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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） 

　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長 

      
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　携帯電話市民インストラクター 

　　　 
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 
　　　



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



障害者差別解消法



学校では

鉛筆やペンでの書字が困難な学⽣に対して、授業や

⼊試へ参加するための代替⼿段を認めないことは、

同法の差別禁⽌および合理的配慮の否定に抵触す

る。さらに、本⼈が申請する代替⼿段の利⽤につい

て、学校側は検討する義務が発⽣する。

東京⼤学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授



障害者差別解消法
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。



合理的配慮



とは・・
「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本

的自由を享有し、又は行使することを確保するた

めの必要かつ適当な変更及び調整であって、特定

の場合において必要とされるものであり、かつ、均

衡を失した又は過度の負担を課さないものをい

う。」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm




観ることが平等

全員に一つずつの箱を
配ることが平等

公正性を担保
合理的配慮



合理的配慮 
（イラストの野球観戦を例にすると）

「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本

的自由を享有し、又は行使することを確保するた

めの必要かつ適当な変更及び調整であって、特定

の場合において必要とされるものであり、かつ、均

衡を失した又は過度の負担を課さないものをい

う。」

身長の低い人 好きなチームの試合を観戦し

応援することが出来るようにするための

木箱等を用意すること

スペシャルシートを用意したり、その子もためにテレビ中継をする

ものではない。



http://inclusive.nise.go.jp

合理的配慮の事例検索

http://inclusive.nise.go.jp


めがねのように当たり前？



見にくい⇒メガネ 
聞きにくい⇒補聴器 
歩行できない⇒車いす 
見えない⇒白杖、盲導犬 

読めない、書けない、記憶できない
推測できない、計算できない⇒ 
タブレット端末

困りが違うので対処法が違うだけのはず？



何故タブレット端末での支
援だと、お前だけずるいと 
言われるのでしょうか？



（一台で何でも出来る=All 
in One）がずるく見える 
単機能⇒多機能へ

タブレット端末本来の優位性

メガネもGoogle Glassであれば
補聴器もiPhoneと連動できれば
きっとずるいって言われますよ！



iPadを配布すれば解決？



メガネ 
補聴器 
車いす 
白杖 

読めない、書けない、記憶できない
推測できない、計算できない⇒ 
原因はそれぞれ

処方箋は全員がすべて違います

｝学校が一律に支給しませんよね！



何故タブレット端末
だけ、学校が用意する
のでしょうか？



そもそもの発想がパソコン
のリプレイスから来ている
からです。

Windowsパソコンの買換

AT(支援機器・技術）として考えれば
個人に合わせた端末は当たり前ですよね！
学習用の物をあわよくば支援機器として
利用出来ればと考えているのです。



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



ICT機器を配備すること
だけが合理的配慮？



どんな理由で書き写せないの？ 

視力の問題⇒前方の席、黒板の内容を復唱 
色覚の問題⇒チョークの色を工夫 
行がおえない⇒板書の行間を広く 
文字が判別できない⇒そもそも字がヘタ？ 
書きにくい⇒マス目やライン

対応策はさまざま 

しっかりとしたアセスメントが必要 



「そうか！」 チャート

http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/dyslexia/default.aspx

http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/dyslexia/default.aspx


ハイブリッド・キッズ・アカデミー

http://www.eduas.co.jp/buriki/eval/

http://www.eduas.co.jp/buriki/eval/


URAWSS



Topics



ペン型ワイヤレススキャナー



OTON GLASS (Japanese subtitle)



ARで動く教科書



Daisy教科書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html


PCでDaisyを読むためには

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/download/playback.html

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/download/playback.html


iPadでDaisyを読むためには

https://itunes.apple.com/jp/app/boisu-obu-deiji/id335608379?mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/boisu-obu-deiji/id335608379?mt=8


音声教材BEAM

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials


AccessReading

http://accessreading.org

http://accessreading.org


和太鼓（Wordアドオンソフト）

http://www.geocities.jp/jalpsjp/wordaico/wordaico.html

http://www.geocities.jp/jalpsjp/wordaico/wordaico.html


タブレット端末



自分で出来る！



読むことが困難



ズーム機能



ズーム機能



色を反転



グレイスケール



スピーチ



スピーチ



音声読上＆書き込み



音声読上 日本語エンジンで
読上 







書くことが困難



音声入力

音声入力Siri



CustomKeyboard

日本語かな日本語-手書き



視覚優位

トリミング 
台形補正



聴覚優位







音声読上＆書き込み









話すことが困難



iOS8 Siri（音声入力）

音声入力Siri



カメラ







計算することが困難



筆算をしたいのに、書くことが苦手 
という子供たちに



普通の電卓では出来な
い計算式も簡単！



一つ一つの計算結果を画面に 
保存していきます



％引きの商品価格を簡単に比較
できます



分数の計算が簡単に出来ます





見通しを持たせる

















記憶することが困難



カメラ



ビデオ





ユニバーサルデザイン授業の観点から



拡大提示装置として

トリミング 
台形補正



書籍のデジタル化

トリミング 
弯曲補正



拡大提示装置として

動画比較提示



電子黒板として

あらゆる素材 
に簡単書込



情報を選別する



個に合わせた教材作り











チョットアイデア授業進行

















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」 「知的障害」



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

