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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/




http://npo-atds.org

本日の資料のダウンロード方法

http://npo-atds.org
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「文字がゆがむ」 “読み書き障害”少年の学びは - 
NEWS23

https://note.mu/news23/n/ndd69b5ccd3d4

https://note.mu/news23/n/ndd69b5ccd3d4


6月14日　京都新聞　読者に応える

https://www.kyoto-np.co.jp/kp/re/

https://www.kyoto-np.co.jp/kp/re/


若者の斜視にスマートフォンなどが影響か 
長期調査実施へ



Chapter 1
Academic Skills

学習に対する抵抗感の壁を下げる



英語の学習



読む力



書く力



計算する力



Read、Write、calculate、store、guess   =  convenience

読む、書く、計算する、記憶する、推測する は、 
代替手段のない時代には必須 
今の時代はコンビニエンス(便利)

Academic Skills
学び方が違う



Chapter 2
自己肯定感

ほめ方の研究



「試してみたら失敗した。それがどうしたというのだ。もう一度試せ。
もう一度失敗し、よりよく失敗するのだ」

知性をほめられた子どもは、自分を賢く「見せる」ことに気持ちを向けるようになり、
間違いをおかすリスクをとれなくなるのだと説明している。


賢さをほめられた生徒たちは、ほぼ全員が、自分よりテストの出来が悪かった生徒と自分
を比較することで、自尊心を強化するほうを選んだ。

失敗の経験でやる気をくじかれた「賢い」生徒たちは、実際に退歩してしまったのだ。


半分の生徒には彼らの知性をほめた（「あなたは頭がいいんだね」）。

努力をほめられた生徒たちは、自分より成績のよかったテストを見るほうを選ぶ確率が
高かった。
彼らは失敗を理解し、失敗から学び、よりよい方法を編み出したいと思ったのだ。
たとえ最初は失敗しても挑戦することを望んだので、より高い成績を得たのだ。

残りの半分には彼らの努力をほめた（「一生懸命やったね」）。

教育とは、数々の間違いから搾り取られた知恵のことなのだ。

https://wired.jp/2011/10/18/「より速く適切に学べる人」：その理由/

https://wired.jp/tag/education
https://wired.jp/2011/10/18/


Chapter 3
学習に立ちはだかる壁



本人の努力 
　よじ登る（訓練する） 
合理的配慮 
　持ち上げてもらう（力を借りる） 
　回避する（代替手段） 
基礎的環境整備 
　壊す（ルールを変える） 
社会変革・支援者の意識改革 
　超えずに済ます（価値観を変える）

周囲の負荷

低い

高い

子どもの負荷

高い

低い

Trade-off　⇒　Win-Winへのパラダイムシフト

壁（困り）の超え方



よじ登る（訓練する）
とにかく自力で目の前の壁を超える



持ち上げてもらう（力を借りる）
壁を低くして自力で超えやすくする



回避する（代替手段）
壁を迂回して自力で壁の向こうへ



壊す（ルールを変える）
壁じゃなかったんだ！

座ってられなくても・・ 顔を見て話せなくても・・



超えずに済ます（価値観を変える）
そもそも壁（困り）だったの？！

文字の読み書きが出来ない



Chapter 4
困難さ



読むこと





文字にこだわってしまう









教員



ディスレキシア



ADHD傾向



見えに問題がある



Вспомните, пожалуйста. Такой ребенок в 
классе, или не было. Kakaruko время 
Utsushitoru Доски отметить. Детский 
персонаж из записки массы лежит вне. 
Реальное чтение других слов, ребенок не 
может читать только в закупорке. Я 
думаю, что если бы я уверен. Есть ли они, 
должны будут хотеть сделать. Или же это 
стало так, но я работал тяжело.



音韻処理できない



書くこと



let's try it！

両足を前方で浮かせながら
利き手の手首を浮かせながら
左で紙を押さえずに
自分の名前を書いてみましょう。



姿勢・持ち方が 
悪いと書くのは大変



let's try it！

右利きの人は右から
左利きの人は左から

武勝手否睡履丹侘都雌馬吾野納羽視以 

書いてみてください。



左利きの人は大変！！ 

ノートを見ずに書くか 
手を巻き込まなければ 
書いた箇所が分からない



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?



音韻処理できないと 
板書を写すのは大変



聞くこと





必要な音を聞き分けられない





ワーキングメモリ 
短期記憶が弱い



Chapter 5
ICTなどでの支援











音声入力



でかキーボード（アプリ）



　mazec手書き（アプリ）

































Chapter 6
まとめ



出来ないことを支援する 

出来るように支援する



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 



参考図書



https://www.fisdom.org/F00010002/   
https://www.npo-edge.jp/support/mooc/japanese  

https://www.fisdom.org/F00010002/
https://www.npo-edge.jp/support/mooc/japanese


講座全体の概要はこちらから







「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 
2011

魔法のじゅうたん 
2012

http://maho-prj.org/

魔法のランプ 
2013

魔法のワンド 
2014

魔法の宿題 
2015

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 
2016

魔法の言葉 
2017

魔法のダイアリー 
2018

魔法のWallet 
2019

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



EDGE



http://npo-atds.org

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




