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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 

     　 京都府立　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



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



Topics



ペン型ワイヤレススキャナー



OTON GLASS (Japanese subtitle)



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


iPadでDaisyを読むためには

https://itunes.apple.com/JP/app/irida/id1023283265?mt=8

https://itunes.apple.com/JP/app/irida/id1023283265?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！



ユニバーサルデザイン授業の観点から



デジタルデータにすることで・・

拡大提示
フォントサイズの変更
フォント（書体）の変更
縦書き横書きの変更
行間や文字間隔の変更
カラーの変更
検索
コピー＆保存
音声読上
音声・キーボード入力



Apple TV

Wi-fi環境がなくても、 apple製品同士のP2P接続により
iPadの画面を、テレビ・プロジェクターに転送することが可能です。

Apple TVがあれば、話題の映画、テレ
ビ番組、スポーツ、あなたの音楽や写
真など、魅力あふれる様々なコンテン
ツにアクセスしてハイビジョンテレビ
で楽しめます2。AirPlayを使って、あな
たのiOSデバイスやMacにあるコンテン
ツをワイヤレスでテレビに映し出すこ
ともできます2。
大ヒット映画やテレビ番組をオンデ
マンドで
スポーツ中継とニュース
あなたの写真もビデオも
ファミリー共有
AirPlay
iCloud

8,856円



Lightning - Digital AVアダプタ・Lightning - VGAアダプタ

アプリケーション、プレゼンテーション、
ウェブサイト、スライドショーなど、お
使いのデバイスのスクリーンで見てい
るあらゆるものを、HDMI搭載のテレ
ビ、ディスプレイ、プロジェクタ、また
はそのほかの互換性のあるディスプレ
イに最大1080pのHD画質でミラーリン
グできます。

VGA搭載のテレビ、ディスプレイ、プ
ロジェクタ、またはそのほかの互換性
のあるディスプレイに最大1080pのHD画
質でミラーリングできます。

6,264円



拡大提示装置として

トリミング 
台形補正



拡大提示装置として

画像比較提示



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



誰にも分かりやすい教材を

PowerPoint

Keynote



誰にも分かりやすい教材を

iBooks Author

iBooks



黒板を上手く利用しよう

Kocriは、
iPhone* をリモ
コンにして、
黒板にプロジェ
クターで写真や
ガイドを出して
スマートに授業
をおこなうアプ
リです。



資料の一斉配布を簡単構築

最大7台までのiPad
を連携させること
ができ、先生から
各生徒に資料を一
斉に配布、生徒か
ら先生の端末内に
ある提出箱に解答
を提出することが
出来ます。



個に合わせた教材作り











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







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



視覚優位

トリミング 
台形補正



聴覚優位



カメラ



ビデオ



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



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 魔法の宿題

東京大学先端科学技術研究センターとソ
フトバンクグループは、携帯電話・スマー
トフォン等の情報端末の活用が障害を持
つ子どもたちの生活や学習支援に役立つ
ことを目指し2009年6月から「あきちゃ
んの魔法のポケットプロジェクト」をス
タートしました。 

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



http://npo-atds.org

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

