能をオフにすること
でレスポンスを改善できます



一般⇒キーボード 
標準キーボード以外にも必要なキーボードは追加します 

不必要な機能はオフにしておきます

五十音キーボードを利用する
場合には、かなを適時設定し
ます



画面表示と明るさ 
コントロールセンターから簡単設定できますので 

オフにしておきます

文字サイズは特定アプリのみ
適応されます

文字を太くするはシステムの
再起動が必要です



壁紙 
使い方の約束などを表示しておくことも有効です



バッテリー残量 
％表示はしておきましょう

バッテリーの減りが早い時に
は、使用状況で確認して見ま
しょう。不要な機能はオフに
しておきます。




プライバシー 
各機能をアプリ内で利用できるかどうかを設定します

アプリ起動時に各機能の利用
を確認されますが、間違えて
選択した場合には、ここから
再設定します




アクセシビリティの設定



視覚サポート



VoiceOver



ズーム機能



ズーム機能

フルスクリーンズーム ウィンドウズーム



色を反転



グレイスケール



スピーチ





音声入力



ホームボタンを長押しで起動



以外の設定



聴覚サポート



肢体不自由児



アクセスガイド

使えるAppを限定し、触りたくない部分に保護をかけれらま
す 

バナー広告などの箇所に、無意識に触れてします場合に有効





3項目を
オンにします

画面の不要部分（バナー広告等）を触らせたくない時や
特定のアプリを勝手に終了させたくない場合に設定



AssistiveTouch

画面をタッチすることが困難な方や支援アクセサリが必要な
方の簡単にiPadを使用できるようにします 

複数指の操作やダブルタップなどが苦手は方には有効





ONにすると
半透明な丸いボタンが
浮かんできます



IOS9より
８個までよく使う機能
を登録できます。



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　ハイライト中に外部ス
イッチなどを利用してiPadを操作できます 

手の可動域が小さい、画面がタップしにくい人に有効





外部スイッチの登録

オートスキャン時には自動
ステップスキャン時には手動

指定時間で確定タップとする

オートスキャンの繰り返し数

押しっぱなしでタップをみなす時間

オートスキャン時の移動速度

注意：下記設定が出来てからスイッチコントロールをONにします

オートスキャン時のオプション

外部スイッチのオリジナル操作登録



タップと選択動作の判別

項目に表示する内容

押し続けた場合の判定時間

何度も押す場合の判定時間

ポイントモード時の移動速度



項目モード時のグループ化

項目モード時のカーソルの大きさ

項目モード時のカーソルの色

AssitiveTouchとの併用



新しいスイッチの登録



外部スイッチで操作する場合

画面すべてを一つのスイッチにする

フロントカメラで顔認識

外部スイッチ接続時には
　iPadタッチャ−で　できiPad　などを予め接続しておく
　ことが必要です

画面をスイッチにした場合には１スイッチ操作だけなので
　オートスキャンしか出来ません

フロントカメラで顔認識は顔を左右にふる２スイッチ操作
　まで対応できます



各スイッチにどのアクションを実行させたいのかを登録する
１スイッチの場合には　項目を選択　を登録しておきます



S w i t h  C o n t r o l

ポイントモード項目モード



タッチ調整

画面のタッチ操作がどうも上手く出来ない方のための調整 

不随意運動や素早い操作が苦手な人には有効です





接続に使う機器



できiPad

4個までのスイッチ操作が可能

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



なんでもワイヤレス



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



ちょっと便利



フォルダ
同じ用途のアプリは出来るだけフォルダを使って管理しましょう 
子供たちのしたいものを、簡単に見つけられます。 

頻繁に内容の変更はやめましょう！ 
逆に子ども達が迷ってしまします



http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html

http://www.ipodwave.com/ipad/howto/home-icon-arrange.html


キーボード

子供たちが使いやすいキーボードを設定しておいてあげましょう 
iOS8からは、標準以外の手書きキーボードなどもダウンロードすれば 
つかえるようになりました。 
また、よく使う単語などはユーザ辞書に登録しておきましょう。



