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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 
　　



NPO法人　支援機器普及促進協会 
高松　崇

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



あきちゃん　PECS



本日のテーマ　　　　（関西弁風では～）

保護者が抱える悩み（あるある！）
保護者からの事前アンケート（どないするん？）
iPadを活用する際の心得（なんなん？）
アプリを使ったスケジュール作成

　　　　　　　　　　（ほんまに、できるん？）

外出時に活用できるアプリの紹介（おしえてーな！）

おまけ（ラッキー！！）


（サイト紹介）

（書籍紹介）



保護者が抱える悩み



買い与える年齢

1歳児のスマホ・タブレットなどの利用頻度では、2014年に81.8％を占めていた
「ほとんど使わない」が66.6％に減少し、0％だった「ほぼ毎日」が6.7％に増加。
「週に2～4日程度」は1.8ポイント増え、20.0％となった。「ほぼ毎日」「週に2
～4日程度」を「習慣化している」と捉えると、その割合は1歳児の26.7％、2歳児
の54.6％にあたる。2～6歳児全体では、2014年に平均44.2％だった「習慣化」が、
6.8ポイント増の51.0％に。スマホ利用の低年齢化がうかがえる。

また、保護者のスマホ・タブ
レット利用時間と子どもの利
用時間は比例する傾向にある。
親の利用時間が「2時間」を
超える層では、子どもも「1
時間」「2時間」「2時間以上」
の割合が高い。

http://resemom.jp/article/img/2016/10/06/34170/148089.html

http://resemom.jp/article/img/2016/10/06/34170/148089.html


スマホ、タブレット……。子供が使うなら何歳から？
「6歳」

医師によると、「3歳は身の回りや物語について、空間や時間の認識が作り上
げられるとき。3歳未満にタブレット等を与える必要はなく、むしろ親や人と
のコミュニケーションが重要」とし、「6歳は、身の回りのことを認識しなが
ら、指を使って物事を学ぶ年。タブレットやテレビを前にして、子供が創造力
を膨らませているようなら、それらのデジタル製品を与えてもよい」としてい
ます。 
また9歳になると、インターネットをしたがる子供が増えますが、医師は「1
人きりで助けや意見を求めるような使い方はさせず、インタラクティブなもの
や想像力を働かせるものとして使うようにさせるのが大切」と忠告。「比較的
自由にデジタル製品を使わせてよいのは、中学生になってから」とアドバイス
しています。

http://woman.mynavi.jp/article/131008-047/

http://woman.mynavi.jp/article/131008-047/




テレビとiPadの違い

テレビで放映できないような子どもにとって有害な情報がインターネットでは
発信されています。判断力、自制力の未熟な子どもに利用させるには有害な情
報が子どもに届かないようなフィルター（ホワイトリスト方式）を利用するな
ど大人のサポートが必要です。

テレビは発信者の責任 

インターネットは情報を受ける側 
（利用する人）の責任



ペアレンタルコントロール(機能制限)







スマートフォンやiPadの使用は、子供の人との接し方
や感情の成長に影響を及ぼすかもしれない
スマートフォンやiPadを与えて子供をしずかにさせるのは、自分を抑制させる能力の妨
げになる、というのです。
”子供を静かにさせる、子供の気を紛らわせる方法として、いつもこういった機械に
頼っていたら、自分の意力でじっとしたり、静かに出来る子になると思いますか？”
言葉を覚えるという意味で、幼児がスマートフォンやiPadなどを使うのは効果的である
し、自閉症の子にも学習能力を上げるという研究結果もあるそうですが、同時に、3歳
以下の子がスマーフォンなどの画面を触ってやるゲームなどは数学やサイエンスに必要
な能力を減じるそうです。ブロックやLegoで何かを創りあげるというのは、携帯やタブ
レットなどを使って遊ぶよりも、数学の能力の基本に繋がるそうです。
やはり、テレビ、携帯、タブレットなしで、親と子供の触れ合いの時間を増やすべきだ
と言ってます。そして、テレビ番組のセサミストリートや、本を読む力をつけてくれる
ような携帯やタブレットのアプリケーションは国語能力をつけてくれるけれど、それは
幼児ではなくて、５，６歳以上の子の場合です、と言ってます

