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Self-introduction



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法人　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　高等部1年生の三男がおります

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




本日の機器構成
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Chapter 1
Topics



iOS13



音声操作 
マウス操作 
視線操作



Introducing Voice Control on Mac and iOS (with Audio 
Descriptions) — Apple



Intro to Mouse Support for iPad and iPhone (iOS 13 and 
iPadOS Mouse Support)



iPhone ArKit2 DropTalk DEMO1



iPhone ArKit2 DropTalk DEMO2



重度障害者がロボットで接客する実験カフェ分身「ロボットカ
フェ DAWN ver.β」11月にＯＰＥＮ！



Apple Pencilの練習１（iOSスイッチコントロール併用）
【Procreate】でスニーカーを描く



Using Talkitt SD



MaBeee



MaKey MaKey - An Invention Kit for Everyone



Tobii PCEye



Eyedrivomatic for Hackaday Prize



スマホで家電をコントロール！eRemote-3 RM-Pro



Build 2017- Project Emma



Emotiv Insight - A brain activity tracker



Chapter 2
教員が使う

教材作りの効率化…
Point：誰でも出来る！！



教材作成・提示 
Point： 

スキャナーは用途に応じて選択 
ちょっとした工夫で分かりやすい視覚提示 
百聞は一見にしかず　動画・画像の編集は簡単 

個に合わせた教材作成



カメラ　＋　編集

拡大提示・電子黒板ならカメラ機能で十分



アナログとデジタルの架け橋（Scannerアプリ）

デジタル書籍を簡単作成



電子書籍も簡単作成

見えにくくても・文字を読めくても・本を持てなくても、文書にアクセス



電子書籍も簡単作成

絵本など見開きモードでの閲覧が可能



アナログとデジタルの架け橋（Scannerアプリ）

電子文書から文字検索をしたい場合には最適！



電子書籍も簡単作成

文字検索が可能



電子書籍も簡単作成

ハイライト表示をしながら音声読上げが可能



アナログとデジタルの架け橋（Scannerアプリ）

イマーシブリーダー機能を使えば、その場で音声読上げ



電子書籍も簡単作成

編集・読上・共有など



アナログとデジタルの架け橋（Scannerアプリ）

カメラロールにたまった画像からアルバム作成　iPadの容量を増やす



造形物は立体（３D）で保存

平面画像から立体をイメージすることは難しい作業です



分かりやすい動画の提供

動画の上下。左右反転などが指一本で簡単編集



分かりやすい動画の提供

好きな速度で再生・繰り返し・見たい箇所の選択など機能満載



分かりやすい動画の提供

音声のピッチを変えることなく、スロー再生が可能　楽器の練習には最適



比較提示すれば理解しやすい

客観的ではなく、相対的に気づく仕組み



これまでのPPT教材を有効活用

同一ネットワークであれば、Windowsサーバーへもアクセス可能



PowerPoint教材の提示

閲覧だけれであれば無料で利用可、作成・編集にはOffice365などへの契約が必要



シンボル作成には便利

任意の画像から背景画像を簡単削除



シンボル作成には便利

画像の合成が本当に簡単



個に合わせた教材を簡単作成

もじ・ことば・概念形成などに個にあわせた教材を簡単作成



個に合わせた教材を簡単作成

２択での学習教材作り



個に合わせた教材を簡単作成

択一問題での学習教材作り



個に合わせた教材を簡単作成

様々な分野で個に合わせた教材作成が可能



個に合わせた教材を簡単作成

様々な分野で個に合わせた教材作成が可能



授業支援
Point： 

ワンポイントでの活用が基本 
すべてをICTに変更することはしない！ 

集中度を高める工夫



授業にアクセントを！

聴覚でのちょっとしたフォローで集中力アップ！



授業にアクセントを！

順番決め　あたり・はずれ　を顔認証で簡単作成



授業にアクセントを！

順番決めを顔認証で簡単作成



視覚支援は基本！

ビジュアルタイマーとアラーム音の組み合わせがポイント



授業中の撮影には必須

授業中の画像・動画撮影時には無音で撮影



モーションヒストリー

観察ツールとして、動きの変化をとらえることに役立ちます



授業の振り返りに

授業の振り返りや暗記シートとして



Chapter 3
児童・生徒が使う

AT(支援機器）・教材…



因果関係の理解
操作練習

Point： 
アナログ教材での学習が出来てからのステップアップ



音・視覚でフィードバック

タップ・フリック・ドラッグ操作の練習



音・視覚でフィードバック

作った作品をみんなで鑑賞



音・視覚でフィードバック

疑似体験の大きな魅力の一つ



音・視覚でフィードバック

簡単な演奏のはじまり



自己肯定感の向上
Point： 

指一本で出来るハイクオリティ 
他者に評価される場を設定する 
やりたい！　言いたい！との連携



音声カメラ

手指操作にこだわらない



視線・顔操作

