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Never give up on learning by yourself | Tomonao 
Matsuya | TEDxKids@Chiyoda
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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2年生の三男がおります

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




Chapter 1
求められる力



通級指導教室でICT機器を使うには・・ 

治療教育アプローチ 
（困りを克服するために訓練を提供する） 

例. 
読む：ビジョントレーニング 
書く：自助具、気付き 

… 

機能代替アプローチ 
（代替手段で学習へのベースを提供する） 

例． 
読む：音声読上 

書く：キーボード入力



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 



Chapter 2
困難さ



読むこと



LD疑似体験:学習障害(LD)の中から”読む”ことのへ困難について

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY


LD疑似体験:学習障害(LD)の中から”読む”ことのへ困難について

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY


LD疑似体験:学習障害(LD)の中から”読む”ことのへ困難について

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY

https://www.youtube.com/watch?v=Mzfgr8kXasY


教員



ディスレキシア



ADHD傾向



音読の苦手な理由 
を考えてみましょう



治療教育的な 
アプローチ 

（練習　ビジョントレーニング等）











キネティック動体視力：KVA



静止視力



ダイナミック動体視力：DVA



コントラスト感度



深視力（距離感）



瞬間視力



眼と手の協応動作



治療教育的な 
アプローチ 

（支援　自助具等）







書くこと



小５　男子



小６　女子



小６　女子



中２　男子



中２　男子



기억하십시오. 당신의 클래스에 이런 아이는 없었습
니까? 칠판 노트 찍을 시간이 걸릴 아이. 노트 매스
에서 문자가 보이지 않거나 아이. 
책읽기가 즉 즉 밖에 읽을 수없는 아이. 분명있을 것
으로 생각합니다. 그들은 그렇게하고 싶어하고 있었
습니까? 아니면 열심히했던 것이지만 그렇게되어 
있었습니까?



書きの苦手な理由 
を考えてみましょう



治療教育的な 
アプローチ 

（練習　気づき等）











治療教育的な 
アプローチ 

（支援　自助具等）







聞くこと





聞くの苦手な理由 
を考えてみましょう



治療教育的な 
アプローチ 

（練習　聞き分け訓練等）





治療教育的な 
アプローチ 

（支援　自助具等）





Chapter 3
機能代替



ペン型ワイヤレススキャナー









VOCAペン



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 ...















まとめ



検査オタク(医療的アプローチ）ではなく 
観察オタク（教育的アプローチ）に・・ 



現代は百年単位で見ると 
アナログからデジタルへの 
大きな過渡期です 

辞書で調べることも, 
筆算で計算することも, 
ノートに書けることも, 
文書を読めることも, 
記憶できることも 

微妙にまだ必要なスキルなんですよね！ 

でも、今の子どもたちが大人になった時に 
本当に必要な力は・・・・ 



読む、書く、計算する、記憶する 
出来たほうが便利に決まってます 

でも 

代替手段で出来れば 
出来ないよりもはるかに便利です 



代替手段は手軽であればあるほど 
便利です 

アナログ 
⇓ 

デジタル 



子供たちの困り
（アセスメント）

と
支援の引出しを多く持つ

（ノウハウ）
ことがこれからの

特別支援には求められます。
その中の一つのツールがICTです。



ユニバーサルデザイン授業の提供 
（授業における基礎的環境整備） 

治療教育アプローチ 
（困りを克服するために訓練を提供する） 

例. 
読む：ビジョントレーニング 
書く：自助具、気付き 

… 

機能代替アプローチ 
（代替手段で学習へのベースを提供する） 

例． 
読む：音声読上 

書く：キーボード入力

学年 
困りの主訴 
本人の希望 

しっかりとした 
アセスメントと 
目立て 

がスタートです



参考図書









「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



h"p://npo-atds.org

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

