
埼玉大学教育学部附属特別支援学校

知的障害児のための
ICT活用研修会

タブレット端末活用講座2016

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
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/




４０年ギャップ



ボディランゲージ



言葉



文字　紙　書く



文字　紙　読む



音声入力　デジタル　ユビキタス



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





⭐思春期に口答えする子は、大人になってより成功する
親に口答えする子どもは自信をもって嫌なことは嫌と言うこ
とができるが、他者と意見をぶつけ合うことを覚えなかった
子は、強いことを言われると引き下がってしまう。

⭐よくしゃべる子どもは成績が良い
口を動かしながら、コミュニケーション・スキルを発達させ、
自分の問いに対する答えを求め、得ることを習得していると
考えられています。

⭐ルールを守れない子は、人並み以上の成績を収め、 
   高収入の大人になる

一説としては、そうした気質は、より強い競争心や自己主張
を伴い、転じて、より高い給与を求めたり交渉したりするこ
とが得意になるのではないかと考えられています。



最新のアイテム知ってる？



MaBeee_Movie



KOSKI on Vimeo



Pechat | すべてのぬいぐるみを、おしゃべりに。



Mogees - Play the World (Japanese)



Autism Acceptance Month - Apple



Using Google Glass to Caption Conversations



Finger Reader



ペン型スキャナー



dokiWatch　The World's Most Advanced 
Smartwatch For Kids



Phree - Make the world your paper



Smmy Screamer Motion Alarm



TrackerPad Sticky GPS tracker pads



子ども達の気持ち知ってる？



コミュニケーション

ちょっと考えてみよう

子ども達の困りって・・



こんな事も
覚えてないの！

（覚えられないの！）



いちいち指示を
出さなければいけない
指示待ち人間



なんでいつもオウム返しばかり？
ちゃんと返事をしなさい！



いつも問題行動ばかり・・



何でこんな簡単な事が
出来ないの！



これらの困りを
訓練で克服する事が

果たして自立なんでしょうか？

そこで支援(AT)が必要になります



支援について
考えてみよう。



択一



はい・いいえ



これで気持ち伝わる？



これ何？



絵カードとVOCA
(VOCA=Voice Output Communication Aids)

（携帯用会話補助装置）



文字入力と透明文字盤



意思表示



択一 文字入力



自立とは・・・



“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


タブレットの凄さ知ってる？



①．携帯性



どこでも 
同じ環境で使える



高さ：203.2mm 
幅　：134.8mm 
厚さ：    6.1mm 
重量：   298.8㌘

高さ：123.4mm 
幅　：  58.6mm 
厚さ：    6.1mm 
重量：       88㌘

iPod 
Touch

iPad 
mini4



②．即時性



いつでも 
すぐしたいことが出来る



iOS9.3

iOS10



③．操作性



多くの人が 
簡単に出来る



直感的な操作性 

タッチ　　（タップ） 
トントン　（タブルタップ） 
グーッ　　（長押し） 
サッ！　　（スワイプ） 
ズー　　　（ドラッグ） 
つまむ・ひらく　（ピンチ）



アクセシビリティ 

見にくい　　　（視覚サポート） 
触りにくい　　（操作） 
聴きにくい　　（聴覚サポート） 
使いにくい　　（学習サポート） 
すぐ呼び出せる（ショートカット）



④．アプリ



やりたい事を 
叶えてくれる



まるで、Pokemon GO!



声で操作できる！



こんな事がこどもにも出来る！



文字認識＋音声読上（「もじかめ」）



メモ + 音声入力



カメラ



インターネット（「Safari」）



電卓（「FusionCalc」）



翻訳（「写真を翻訳」）



経路（「GoogleMaps」）



経路（「GoogleMaps」）



共有（「AirDrop」）



ためになる本知ってる？









「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
魔法の種

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

