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本日の資料はスライド枚数が 
多くなっておりますので、 

紙での配布はしておりません。 
インターネットより 

ダウンロードしてお使いください。 

ピンクで囲まれている画像は動画ですので 
PDFファイルでは視聴できません。 
YouTube等で検索してみてください。 

その代わりと言っては何ですが 
録音・録画・撮影 

どんな記録をしていただいても 
結構です。 

本日の資料



http://npo-atds.org

本日の資料のダウンロード方法

http://npo-atds.org


本日の機器構成
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自己紹介



主な活動と経歴
本年度 

　　　京都市教育委員会　総合育成支援課　専門主事 
　　　京都府 特別支援教育京都府専門家チーム（宇治支援学校SSC） 
　　　ＮＰＯ　支援機器普及促進協会　理事長 

昨年度以前 
　　　京都市　呉竹総合支援学校・東総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 
　　　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） 
　　　京都府教育委員会　社会教育委員 
　　　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　中学部１年生の三男がおります

http://ameblo.jp/memis-18/




Topics



Can you make it to the end?



Autism Acceptance Month - Apple



Pechat | すべてのぬいぐるみを、おしゃべりに。



多彩！ワンスイッチによる Mac や iPhone の操作



アジア最速の視線入力！三保さん（広島県）



MaBeee_Movie



タブレット端末何を買えばいいの？



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



iPad

16GB 32GB 64GB 128GB
iPad Pro 94,800 112,800

iPad Air 2 53,800 64,800 75,800

iPad Air 42,800 47,800

iPad mini 
4

42,800 53,800 64,800

iPad mini 
2

31,800 36,800

Wi−fiモデルの場合

購入金額の比較（税抜）



Appleの障害者向け特別販売 
プログラム 

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html

http://www.apple.com/jp/contact/disability.html


Appleの学生・教職員割引 



iPad , iPad mini , iPod , Mac 
などの購入をお考えの方は 
是非ご相談ください。



アプリケーションの体験















ポイント



「自己肯定感」を育むつもりが「優越感」を育てていませんか？
親が意識すべきたった１つのこと

他者評価のシャワーが育んでいる（強化している）ものの実態は自己肯定
感ではなく、「どうだ！」という優越感や、「親に褒められたい！」とい
う承認欲求の強化にすり替わっている。

まず、子どもの自己評価を聞いてみる。
これだけです。
例えばこんな会話にしてみてはどうでしょう。

親「運動会のかけっこどうだった？」（結果は知っていても聞く） 
子「…。うん、がんばった！」 
親「そっか！頑張ったよね！そんなふうに思えてよかったねえ！」 
味気ないでしょうか（笑）。でも、私はこれでいいと思うのです。
子どもがよかった！と充実感を感じているなら、それでよし。と思えることが大切です。

という様なイメージです。 
大人は、子どもの自己評価に共感しつつ、本人が満足なら一緒に大喜びすればいいし、不満足ならその次どうす
ればいいか一緒に考えればいい。



教えるのがうまい親の意外な共通点

教えるのがうまい親は、子どもが答えを出せなくて悩んでいるとき、イラ
つくことなく見守ります。子どもが答えを出せなくて諦めそうになっても、
答えは教えません。答えを教える変わりにヒントを与えるのです。

・さっき解いた基本問題をもう一度読んでみたら？
・この問題、この前やった○○の問題に似ているような……
・計算ミスしてるってことはないかな……

教えるのがうまい親は、学習する内容を具体的な日常生活にあてはまるところを探して、
一緒に楽しみながら試しています。この姿勢が子どもの知識を定着させ、知的好奇心を
引き出すのです。



口答えする子どもは成功する可能性が高い

問題のある性質を多くもち合わせている子どものほうが大人になってより成功す
ることがわかったのです。かつては親をさんざん怒らせたが、今では優れた起業
家という人の多くは、問題のある態度や行動のおかげだったかもしれないのです。



「支援がうまくいかない…」 

というときは、 

「やらせている」 

か 

「やりすぎている」

@fukushiswitch

https://twitter.com/fukushiswitch


楽しさは忍耐力を産む

一度やり始めたことは最後までやる

楽しさとは自分で決断できる喜び 

自主的よりも主体的に・・

NHK Eテレ　奇跡のレッスン



参考書籍



「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。 

https://maho-prj.org

http://maho-prj.org/
https://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

