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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　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

HDMI

iPhone

AirPlayミラーリング

iPad Pro

Keynote 
Remote

 WATCH

Apple TV

 ( EZCast Pro ) 



Topics



https://www.youtube.com/watch?v=fGxi9k-LRJQ

https://www.youtube.com/watch?v=fGxi9k-LRJQ


https://www.youtube.com/watch?v=fGxi9k-LRJQ

https://www.youtube.com/watch?v=fGxi9k-LRJQ


https://jp.techcrunch.com/2019/06/11/2019-06-09-apple-puts-accessibility-features-front-and-center/

https://jp.techcrunch.com/2019/06/11/2019-06-09-apple-puts-accessibility-features-front-and-center/


アクセシビリティが設定のトップに格上げ



Using Talkitt SD



タブレット端末使ったデジタル教科書 
今年度から使用開始



ＡＲ技術で「動く教科書」



Chapter 1
さまざまな活用法



特別支援学級
特別支援学級には、障害種の異なる様々な子供たちが在籍
しています。そのため、一人一人の教育的ニーズを把 握
し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善また
は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うこ と
が求められています。  特別支援学級が通常の学級や通級
指導教室と異なる点として、個別の障害特性や発達段階を
考慮した学習と、小 集団の特性を活かした学習の両方が
求められる点にあります。ICTは個別の指導にも、小集団
の指導にも活用する ことができます。  ただし、個別の指
導や小集団の指導にICTを利用する際、ICTは困難さをサ
ポートしたり、自信をつけたり、ある いは学習意欲を高
めたりする際に使える便利な「道具」であることを忘れて
はいけません。全てをICTにより解決 するのではなく、
ICTを「今までの可能性を少しだけ広げてくれる、ただの
道具」と捉え、有効に活用することが 重要です。



自立活動

一斉授業
個別指導

教科学習 
(ドリル…)

自尊心の向上

AAC・AT

興味・関心

授業の進行

役割活動
タイマー・クイズボタン

カスタマイズ

視覚支援
カメラ・ビデオ



通級指導教室
通級による指導においては、障害による学習上ま
たは生活上の困難を改善 または克服するための指
導が、特別支援学校における自立活動を参考と
し、そ の内容を取り入れながら行われています。
障害により十分な学習を行うことが できない場合
には(難聴により、教員の解説などを正確に聞き取
ることが困難 で、学習内容が十分に理解できない
場合など)、各教科の内容を補充するため の指導
を行うこともあります。子供一人一人のニーズに
基づく個に応じた指導 が、そのねらいに応じて
「個別の指導」や「小集団による指導」の形態で
進められています。



治療教育(克服) 機能代替(補完)

読む

書く

計算する

記憶する

推測する

音声読み上げ・OCR

音声入力・キーボード入力 
手書き入力

電卓

画像・ボイスレコード

MindMap・ 
思考の見える化

気づき
一斉授業では出来ない 
アプローチ
見るトレーニング 
 ビジョントレーニング
音・動き

書くトレーニング 
 手の巧緻性
操作性・手書き

思考トレーニング 
  文章題・作文
見える化



特別支援学校
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、
肢体不自由者、または病弱者（身体虚弱者を含む）に対し
て、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育
を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を
克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目
的



総合的な学習

AAC
シンボルVOCA 
テキストVOCA 

AT
アクセシビリティ 
周辺機器(スイッチ 

自立
メモ 
リマインダー 
アラーム 
ナビ 

学習
定着(個別課題 
分かる工夫 
  視覚支援… 
出来る工夫 
  手順書… 

感覚統合 
 スヌーズレン 
認知学習 
楽器の代替 
デジタル書籍 

疑似体験 
AR(拡張現実 
余暇活動 
遠隔授業 



通常学級
学級の中でのICTの使い方 
 通常の学級の中で、苦戦している子供たちは、発達
障害をはじめ、子供たち一人一人の多様な特性 が関
係している場合があります。  その特性に配慮して支
援を行うために、ICTを用いることが効果的な場合が
あります。 
 ICTを用いた支援は、クラスの中で 
1.ICT機器をすべての子供に用いる  
2.ICT機器を教材の1つの選択肢として、子供が選び
使用する  
3.ICT機器を発達障害のある特定の子供にのみ用いる 
など、様々な用い方が考えられます。 



ユニバーサルデザイン授業

合理的配慮

一斉指導 
視覚支援

教材配布・回収
拡大提示・電子黒板

協働学習・プレゼンテーション

個別学習

(クラスに1台)

(グループに1台)

