
タブレット端末を活用した教育実践データベース
～合理的配慮の提供を目指して～

使用上の留意点

物品の貸出しについて

奥付
京都府総合教育センター

ニーズから実践を探す

教科等から実践を探す

タブレット端末を活用した
授業づくりのポイント！
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使用上の留意点

１ 本データベースは、京都府総合教育センター平成28年度特別支援教育部研究プロジェクトにより、京都府立特別支援学校のタブレット端末を活用した

「実践事例」を収集して作成したものです。京都府内のＩＣＴ機器を活用した合理的配慮の提供を推進することを目的としています。

２ 本データベースのカテゴリ分けは、収集した「実践事例」をもとに設定をしています。そのため、全ての考え方を反映しているものではありません。ま

た、掲載している情報は一例であり、カテゴリやデータが不十分な場合もあります。

３ 本データベースでは「実践事例」の中で使用した支援機器、アプリ、サイトなどを紹介しています。それらはデータベース閲覧者の指導事例の理解を助

けることを目的としています。特定の企業や支援機器、アプリ、サイト等の利用を推奨するものではありません。

４ 個人情報保護等の観点から、収集した「実践事例」を一部変更して掲載している場合があります。

５ アプリについては、実践校が使用しているタブレット端末にプリインストールされていたアプリを（標準）、無料でインストールしたアプリを（無料）、

有料でインストールしたアプリを（有料）と表記しています。ただし（無料）と表記されているアプリも別途アプリ内課金や契約が必要な場合があります。

６ 掲載情報は、あくまで参考情報の一つです。利用の際は対象となる子どもの教育的ニーズ等を踏まえて、個別に判断するようにしてください。

７ 本データベースの中にはデータベース閲覧者が関連する情報を収集しやすいように、外部へのリンクを作成しています。外部リンク先の情報については、

リンク先の利用条件に従ってください。

８ 本データベースに使用している画像・リンクについては、全て著作権者又はサイト管理者の許可を得て掲載しています。また、写真については、各学校

の許可を得て掲載しています。

９ 掲載情報については、今後得られた情報を元に、追加修正を行うことがあります。

10  本データベースは、具体的な事例紹介があるものについては過去形、それ以外は現在形の文体で基本的に表記しています。

11 本データベースは個人閲覧していただくために公表しています。本データベースの無断転載は禁止します。

トップに戻る
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物品の貸出しについて

京都府総合教育センターでは、京都府立学校及び京都府内（京都市を除く。）の公

立幼稚園や小中学校を対象に、特別支援教育に関わる支援機器具の貸出しを行って

います。

本データベースに掲載している支援機器の一部も貸出しを行っていますので、貸出

しを希望される方は、ホームページで御確認ください。

京都府総合教育センター特別支援教育部 物品貸出しについて

トップに戻る
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http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/cms/?page_id=391


タブレット端末を活用した授業づくりのポイント！

トップに戻る
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具体的な
指導実践例

（肢体不自由）

次のことをチェックしてみよう！

児童生徒の願いやニーズをもとにＩＣＴの活用を検討していますか

児童生徒がやりたい活動となっていますか

ＩＣＴの活用方法や場面は授業のねらいに沿っていますか
（ＩＣＴ機器ありきの授業になっていませんか）

ＩＣＴ機器を児童生徒に合わせていますか
（児童生徒をＩＣＴ機器に合わせていませんか）

グループでタブレット端末を使ったり、個人で使ったりする等、
ねらいに合わせて活動形態を工夫していますか

□
□
□
□
□

✓

具体的な
指導実践例
（知的障害）



トップに戻る

指導例 生活単元学習「そらからカメラ」（高等部）

授業の概要
教室の天井に設置したカメラで写真を撮る「そらからカメラ」（写真館）に他学級の生徒を招待する。
学級の生徒は、ＶＯＣＡを使って案内をしたり、写真を撮ったりして「そらからカメラ」を運営する。