http://www.dallajapa.com/smartphonesandkids/

http://www.dallajapa.com/smartphonesandkids/


床に座り 込んで動こうとしません

http://kojitakeshima.com/家庭で療育・aba/強化とは

ある子供だけ床に座り 込んで動こうとしません。「好子を使わなければ」と思った先
生、教室からオモチャを持ってきました。「ほら、教室に行ったらオモチャで遊べる
よ。」オモ チャを見た子供は、喜んで教室に歩いていきました。先生は、「強化が成
功した！」と思いました。次の日、また同じ事が起こりました。子供はまた動こうと
し ません。先読みしていた先生は、オモチャを持ってきていました。しかし、オモ
チャでは動きません。オモチャがいつも好子となるとは限らないことを知ってい た先
生は、頭をひねった結果今度は歌を歌い始めました。歌の好きな子供は、また喜んで
教室に歩いていきました。こんなことが続いて、毎日座り込んでしまう この生徒に対
して、先生は毎日色んなことをしなければならず、私のところに相談に来ました。ちょっ
と分析してみましょう。行動は「座り込んでしまう」こと です。子供が座ると、何が
起こりますか？先生がオモチャを持ってきます。歌も歌ってくれます。分 かりますよ
ね。強化になってしまっているのです。実は先生、この「座り込んでしまう」行動を強
化してしまった訳です。先生の行動を分析すると、「オモチャ を持ってくる」とか「歌
を歌う」という先生の行動が、生徒の「教室に向かって歩く」という行動が好子になっ
て、強化されてしまっているのです。

http://kojitakeshima.com/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%A7%E7%99%82%E8%82%B2


タブレットにゲーム機…電子端末の使い過ぎが子ども
与える影響って？

2 電子端末がもたらす可能性のある7つの悪影響とは
2.1 【1】視力低下
2.2 【2】体力低下
2.3 【3】知能(言語能力)の低下
2.4 【4】社会性・感受性の低下
2.5 【5】睡眠障害の可能性と集中力低下
2.6 【6】電磁波の影響を受ける
2.7 【7】依存の危険性がある

3 一方で適切な使用時間であれば良い影響を与える一面も…

http://www.hoiku-shigoto.com/report/news/tablet-device/

http://www.hoiku-shigoto.com/report/news/tablet-device/


http://www.hoiku-shigoto.com/report/news/tablet-device/

【point 1】制限を設ける
1日の使用時間に決まりを設けることは、使い過ぎ防止に役つでしょう。知育アプリを開発するスマー
トエデュケーションの池谷氏によれば、使用時間の目安として2歳以上で2時間以内にするよう伝えてい
るそう。端末のタイマー機能を使うほか、最近は時間制限がかけられる知育端末も販売されているため、
上手に活用していきましょう。有害な情報にアクセスできるデバイスの場合には、機能制限をかけるこ
とも忘れないようにしましょう。
【point 2】コミュニケーションの機会を作る
タブレット端末の情報だけに没頭しないよう、できる限り親子一緒に使い、適度なコミュニケーション
を図ることも大切です。子どもたちをおとなしくさせる手段ではなく、アプリの内容について子どもと
話したり、一緒に遊ぶなど、交流のためのツールとして活用できると良いでしょう。
【point 3】ブルーライト軽減の工夫をする
視力低下を防ぐためにはブルーライトが眼に届かないようにする物理的な工夫ができます。画面用の保
護フィルムやアプリを使って、できるだけ有害な光を遮断しましょう。
【point 4】正しい使い方を教える
基本的な生活習慣や決まりごとをきちんと教えていくことも重要。「ママとお話しする時にスマホを
触っていたら悲しいよ」「このゲームは大人になってからだよ」など、良いことと悪いことを”しつけ”
ておくことで、成長してからのトラブル防止にも役立ちます。
【point 5】アプリは開発者の想いの伝わるものを
例えば知育アプリを選ぶ際などは、監修がきちんとされているなど、開発者の想いが見えるものを選び
ましょう。保護者が体験してみて、子どものことを考えて作られているか、じっくり見てみると良いで
しょう。