(一人に1台)
読む 
書く 
計算する 
記憶する 
推測する

機能代替



Chapter 2
そもそもの原因は？

子どもたちに課題があるのか？！
授業自体が分かりにくいのか？！



子どもたちの問題行動

指示が分かりにくいのか 
言葉の指示が多すぎるのか 
そもそも面白くないのか 
正当に評価してもらえていないのか 
言っても聞いてくれないのか 
・・・



学校・教室などの環境整備

教員の授業力
基礎的環境整備

合理的配慮A
B

C D

E
F G

H



A
B

C D

E
F G

H

学校・教室などの環境整備

教員の授業力
基礎的環境整備

合理的配慮



合理的配慮

平等 公平 やりすぎ



基礎的環境整備



デジカメ・ビデオカメラ・ラジカセ・オルガン

画像に書き込み・その場で確認・リピート再生

自己肯定感を高める・授業を変える       



Chapter 3
まずは基本設定から

教えられなくても直感的に使えます



大きく見せる

視覚提示



Apple TV

Wi-fi環境がなくても、 apple製品同士のP2P接続により
iPadの画面を、テレビ・プロジェクターに転送することが可能です。

Apple TVがあれば、話題の映画、テレ
ビ番組、スポーツ、あなたの音楽や写
真など、魅力あふれる様々なコンテン
ツにアクセスしてハイビジョンテレビ
で楽しめます2。AirPlayを使って、あな
たのiOSデバイスやMacにあるコンテン
ツをワイヤレスでテレビに映し出すこ
ともできます2。
大ヒット映画やテレビ番組をオンデ
マンドで
スポーツ中継とニュース
あなたの写真もビデオも
ファミリー共有
AirPlay
iCloud15,800円～

大きく見せる



Lightning - Digital AVアダプタ・Lightning - VGAアダプタ

アプリケーション、プレゼンテーショ
ン、ウェブサイト、スライドショーな
ど、お使いのデバイスのスクリーンで見
ているあらゆるものを、HDMI搭載のテ
レビ、ディスプレイ、プロジェクタ、ま
たはそのほかの互換性のあるディスプ
レイに最大1080pのHD画質でミラーリ
ングできます。

VGA搭載のテレビ、ディスプレイ、プ
ロジェクタ、またはそのほかの互換性
のあるディスプレイに最大1080pのHD画
質でミラーリングできます。

5,800円



基本設定

アクセシビリティって？





音声読上げ（スピーチ） 

音声入力



Chapter 4
アプリケーション

ipad の良さはアプリの豊富さ



視覚提示



カメラ　＋　編集

拡大提示・電子黒板ならカメラ機能で十分



Touch Color Agent Lite 
(見るべき箇所の明確化） Point 

見せたいものを 
明確に



Evernote Scannable 
（デジタルアーカイブ） Point 

簡単スキャン 
PDF化



RFV 
(動画の上下左右回転）

Point 
分かりやすく提示 
動画の左右反転 
　”　  上下反転



VBooster 
(動画の再生速度調節）

Point 
分かりやすいスピードで 
でもピッチは変えない





CMV 
(動画の2画面同時再生） Point 

比較することで 
気づく



教材として



Quiver 
(AR（拡張現実機能））



Jisaw Box 
(個に合わせる（カスタマイズ性））





Googleマップ 
(地図） Point 

地図が読めなくても 
理解できる



授業進行



あみだくじプラス 
(順番決め） Point 

授業の集中が 
切れてきた時に



Face Roulette 
(順番決め） Point 

授業の集中が 
切れてきた時に

＊ネットワークの関係で動作しません。今回はご紹介まで



効果音アプリ 
(興味を引きつける） Point 

授業の集中が 
切れてきた時に





合理的配慮





















自己肯定感



















break time
標準アプリってかなり便利



Siri(音声ガイダンス）









まとめ



活用において大切な事
通常学級 
通級指導教室 
支援学級 
支援学校 
それぞれに少しずつ活用の 
ポイントは違います 

困りを克服する為に使うのか 
困りを補完する為に使うのか 



教師が使う 
  拡大提示 
  教材作成 
  効率化 
  授業進行(UD) 
     タイマー…… 

児童生徒が使う 
  個別学習(ドリル) 
  AT(支援機器) 

活用において大切な事



何に困っているのか 

iPadでないと出来ないのか？ 

iPadである必然性はあるのか？ 

活用において大切な事



iPadの優位性 

携帯性 

手書き認識 

音声入力・音声読み上げ 

音 

カメラ 

活用におけるヒント



ユニバーサルデザイン授業 

誰にでも分かりやすい提示 

集中の切れない工夫 

パソコンが苦手だからこそタブレットを！



タブレット端末を使う必然性はあるのか？ 
動画・音声 
簡単加工 

時間と場所を超える 

既存の支援と比較しないと必然性はわからない 
（＝いろいろな手段の選択肢を持つ）



https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/welcome/ios

https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/welcome/ios


Reference book



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