授業の目標
・自分の役割が分かり、役割を果たすことができる。
・様々な人の写真を撮り、喜んでもらうことで役立ち感を得る。

生
徒
Ａ

実
態

・肢体不自由、知的障害がある。
・発声が難しく、写真や絵カード、簡単な手話等でコ
ミュニケーションをとっている。 生

徒
Ｃ

実
態

・肢体不自由、知的障害がある。
・画面等の光るものに視線を向けることができる。自
分で腕を動かすことができる。

役
割

・受付でＶＯＣＡを使って「いらっしゃいませ」を伝
える。

・スイッチを使ってルーレットを回し、写真のポーズ
を決める。

役
割

・画面を見ながらスイッチを操作し、写真を撮る。

生
徒
Ｂ

実
態

・肢体不自由、知的障害がある。
・移動は歩行器（ＳＲＣウォーカー）を使っている。
・腕を使ってスイッチを操作することができる。

生
徒
Ｄ

実
態

・肢体不自由、知的障害がある。
・周囲からの言葉がけや接触に表情を変えて応えるこ
とができる。

役
割

・画面を見ながらスイッチを操作し、写真を撮る。 役
割

・スイッチを使ってルーレットを回し、写真のポーズ
を決める。

授業の流れ

５分 はじめのあいさつ 役割の確認

40分 生徒それぞれが自身の役割を果たし、客（他学級の生徒や教員）の写真を撮る。

５分 おわりのあいさつ 5

２ページ目へ

生徒が撮影した写真



トップに戻る

天井に設置したタブレット端末

受付の様子

スイッチでルーレットを回して、写真のポーズ
を決める。（生徒Ａ）

画面を見ながら、スイッチを操
作し、写真を撮る。（生徒Ｃ）
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１ページ目へ

そらからカメラ全体のシステム

３ページ目へ

タブレット端末
（iPad） （Bluetooth接続）

Bluetooth
リモコンシャッター

（改造）

AnyCast
(Apple TVでも可) 大型テレビ

（HDMI接続）

（ミラーリング）

スイッチ教材

生徒Ｂは、撮影する写真を大型
テレビで確認しながら、スイッ
チ教材を操作して、シャッター
を切る。 操作

タブレット端末はカメラ
モードにし、天井から吊す。

Bluetoothリモコンシャッ
ターを改造し、スイッチ教材
に接続できるようにする。

見る



トップに戻る
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２ページ目へ

ここがPOINT!
生徒が「友だちと一緒に活動できて楽しい」と感じられる授
業となっている。

ここがPOINT!
スイッチやBluetoothリモコン等を使って、生徒がタブレッ
ト端末を操作しやすいようにフィッティングできている。

ここがPOINT!
生徒自身が自分の役割を理解し、意欲的に活動できている。

生徒のニーズに応じて、
ＩＣＴ機器を活用することで、
可能性を広げられている

実践だね！

・寝転んだ状態で上から写真を撮ることにより、
姿勢が自由になり、障害等によらず、いろいろ
なポーズで撮影することができる。
・撮影した写真は、学校や地域のショッピング
センターで展示会を行った。



トップに戻る

指導例 生活単元学習「『これすきやねん』プレゼン」（中学部）

授業の概要
自分の好きなことをアプリ「Keynote」を使って、学級の友だちに発表する。
集団参加やコミュニケーションが苦手な生徒Eは、自作の漫画を、友だちの前で発表する。

単元の目標
・自分の好きなことや興味をもっていることを友だちに伝えることができる。
・友だちの発表を聞き、友だちの好きなことや興味を持っていることを知ることができる。

単元の流れ
・第一次：インターネットで検索して情報を集めたり、タブレット端末で写真を撮ったりして、発表用
のスライドを作成する。

・第二次：作成したスライドを使って、学級の友だちに「自分の好きなこと」を発表する。

生徒Eの実態
・集団参加やコミュニケーションが苦手で、学級の授業に参加することが難しい。
・漫画が好きで、休み時間等に別室で自作の４コマ漫画を作成している。
・タブレット端末を使い慣れており、操作に自信をもっている。

授業中の生徒Eの様子
・自作の漫画をタブレット端末に取り込み、友だちの前で発表することができた。
・普段は授業に参加することが難しい生徒Eであるが、自分の好きな漫画やタブレット端末を活用することで、自信をもって授業
に参加することができた。 8