キーボードの追加





iOS8からですよ！



編集ボタンを押す 
キーボードの切り替え順を 
並び替えられます 
よく使うものから 
順番にしておきましょう



ユーザー辞書の追加



単語とよみを入力し、保存します



英数大文字入力固定 
⇧キーをダブルタップ 

大文字の連続入力時には 
便利です



英字キーボード時に 
キーボードを左右に分けられます 

iPadを持って入力する際には 
便利ですね 

日本語キーボードでは 
フリック入力が可能になります



日本語ローマ字などのキーボード 
で分割しておいてから、 
日本語かな を選択します 
戻すときの同じです



英字キーボード時に 
文章の先頭文字を自動的に大文字にします



英字キーボード時に 
綴りの間違いを自動的に修正します



英字キーボード時に 
予測変換が表示されます



英字キーボード時に 
スペースキーをダブルタップでOK!



音声入力を利用するのであれば 
オンにします 

（Wi-fiなどの接続時のみ利用できます）



英語の入力時に 
スペルの間違得ている単語には 
赤い波線が表示されます。



日本語ーかな 
キーボードの標準順を 
変更できます



フリック入力 
（上下左右の移動のみ可） 

数字など同じ番号を入力する 
時などには便利ですね



http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html

パスワードを入力する際には 
知っていると便利ですね！

数字に切り替えたい時に、左下の「１２３」を押したままド
ラッグして、打ちたい数字のところで指を離します。すると、
その数字が打てて、数字が入力し終わると英語の入力画
面に自動的に戻っています。これで、いちいち英語と数字
の画面を切り替える手間が省けてスムーズ！

http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html


http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html

テキストをコピーする時に、一本の指で長押しすると、範囲を手動で選
択してコピーすることができます。でも、それがちょっと長めのテキスト
だと、ちょっと手間取ってしまいます。

■ 二本指でタップ！ 
これを、二本指でテキストをタップする
と、タップしたところの１段落をまとめ
て選択してくれるので、長文をテキスト
したい時は便利に使えます。

http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html


http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html

テキストをコピーする時に、一本の指で長押しすると、範囲を手動で選
択してコピーすることができます。でも、それがちょっと長めのテキスト
だと、ちょっと手間取ってしまいます。

■ 二本指長押しなら全選択も！ 
さらに、全文をすべて選択したい場合
は、二本指でテキスト部分を長押しす
ればOK！　テキストの初めと終わりあ
たりを二本指で押さえる形で、長押し
すれば全ての文章を選択できます。
ちょっとした便利な使い方を知ってい
れば、iPhoneの操作もぐっとスムーズ
に。

http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html


http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html

文字を打っていて、内容を間違えてしまった時や書き直したい時に、１
文字ずつ消去するよりも素早く文字を消す方法がコレ。

■ iPhoneをシェイクして文字
を取り消し！ 
iPhoneを1回シェイクすると「取
り消す－入力」と「キャンセル」
が表示されます。これで「取り
消し」をタップすると、打った
ばかりの文字がまとめて消
去できるのです。これで消去
しても、やっぱり文字を戻した
い時はもう1回シェイク。する
と、「やり直す－入力」をタッ
プすると、文字が元通りにな
ります。

http://iportal.yahoo.co.jp/report/2013062706.html


Safari
iPadではインターネットを見る時には、標準のSafariを使うことが 
多いです。 
Safariにもあまり知られていないて使い方がありますので、 
ご紹介しましょう。 

画像保存や、ホーム画面に追加等の機能は子供たちにも便利です。



よく見るサイトはホーム画面に！



すっきり見たいよね！



簡単に閲覧履歴を見るには…

長押し



アンダーバーを表示させる



リンクを新規タブで開く

長押し



画像を保存する

長押し



スクロールせずに、ページのトップに一気に戻る



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！



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


関連書籍



「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

