
第７回　Kusatsu i-Pad を楽しむ会
画像編集を楽しんじゃおう！！

NPO法人支援機器普及促進協会 
理事長　　高松　崇



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　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援） 

　　　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　　　



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/




みんなで 
なりきり自己紹介



COVERCAMERA : MAGAZINE COVER MAKE

Description

You can appear on the magazine 
cover just like the models! 

★★★★★ More than total 170 
renowned magazine covers 
available ★★★★★



みんなで 
◯秘を暴露！！



SCOOP CAMERA

Description

Something dubious movie app, 
Scoop Camera comes up! ! 
Just take video, it's like scoop!
hide eyes, change voice or insert 
telop. . . 
Let's take a funny video and share 
to everyone!



ちょっと一息 
クイズ大会！！



早押しクイズごっこキット

■概要

出題者と解答者に分かれて「早押し
クイズ」の『ごっこ遊び』を支援す
るアプリです。
アプリ購入後は、「解答者」モード
になっています。
クイズを出題する側のユーザは、ア
プリ起動後に左上の (i) ボタンをタッ
プして、
「モード切り替え」で「出題者」モー
ドに変更して下さい。



クイズボタン HD

アプリ QuizButtonの iPadバージョ
ンです。
回答者ボタンが８個に大幅増量！み
んなで楽しめます。

早押しクイズのサポートをするアプ
リです（問題文は入っていません）。

友達との遊びで、パーティーで、合
コンで、クイズ大会で。
いろいろな場所で早押しクイズを楽
しむことができます。



早押し判定機
～忘年会や新年会のパーティーに持って
こい！～
ワイヤレスで複数のiPhoneやiPadを繋
いで使える「早押し判定機」です。 
・出題者１台に、解答者３台まで（ア
ドオンで１０台まで）接続できます。 
　→解答者には自分が何番目に押した
かが表示されます。 
　→出題者には解答者の解答順番が表
示されます。 
・Bluetooth、または同一Wi-Fi環境で
接続します。
　→Wi-Fiを推奨します。 



ここからは 
まじめに・・



ADOBE PHOTOSHOP MIX
Description
Photoshop Mix makes it quick 
and easy to transform your 
photos anywhere you are. Cut 
out, combine and seamlessly 
blend pictures to create 
sophisticated multilayered 
images. Apply one of over a 
dozen Looks to select areas 
or your whole photo. Share 
with friends for fun. And 
refine photos further or 
incorporate them into other 
creative projects by accessing 
them inside new Photoshop 
Fix or sending them to 
Photoshop CC on your 
desktop. 



UNION - COMBINE, BLEND, AND EDIT PHOTOS

Description

- "A professional image 
blending tool that’s actually 
easy to use." - TECHCRUNCH

- "A quick and easy way to turn 
your iPhone or iPad into a 
photo manipulation tool." - 
GIZMODO

- "The best image-blending 
app around." - CULT OF MAC



TWINVIEWER

Description

TwinViewer is a dual-screen 
photo viewer application.
It's a powerful tool to organize 
your photos. 

You can compare two photos 
side by side, pick a better shot, 
leave one and delete another.
This can also serve as an EXIF 
viewer.



本日の感想を 
どれかで表現！



バルーン・スティッキーズ プラス

説明
バルーン・スティッキーズ プラス
は、簡単な操作で写真に吹き出し(バ
ルーン)を貼り付けるアプリです。

・セリフを入れて吹き出しとして楽
しむ
・撮った写真に付箋紙代わりにメモ
を入れる
・地図画像に場所情報を加える
・スクリーンショットに操作説明を
加える



HALFTONE 2 - COMIC BOOK CREATOR

Description
Easily turn your photos into 
comic book pages and videos 
with Halftone 2.

**Named One of the Best Apps 
of 2013 by Apple**
**Featured by Apple as an App 
Store Editors' Choice**
**Featured by Apple as a 
showcase app on the new 
iPhone 6 in Apple Retail 
Stores**
**Featured by Starbucks as a 
Pick of the Week**



FABIA - FREE SLIDE MOVIE EDITOR

Description
This app allows you to easily 
coordinate the clothes and 
accessories of the Japanese 
fashion brand FABIA.
In addition, useful features such 
as make slideshow movie, AR 
(augmented reality), other 
beneficial information are 
provided. 
Enjoy an exciting shopping 
sensation you have never 
experienced before. 

【Main features】

◆slideshow movie



h"p://npo-atds.org

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