２ページ目へ

発表時の様子



トップに戻る
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ＩＣＴをさらに活用して、
アニメを作ったり、
音声付きの漫画を
作ったりしても

いいかもしれないね！

（アニメの例）

ここがPOINT!
生徒本人が好きなことや自信をもっているこ
とを授業の中に取り入れることで、主体的に
授業に参加することができている。

ここがPOINT!
大型テレビに映すことで、大画面で全員で漫
画を見ることができている。

１ページ目へ

生徒Ｅが作成した漫画

① ② ③

④ ⑤

http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/tokubetu/document/mov_clayanime.mp4


カテゴリ一覧
（児童生徒のニーズ） 生活

外出したい！
役割を果たしたい！
自分でしたい！

余暇

友だちと遊びたい！
歌いたい、演奏したい！
音楽（音）を楽しみたい！

絵を描きたい！

コミュニケーション

伝えたい！
理解したい！
選びたい！

学習

書きたい！
読みたい！
見たい！

文章を作りたい！
自分で確認したい！

トップに戻る カテゴリ一覧（教科等）
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自分の気持ちを伝える③

・言語表出が難しい児童生徒が使用
・「おなかがすいた」等の気持ちを、
アイコンをタップして音声化し、伝
える。

使用アプリ
ねえ、きいて。（有料）
えこみゅ（無料）

自分の気持ちを伝える②
【事例：伝-２】

・肢体不自由により言語表出が難しい
生徒が使用

・撮影した写真を相手に見せて、自分
の行きたい場所等を伝えた。

使用アプリ
トーキングエイドfor iPadシンボル入
力版 STD（無料）

自分の気持ちを伝える①
【事例：伝-１】

・言語表出が難しい児童が使用
・「○○したい」等の気持ちを、アイコ
ンをタップして音声化し、伝えた。

使用アプリ・機能
絵カード／C（有料）
PECSⅣ＋（有料）
アクセスガイド

文字を書き込んで発表する

・場面緘黙の児童生徒が使用
・入力した文字をタブレット端末に音声
読み上げさせ、発表する。

使用アプリ
しゃべって - 手書き文章をあなたにか
わってしゃべります（有料）

「はい」「いいえ」を伝える
【事例：伝-３】

・言語表出が難しい生徒が使用
・「はい」「いいえ」等の意思表示を
アイコンをタップして音声化し、伝
えた。

使用アプリ・機器
DropTalk（有料）
タブレットスタンド

一覧に戻る

伝えたい！
に応える実践
（１／４）

２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/ne-e-kiite/id431606329?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%88%E3%81%93%E3%81%BF%E3%82%85/id1219854974?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-shinboru/id537145312?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/huikado-komyunikeshon/id439886065?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pecs-iv+/id919593979?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/learning-and-literacy/
https://itunes.apple.com/jp/app/shabette-shou-shuki-wen-zhangwoanatanikawatteshaberimasu/id689679198?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/droptalk/id373051396?mt=8


写真を見せて伝える

・発語のない児童生徒が使用
・自分の撮影した写真を見せて、「○
○に行きたい」等の自分の気持ちを
相手に伝える。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

一日のまとめを発表する
【事例：伝-５】

・肢体不自由により言語表出が難しい
生徒が使用

・文字を打込み、画面の読み上げ機能
を使ってみんなの前で発表した。

使用アプリ・道具
かなトーク（無料）
タッチペン（自作）

文字を打ち込んで伝える②

・肢体不自由により言語表出が難しい児
童生徒が使用

・文字を打ち込んで友だちや指導者と会
話をする。

使用アプリ
トーキングエイドfor iPad テキスト入
力版 STD（無料）

文字を打ち込んで伝える①
【事例：伝-４】

・発語のない生徒が使用
・文字を入力して、相手に自分の気持ち
を伝えた。

使用アプリ・機能
メモ（標準）
画面の読み上げ機能

製品のカタログを見せて販売する
【事例：伝-６】

・人と話すことが苦手な生徒が使用
・販売会の際に、自分たちが作った製
品のカタログを見せて、接客をした。

使用アプリ
AdobeAcrobatReader（無料）

３ページ目へ

伝えたい！
に応える実践
（２／４）

１ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/kanatoku/id381503681?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-tekisuto/id537144070?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/learning-and-literacy/
https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-reader/id469337564?mt=8