手指操作にこだわらない 
（顔認証カメラのついたiPhone X以降、iPad Pro 3rdのみ）



疑似体験

外部スイッチの操作練習に　疑似体験



疑似体験

外部スイッチの操作練習に　疑似体験



クレイアニメの作成

共同作業　思いを伝える



アクション映画の作成

共同作業　思いを伝える



自分の書いた絵でアニメーションの作成

共同作業　思いを伝える



オリジナル動画の作成

予告編で簡単作成



オリジナルイラストの作成

アナログよりも作りやすいかも



学ぶことは楽しいが基本

Point： 
ワンポイントでの活用 

子供と教員のねらいをずらす



AIの活用・体験

社会の学習にも使えます



AR（拡張現実）の活用・体験

苦手な事もゴールを変えるとやってみたくなる



AR（拡張現実）の活用・体験

苦手な事もゴールを変えるとやってみたくなる



AR（拡張現実）の活用・体験

GPS・ジェイロセンサーなど高度は仕組みで簡単操作



合成映像の活用・体験

作ることをねらいとしない



興味関心に合わせたジグゾーパズル

オリジナルパズルを作る作業の学習で



疑似体験でも貴重な体験

合成映像の活用・体験



伝える

Point： 
視覚情報を聴覚情報へ変換 
支援者がいなくても読める



ビックマックのIPAD版

VOCA



絵と物が一致ない最初の段階での利用 
教室や家の中で欲しいものを選択

VOCA



コミュニケーションだけでなく、学習、音楽プレーヤなどとしても使用可

VOCA



無料版ではオススメ！！

VOCA



VOCA

無料版ではオススメ！！



PECSにはフェーズ３，４のアプリがあります

VOCA



VOCA

文字が読めるようになれば、まずは定型文から



VOCA

最終的には、文字入力でのフリーな会話



読む

Point： 
視覚情報を聴覚情報へ変換 
支援者がいなくても読める



音声読上(スピーチ)

テキストデータはどのアプリでも利用可



アナログデータをささっと読む

日本語縦書き・横書き、英語文書も可 
iOS12では動作しないので注意！



デイジー図書

ハイライト表示しながら、音声読上げ



デイジー図書を作成

ハイライト表示しながら、音声読上げ



読上げ教材を作成

ハイライト表示しながら、音声読上げ



自動ルビ振り

文章に自動ルビ振り（学年も選択できます）



全文ひらがな、ルビ振りが選択可

自動ルビ振り



外国語も怖くない！？

画像の文字、会話、手書き入力、声での翻訳可



書く

Point： 
利用者にあった入力方法を提供する 

音声入力は有効



音声入力

一般⇒キーボード⇒音声入力 on 
これからの入力手段としては優位性　大



　mazec手書き（アプリ）

ペンシルの利用が望ましい 
日本語キーボードの次の段階で利用



手書認識

どのくらい綺麗に書けば読めるのか 
一定のゴールを示す



手書認識

ひらがなが定着していない子供向け



キーボード分割

フリック入力 
手の可動域が小さい場合有効



画像にテキスト書込

撮影した文書のテキスト入力・手書き入力が可



画像にテキスト書込

撮影した文書の縦書きテキスト入力が可



計算する

Point： 
利用者にあった計算方法を提供する 

知的レベルを考慮する



手書き電卓

知的レベルに合わせた電卓の選択



過程を見える電卓

知的レベルに合わせた電卓の選択



筆算のデジタル化

手書きでは筆算が難しい　電卓機能は無し



記憶する

Point： 
利用者にあった記憶方法を提供する 

視覚・聴覚



カメラ

画像で保存



個の特性に応じて記憶

画像・音声　優位性のある手段で記録



推測する
Point： 

思考の見える化 
作業・手順の見える化 



思考の見える化

作文・プレゼン、などの準備で視覚化



思いを伝える

子供向けのプレゼンツール　他にも「ロイロノート」が有名



行動する
Point： 

動画・音声・アラームなどの活用 
手順書 

スケジュール 



身辺自立や作業学習に動画活用

個に応じて必要な動画をセットします　スロー再生も可能



見通し・構造化

簡単な作業手順の練習に、スモールステップで



見通し・構造化

ICT機器ならではの動画、音声、アラームなどを有効活用



まとめ



タブレット端末の良さ 

ICT機器の苦手な人こそ 
が出来なかった事を可能
にする



タブレット活用のポイント 

目的（ねらい）を明確に 
肢体不自由児の場合には、別資料 
のアクセシビリティの設定は必須 
アプリ作成者の意図通りに使わない 
ドリル学習よりも、総合的な学習として 
シンプルに使う 
T2,T3とならないように 
タブレットの特性を活かす 
・・・



タブレットである必然性 

　　携帯性　　いつでもどこでも！　 
操作性　　自分で出来る！　 
手書認識　書けなくても！ 
音声認識　書けなくても！ 
音声出力　読めなくても！ 

カメラ＆パソコン 
・・・



学校で使うという必然性 

複数人で使う 
思いを発表する 

コニュニケーションツール 
練習ができる 
協同学習 

自主的な活動 
主体的な活動 
・・・



“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


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・・・・ 



Reference book









「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　関係



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



EDGE



http://npo-atds.org

https://www.facebook.com/takamatsu.takashi