http://www.hoiku-shigoto.com/report/news/tablet-device/


スマホやタブレットで小さい子供が遊ぶときに親が知っ
ておくべき4つのこと
【1】0～2歳 乳幼児は、生きていく土台となる感覚、知覚、運動機能、愛着・共感関係を
育むことが大事 
人工的なメディアでバーチャルな世界を“過度に”体験させることは、もともと備わっている
発達のしくみを混乱させることになりかねないのではないか 
【2】3～5歳 親が一緒に使いながら、正しい使い方を教えていく 
自分で判断できる力を身につけさせるために、良いこと、悪いことを幼い頃からしっかり
と教えておくことが大切なのだ。 
【3】子供向けゲームアプリは、メーカーの思想や思いが見えるものを選ぶ 
実際に親が自分で使ってみて検討するのはもちろん、メーカーのウェブサイトなどを確認
して、監修の有無や、どんな思いで作ったアプリなのか、どう使ってほしいのかなど考え
方がわかるもの、それに共感できるものを選ぶといいでしょう。 
【4】小学生 自由に使えるが、判断力はまだ未熟な年齢 
人を思いやる気持ちや、自分で考えて選択する思考力といった“土台”を作ることは、メディ
ア社会で生きて行くうえでも欠かせないということを、親御さんには忘れてほしくないで
すね 

http://www.huffingtonpost.jp/2013/10/16/children-smartphone-parents-_n_4112492.html

http://www.huffingtonpost.jp/2013/10/16/children-smartphone-parents-_n_4112492.html


子供にはiPadでYouTubeを見せるべき！視聴制限の方
法も知っておこう
動画には文章では表現しきれない、はるかに多くの情報が含まれているため、見るものに対して大きな影響を与
えます。 
YouTubeを小さな頃から見ている子どもはそうでない子どもと比べて、「できること」のイメージ（先入観）が
次々と蓄積されることになります。この蓄積によって、両者にはいずれ大きな能力差が生まれる可能性がありま
す。 
YouTubeには、たしかに有害な動画を目にしたり、娯楽ばかり見て子どもがテレビ中毒のようになるリスクもあ
ります。しかし、これだけ世界中の子どもたちが気軽にYouTubeにアクセスできる状況では、リスク以上にむし
ろ「見ないことによる損失」の方がはるかに脅威と言えます。 

YouTubeアプリの設定（歯車マーク）をタップして、セーフサーチフィルタを「強」に設定しておきます。100% 
正確なフィルタリングは実現していませんが、やらないよりはやっておいた方がよいでしょう。 
iPadからYouTubeアプリを削除して、テベリ – お子様向けのシンプルな動画検索アプリ for YouTubeを入れておく
という方法もあります。 
有害な動画を見ていたらすぐに分かるよう、iPadの利用は親の見ている前でのみＯＫと家庭のルールを決めてお
きます。iPadにパスコードロックをかけて、親がパスコードを入力しないと使えないようにしておけば万全です
ね。 
動画の内容は健全なものでも、あまり長時間の見過ぎは健全とは言えませんね。これも「1日1時間まで」といっ
たふうに家庭内でルールを設けておきましょう。 
リスクをゼロにするのではなく、適度な制限によってリスクコントロールをした上で、できるだけ子どもの自由
に任せるといったアプローチの方が建設的ですね。 http://toneliko.com/7845/