写真を提示して発表する
【事例：伝-10】

・知的障害のある生徒が使用
・校外学習の様子を写真を提示しなが
ら発表した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

ビデオメッセージで交流
【事例：伝-９】

・訪問教育を受けている児童生徒が使
用

・通学生と、ビデオメッセージで交流
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

職場実習の報告をする
【事例：伝-８】

・知的障害のある生徒が使用
・職場実習の報告プレゼンテーションを、
生徒自身が作成し、発表した。

使用アプリ
Keynote（無料）

自分の好きなことを発表する
【事例：伝-７】

・人と話すことが苦手な生徒が使用
・自分で作成したスライドを使って、自
分の好きなことや、自作の漫画等を学
級で発表した。

使用アプリ
Keynote（無料）

写真を使って紹介する
【事例：伝-11】

・知的障害のある生徒が使用
・「学校の好きな所」を自分で撮った
写真を使って新入生に紹介した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

２ページ目へ

伝えたい！
に応える実践
（３／４）

４ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


今年度の抱負を伝える
【事例：伝－14】

・知的障害のある生徒が使用
・テレビ会議システムを使って、転任
した昨年度の担任に今年度の抱負を
発表した。

使用アプリ
LiveOn（無料）

夏休みの思い出を発表する
【事例：伝-13】

・知的障害のある生徒が使用
・画像や動画を使って、自分の夏休み
の思い出を発表した。

使用アプリ
iMovie（無料）

自分の気持ちを伝える

・自分の気持ちをうまく伝えられない児
童生徒が使用

・アプリを使って、自分の今の気持ちを
伝える。

使用アプリ
こころく 〜心の録音〜 無料版（無料）

筆談でやりとり
【事例：伝-12】

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・手話のできない友だちと筆談をした。

使用アプリ
筆談パッド（無料）

３ページ目へ

伝えたい！
に応える実践
（４／４）

一覧に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kokoroku-xinno-lu-yin-wu-liao/id783254973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8


学校の様子を知る
【事例：理-２】

・訪問教育を受けている児童が使用
・録画した動画を見て学校の様子を
知った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

相手の言葉を文字で理解する

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・アプリを使って、相手の言葉を文字
にし、話していることを理解する。

使用アプリ
SpeechCanvas（無料）
こえとら（無料）

筆談でやりとり
【事例：理-１】

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・手話のできない友だちと筆談をした。

使用アプリ
筆談パッド（無料）

相手の気持ちを知る

・表情から相手の気持ちを読み取るこ
とが難しい児童生徒が使用

・相手が示した「気持ち」の画像を見
て、相手の気持ちを理解する。

使用アプリ
こころく 〜心の録音〜 無料版（無
料）

ゲームのルールを理解する

・知的障害のある児童生徒が使用
・ゲームのルールを説明する動画を見
て、参加者全員でルールを確認する。

使用アプリ
iMovie（無料）

理解したい！
に応える実践
（１／２）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/speechcanvas/id920330942?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%93%E3%81%88%E3%81%A8%E3%82%89/id653293704?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kokoroku-xinno-lu-yin-wu-liao/id783254973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/imovie/id377298193?mt=8&v0=www-jp-ios-imovie-app-imovie


講話の内容を理解する
【事例：理-６】

・聴覚障害のある生徒が使用
・画面に表示される要約筆記を見て、
講話の内容を理解した。

使用アプリ・機器
メモ（標準）
ワイヤレスキーボード

「ボッチャ」の得点を確認する
【事例：理-５】

・知的障害のある児童が使用
・競技コートを上から撮影した画像を
見て得点を確認した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
大型テレビ

みんなで巨大百人一首をする
【事例：理-４】

・聴覚障害のある生徒が使用
・画面に表示される百人一首の読み札
を見て、取り札を探した。

使用アプリ・機器
Keynote（無料）
大型テレビ

学習の予定を理解する
【事例：理-３】

・訪問教育を受けている児童が使用
・タブレット端末に表示されている学
習の流れを見て、確認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

