
第８回　Kusatsu i-Pad を楽しむ会
動画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



NHK プロフェッショナル 私の流儀

説明
「プロフェショナル 仕事の流儀」
NHK公式アプリが登場。
自分だけの「プロフェッショナル風
オリジナルムービー」が作れるおも
しろアプリ！
番組への投稿もOK。フォトライブラ
リに保存して、送別会や結婚式など、
様々なシーンで流儀を披露しあおう！



まずは 
過激に！！ 

AR（拡張現実機能）体験



ACTION MOVIE FX

説明
Action Movie FXを使って、動画を撮
影すると、アクション映画のような
映像を作ることができます！

FEATURES:
特徴：

『スター・トレック イントゥ・ダー
クネス』のアクションは、3種類が無
料でダウンロードできます。
無料で5つの大掛かりなアクション
FXが選択できます



ちょっと一息 
みんなで評価しよう



PINGPONG(ピンポン) 

説明

PingPongは講義、会議、ブレスト、
宴会等、多数の人々が集まった場所
での相互作用を手伝うコミュニケー
ションツールです。聴衆からの質問
を誘導したい時、学生たちの理解度
を知りたい時等、資料を簡単に共有
したい時、当選者を選ぶ時、とても
有効に活用することができます。面
倒な登録も要りません。インストー
ルも要りません。（WEB版）



ここからは 
まじめに・・



ストップモーションスタジオ

説明
どこでもお手持ちのデバイスで美
しいHDのストップモーションアニ
メ動画を作成出来ます。必要なの
は指先だけ。コンピューターは不
要です。素晴らしい動画を作成し
て友達と楽しむ、または
Youtube、FacebookとCoの世界
で共有しましょう。iMovieを使っ
てテーマ、タイトルと翻訳をデバ
イス上で追加出来ます。



VIMO - VIDEO + MOTION STICKER AND TEXT

Description

* Best New App on AppStore 
World Wide.
* App Of The Week on AppStore 
in Japan, South Korea, and 
other Asian Countries.



IMOVIE

説明
洗練されたデザインと直観的なマルチタッ
チジェスチャで、これまでになかった方
法でビデオを楽しんだり、まったく新
しいストーリーを生み出したりできます。
ビデオライブラリをチェックする。み
んなと思い出を共有する。美しいムービー
を作成する。iMovie Theaterを使って
すべてのデバイスでビデオを鑑賞する。
すべてが思いのまま。さらに、iMovie
拡張機能を使えば、「写真」App内で
ビデオをすばやく楽しく編集して、あら
ゆるビデオをもっと記憶に残る作品に
仕上げることができます。



自在にコマ送り！ ウゴトル

説明
！！！　全世界３０万ダウンロード
突破　！！！
プロも絶賛！ダンス・スポーツに必
携のアプリ！
ダンスチーム、教育機関でも導入多
数！

コマ送り・スロー再生・動画比較で
徹底的にフォームをチェック＆改善！

最高のパフォーマンスは最高のフォー
ムから！



VIDEO ROTATE & FLIP (NO TIME LIMIT)

Description

Rotate & Flip Your Videos! 

■ No Watermark and No Time 
Limit 

■ Compatibility Mode 



本日の感想を 
どれかで表現！



PARAPARA

Description

だれでも簡単にパラパラ漫画を作る
ことができます。アニメーションが
どのように作られているかを体感し
てみましょう！



おまけ・・



VIDEO IN VIDEO

Description

Don't miss out on the FIRST and 
ONLY "picture in picture" video 
application for iOS.

Video in Video is pioneering the 
way in mobile video creation by 
allowing anyone to create 
stunning HD quality video within 
a video.  Perfect for creating 
instructional or promo videos on 
the go.

Create your Video in Video and 
share by: 



PLASTIC ANIMATION STUDIO

Description

Plastic Animation Studio lets you 
easily animate photos or drawings 
and share your animation with 
your friends.
No drawing experience is 
necessary: load an image, build a 
skeleton structure and animate 
this structure deforming the 
image. 



GREEN SCREEN MOVIE FX STUDIO

説明

Green Screen Movie FX Studio is 
an incredibly powerful special 
effects editor that allows you to 
create Hollywood style movies 
clips in exactly the way you want. 

Unlike other FX applications, 
Movie FX Studio puts you in 
control of the Directors chair. 



DYNAMAPPER

説明

DynaMapper is the world's first 
and best interactive projection 
mapping software for iOS. With 
DynaMapper, you can project any 
image and animation you like on 
your living room walls, front of 
your house even an entire 
building. No party will be 
complete without DynaMapper! 



h"p://npo-atds.org

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