http://toneliko.com/7845/


レポート ‒ 自閉症の子どもにとって、スケジュールボー
ドは自分の頭脳の一部
スケジュール表は自閉症の子どもに絶対的な指示を出す道具になります。スケ
ジュールボードは、それを超えて、自閉症の子どもが自分の意思をアピールす
る道具にもなるのです。
子どもにスケジュールボード上で、自分で絵カードを並べることと、自分のや
りたいことの絵カードを置くことを教えてあげてください。最初は子どもの手
をとって教えてあげてください。子どもは、自分でやりたいことの意思表示を
スケジュールボード上で行い、その内容どおりに行動するようになります。

物事の優先順位を自分でスケジュールボード上に示して、自分でスケジュール
ボード上の順番に従います。
もはやスケジュールボードは、他人からの情報提供の道具ではなく、自閉症の
子どもにとって、スケジュールボードは自分の頭脳の一部なのです。

http://theprompt.jp/rp-2016-02-boardisbrain/?
utm_content=buffer474ca&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://theprompt.jp/rp-2016-02-boardisbrain/?utm_content=buffer474ca&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://theprompt.jp/rp-2016-02-boardisbrain/?utm_content=buffer474ca&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


アプリが自閉症障害の子供を変える

「アプリには変化を起こす力があります。自閉症患者のコミュニケーション・
スキルを向上させ、行動療法の有効性を高め、学習や学校の成績を伸ばすの
に役立つと考えられています」と語るのはダン・スミス博士です。

アプリの特長として、首尾一貫した視聴覚資料を提供できる点、子供の状態
に合わせてカスタマイズできる点を挙げています。
子供がアプリをどう使うかを観察することが重要だと言います。

「時間をかけてアプリの機能を学び、子供にとってどのように役立つかを見極
め、教える前に自分で使ってみることです」と語るのは、特殊教育の教師をし
ているマーク・モートーン氏です。

https://iq.intel.co.jp/how-autism-apps-help-kids-on-the-spectrum/

https://iq.intel.co.jp/how-autism-apps-help-kids-on-the-spectrum/


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



保護者からの事前アンケート



iPadの使用時間に関して、タイマー制限をかけたり、 
タイマーアプリを使用しているが、納得ができない。

スケジュール表は自閉症の子どもに絶対的な指示を出す道具になります。
スケジュールボードは、それを超えて、自閉症の子どもが自分の意思をアピー
ルする道具に‥

子どもは、自分でやりたいことの意思表示をスケジュールボード上で行い、そ
の内容どおりに行動するようになるのでは‥



アンインストールをすることを楽しみ、携帯を渡すと、
アプリを消してしまう。（アンドロイド携帯）

Android端末の場合には、
標準機能でアプリの削除は
制限できないようです。
その変わり様々なアプリで
制御可能です。

iOS端末の場合には、
機能制限という設定で
制御できます。



すぐに音を大きくしてしまう。音量を固定することは
できるか。また、音を調整できるようになってほしい。

iOS端末の場合には、
設定→機能制限という設定で
音量を変更出来ないように
できます。



iOS端末の場合には、
設定→アクセシビリティ→
アクセスガイドという設定で
ボリュームボタンの動作を
出来ないようにできます。







アプリ内の企業リンクを押さないようにする方法はあ
るか。（アンドロイドタブレット）

Android端末の場合には、
現在は私の知る限り、標準機能
やアプリは無いみたいです。
（広告収入がメインですので‥）

iOS端末の場合には、
アクセスガイドという設定で
制御できます。

http://rezv.net/android/557/

http://rezv.net/iphone/611/

Android編

iPhone編

http://rezv.net/android/557/
http://rezv.net/iphone/611/


ひらがな、動物や魚などの同じ物探しアプリが知りた
い。



マナーやルールなどを学ぶことができる知育アプリが
知りたい。



“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人た
ち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者
はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違い
されている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなもの
に依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できて
いない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くす
ると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者
である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほ
とんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利
さに依存していることを忘れているわけです。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm

自立は、依存先を増やすこと
熊谷晋一郎さん（くまがやしんいちろう） 
小児科医／東京大学先端科学技術研究センター・特任講師 
1977年、山口県生まれ。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm


iPadを活用する際の心得



静かにさせる（黙る）為ではなく
（iPadが無くなると全く駄目！

般化出来ない！）

むしろ

伝える（話す）為に使う
（iPadがなければ駄目！

般化出来る！）

という発想



おもちゃ（ゲーム機）ではなく

支援機器（AT)とするためには・・・



購入する前に

使う年齢、内容を考慮する



購入したら 

まず、ペアレンタルコントロール(機能制限)の設定



購入したら 

次に、約束を作る （作らせる）

（時間、場所、交代、片付ける）



利用するときには 

出来るだけ一人で使わせない → ゲーム機になる

        ポケモンGO  共有体験 共通のネタ



http://grapee.jp/204044

http://grapee.jp/204044


http://grapee.jp/204044

http://grapee.jp/204044




利用するときには 

視覚化出来る

        LINE →時系列で視覚化できる スタンプで補完できる



http://blog.keaton.com/2014/06/line2.html

http://blog.keaton.com/2014/06/line2.html




　すなわちビデオ・モデリングとは、対象の子どもが学んでほしい活動や作業などを、誰かがモデルと
してやり、それをビデオで撮って対象の子どもに見せ、その活動や作業ができるようになることを目指
すことです。 

　このビデオ・モデリングを用いた自閉の子どもたちを対象とした研究は、米国などでは古くから行わ
れ研究例も多く、過去２０年間に６０以上の例があるということです。そして有効であるという結果が
多く、米国では自閉症のお子さんを対象としたビデオ・モデリングはエビデンス(科学的根拠)に基づい
ていると言われています 

　これが自閉の子どもに役立つのは、自閉のお子さんがもつ「強み」を活かしたものであるからと言わ
れています。自閉の子どもの中には、ある場面を見てそれを記憶することを得意とする子どもが多いよ
うです。また、人よりもタブレットなどの機器にたいして親和性の高いお子さんも多いようです。 

　ただ、目的とする情報以外の視覚情報に気がそれたり、焦点の当たっている部分以外を鮮明に記憶し
てしまう子どももいます。そこでビデオモ・デリングでは、注意をそらすような情報は最初からなるべ
く入らないようにしたり、編集時にカットしたりします。 

　このようにして動画を作成することにより、実際に先生やクラスメートが実例を示して他の子どもが
まねるより、ビデオで見せる方が有効なことも多いと言われています。 

ビデオ・モデリングとiPad・iPod �〜自閉症の子どもの支援

http://blogs.yahoo.co.jp/jalpsjp/46272851.html

http://blogs.yahoo.co.jp/jalpsjp/46272851.html






妻の知り合いで、その方のお子さんがやはり自閉症であることから 

その対策として「こども脳機能バランサー」を取り入れて 

取り組まれていたことを教えてもらったらしいです。 

ソフトのタスク（ゲーム感覚で取り組むプログラム）は大きく 

「注意力」「言語力」「空間認識力」の３つで分けられていて 

バランスの悪い（弱い部分）を遊び感覚で鍛えられるものです。 

http://asupehideki.seesaa.net/article/384599866.html

http://asupehideki.seesaa.net/article/384599866.html






アプリを使ったスケジュール作成

















外出時に活用できるアプリの紹介 
（待っている時間やお出掛けを楽しめるアプリ等）



大人が時間のある時と一緒   

皆さんは何をしていますか？


何歳になれば同じ事をしても良いの？ 

    大人でも複数人の時にスマホやっていますよ 
(共通のネタになれば…)


















サイト紹介
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「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