理解したい！
に応える実践
（２／２）

一覧に戻る １ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


ファストフード店で注文をする
【事例：選-２】

・知的障害のある生徒が使用
・タブレット端末に表示される選択肢
を見て、注文するものを決めた。

・タブレット端末の表示を店員に見せ、
注文をした。

使用アプリ
Keynote（無料）

「はい」「いいえ」を伝える
【事例：選-１】

・言語表出が難しい生徒が使用
・「はい」「いいえ」等の意思表示を
アイコンをタップして音声化し、伝
えた。

使用アプリ・機器
DropTalk（有料）
タブレットスタンド

一覧に戻る

選びたい！
に応える実践
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/droptalk/id373051396?mt=8


初めての場所に行く

・よく道に迷う児童生徒が使用
・目的地を事前に地図アプリに登録し、
ナビ機能を使って、目的地へ移動す
る。

使用アプリ
Google マップ （無料）

映画を見に行く
【事例：外-１】

・知的障害や肢体不自由のある生徒が
使用

・映画の上映時刻や電車の時刻を調べ
て、外出計画を立てた。

使用アプリ
Safari（標準） 乗換案内（無料）
おてがる天気（無料）

乗りたい電車に乗る

・知的障害のある児童生徒が使用
・事前に電車の時刻を調べて電車に
乗る。

使用アプリ
乗換案内（無料）

天気に合わせて持ち物を決める

・知的障害のある児童生徒が使用
・外出前に今日の天気を確認し、折り
畳み傘を持って行くかどうかを決め
る。

使用アプリ
おてがる天気（無料）

道のりを事前に確認する

・地図を読むことが難しい児童生徒が
使用

・目的地までの道のりの画像を、スト
リートビューで事前に確認する。

使用アプリ
ストリートビューの自動再生で経路を
確認 ： StreetWatcher（無料）

外出したい！
に応える実践
（1／２）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/google-mappu-nabi-cheng-huan/id585027354?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huan-an-nei/id299490481?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huan-an-nei/id299490481?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/sutoritobyuwo-jian-danni-zi/id732017010?mt=8


修学旅行先を知る
【事例：外-３】

・見通しがもてないと不安になる生徒
が使用

・修学旅行先について事前にWebで調
べ、見通しをもった。

使用アプリ
Safari（標準）

時刻表を確認する
【事例：外-２】

・聴覚障害と知的障害のある児童が使
用

・駅の時刻表を撮影して、手元で確認
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

お店を調べる②

・知的障害のある児童生徒が使用
・学校の近くにあるカフェを検索して、
校外学習の計画を立てる。

使用アプリ
ホリデー - 旅行の計画・おでかけエリ
アガイドHoliday（無料）

お店を調べる①

・知的障害のある児童生徒が使用
・買いたいものをどこで買うことがで
きるか、Webを使って調べ、買い物
に出かける。

使用アプリ
Safari（標準）

切符を買う練習をする
【事例：外-４】

・知的障害のある児童が使用
・タブレット端末にタッチパネルの券
売機の画像を表示させ、切符を購入
する練習をした。

使用アプリ
Keynote（無料）

外出したい！
に応える実践
（２／２）

１ページ目へ一覧に戻る

19

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC-%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB-%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89holiday/id962231929?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


インタビューを行う①
【事例：役-４】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・カメラのスイッチを押して、インタ
ビューの動画を撮影した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
Bluetoothリモコン

朝の会の号令をかける
【事例：役-３】

・訪問教育を受けている生徒が使用
・Web会議システムで学校の朝の会に
参加し、号令をかける等、役割を果
たした。

使用アプリ
LiveOn（無料）

レジ係を担当する
【事例：役-２】

・知的障害と肢体不自由により、言語
表出が難しい生徒が使用

・ＱＲコードを読み取るアプリを使用
してレジ係を担当した。

使用アプリ
レジごっこ - こどもと簡単レジ遊び
（無料）

今日の給食の献立を発表する
【事例：役-１】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・給食室の献立をタブレット端末で撮
影して、朝の会で発表した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
写真（標準）
タブレットスタンド

