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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/


瞭のメカ好きは６才から始まりました。
iPad

Wii
PC

iPod Touch



障害者差別解消法



学校では

鉛筆やペンでの書字が困難な学生に対して、授業や

入試へ参加するための代替手段を認めないことは、

同法の差別禁止および合理的配慮の否定に抵触する。

さらに、本人が申請する代替手段の利用について、

学校側は検討する義務が発生する。

東京大学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授



障害者差別解消法
合理的配慮については、行政機関（国と自治体や公立

学校、福祉施設など）に対し法的に義務化。民間事業

者に対しては努力義務。 

報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、 

２０万円以下の過料が科される。





めがねのように当たり前？



見にくい⇒メガネ 
聞きにくい⇒補聴器 
歩行できない⇒車いす 
見えない⇒白杖、盲導犬 

読めない、書けない、記憶できない
推測できない、計算できない⇒ 
タブレット端末

困りが違うので対処法が違うだけのはず？



何故タブレット端末で
の支援は、当たり前に
ならないんでしょうか？



（一台で何でも出来る=All 
in One）がずるく見える 
単機能⇒多機能へ

タブレット端末本来の優位性

メガネもGoogle Glassであれば
補聴器もiPhoneと連動できれば
きっとずるいって言われますよ！



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



そもそも　読む・書くって？



40年ギャップ



ピアソン社（世界最大の教育関連企業）の主席教育顧問　マイケツ・ハー
バーさんは「40年ギャップ説」を唱えています 

「どの時代をベースに教育政策を考えるか」について、人によって40年
のギャップがあり、それが大きな問題だという説です 

つまり 

①本来ならば生徒が社会に出て活躍する20年後を見据えて、教育のある
べき姿を考える必要がある 

にもかかわらず 

②現場の教師は今しか見えていない 

さらに両親は 

③自分たちが受けた教育（20年前）をベースに考える 
という意味です 
  





Read、Write、calculate、store、guess   =  convenience

読む、書く、計算する、記憶する、推測する は、 
コンビニエンス(便利)

デジタルネイティブ世代の子供たち 
あれば(出来れば)便利 =(でも) 無くても(出来なくても)良い



読む          
    
書く         

計算する   

記憶する   
      
推測する  

情報のインプット

情報のアウトプット

情報の処理

情報の蓄積

情報の応用

そもそも何の為の行為 



情報のインプット          

情報のアウトプット       

情報の処理                   

情報の蓄積                   

情報の応用                  

キーボード

ディスプレー

CPU

メモリ・HDD

アプリ・ソフト

ICTは人間よりも 早く・正確に・丁寧に・大量に 



読めない          
        
書けない          
        
計算出来ない    
         
記憶する          
         
推測できない   

出来なくたって良いんじゃない 
読む、書く…は所詮便利なツールです 
でも、みんなにはICTがあります 

3D、見える化(マインドマップ)

音声読み上げ
英語の文献 ⇨ Google翻訳

キーボード、音声入力
字が汚い ⇨  Word

電卓
割り勘の計算 ⇨  スマホ電卓

画像、音声、
電話番号 ⇨  連絡帳



Topics



ペン型ワイヤレススキャナー









VOCAペン



OTON GLASS (Japanese subtitle)



Autism Acceptance Month - Apple



Daisy教科書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html


AMIS



AccessReading

http://accessreading.org

http://accessreading.org


WORD ＋　和太鼓



音声教材BEAM

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials


Windows media player ...



☆基本機能や、こどもが使うと良い便利な　　　　　　

　機能について聞きたい→機能制限

☆既に使っている方の、こんな事に使って

　いるという実例を教えて欲しい→困りが違う

☆スケジュール管理に使えるか？→般化できるか

☆フィルターにかからないけど見てほしくない   

　動画とどう付き合う？→機能制限

☆ネットサーフィンを時間制限する方法→機能的

　に制御するのは困難

☆インターネットの危険から身を守る方法→機能制限



タブレット端末



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 32,128,256 32､128 32,128 16,32 128,256,512

OS iOS10 iOS10 iOS10
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 82,800～ 42,800～ 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



iPad

32GB 64GB 128GB 256GB
iPad Pro 
12・9 82,800 92,800 102,800

iPad Pro 
9.7 62,800 72,800 82,800

iPad Air 2 42,800 52,800

iPad mini 
4 42,800 52,800

iPad mini 
2 29,800

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。



読むことが困難



ズーム機能



色を反転



スピーチ



さっと音声読上



音声読上＆書き込み





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





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



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



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。 

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