インタビューを行う②
【事例：役-５】

・知的障害のある生徒が使用
・地域の商店街のインタビューを録画
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

役割を果たしたい！
に応える実践
（１ ／ ３）

２ページ目へ一覧に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/rejigokko-kodomoto-jian-danreji/id1093395092?mt=8


カメラ撮影をする④
【事例：役-８】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・各学級の交流及び共同学習の様子を
撮影し、写真展を開催した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

カメラ撮影をする③
【事例：役-７】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・他の生徒の清掃活動を動画撮影した。
・撮影した動画は、授業の振り返りに
使用した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準） スイッチ教材
タブレット用リモコン（自作）

カメラ撮影をする②
【事例：役-６】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・写真館を設定し、お客さんの写真を
撮影した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
i＋padタッチャー
スイッチ

カメラ撮影をする①

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・声に反応してシャッターを押せるア
プリを使用し、記念撮影を行う。

使用アプリ・機器
声シャッター - ハンズフリー&かんた
んカメラ（有料）
タブレットスタンド

話し合いで役割を担当する
【事例：役-９】

・人と話すことが苦手な生徒が使用
・宿泊体験学習の際どんな料理を作り
たいかの話し合いで、タブレット端
末操作担当として話し合いに参加し
た。

使用アプリ
クックパッド - No.1料理レシピ検索
アプリ（無料）

役割を果たしたい！
に応える実践
（２／３）

１ページ目へ一覧に戻る ３ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/shengshatta-hanzufuri-kantankamera/id617413682?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8


販売商品を検討する
【事例：役-10】

・知的障害の生徒が使用
・自動販売機の一箇月の売り上げデー
タを入力・グラフ化し、どの商品を
入れ替えるとよいかを検討した。

使用アプリ
グラフ画像を簡単に作成できるアプリ
-GraPho- （無料）
Numbers （無料）

役割を果たしたい！
に応える実践
（３／３）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-grapho/id1270587607?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


朝の準備を一人でする

・知的障害のある児童生徒が使用
・アプリで手順を確認しながら、鞄の
片付けや連絡ノートの提出などの朝
の準備を行う。

使用アプリ
はなまる（有料）

歯磨きをする②

・自分だけでは丁寧に歯を磨けない児
童生徒が使用

・歯磨き用のアプリの映像を見ながら、
毎日の歯磨きを行う。

使用アプリ
歯磨き貯金（無料）

歯磨きをする①
【事例：自-２】

・一人では丁寧に歯を磨けない児童が
使用

・動画で撮影した歯磨きの手本を見な
がら、毎日の歯磨きを行った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

靴紐を結ぶ
【事例：自-１】

・知的障害のある児童が使用
・動画を見ながら、自分の靴紐を結ぶ
練習をした。

使用アプリ
ビデオで視覚支援「まねるんです。」
（無料）

アイロンがけをする

・知的障害のある児童生徒が使用
・手本の動画を見ながら、自分の衣類
にアイロンをかける。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分でしたい！
に応える実践
（１／３）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/hanamaru/id512825835?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%AD%AF%E7%A3%A8%E3%81%8D%E8%B2%AF%E9%87%91/id916125398?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/bideode-shi-jue-zhi-yuan-manerundesu/id1025668838?mt=8


和式便器を使う
【事例：自-４】

・知的障害のある児童が使用
・NHKが配信している和式便器の使い
方の動画を見て、和式便器を使う練
習を行った。

使用アプリ・サイト
Safari（標準）
NHK for School

作る料理を決める
【事例：自-３】

・知的障害のある生徒が使用
・予算や作る手間を考慮しながら、作
りたい料理を決める。

使用アプリ
クックパッド - No.1料理レシピ検索
アプリ（無料）

料理の作り方を調べて作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・自分の作りたい料理の材料や作り方
をWebで調べ、自分で買い物や料理
をする。

使用アプリ
Safari（標準）

一人で料理を作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・お味噌汁の作り方の手順を示したス
ライドを見ながら、一人で作る。

使用アプリ
Keynote（無料）

所持金額以内で買い物をする

・知的障害のある児童生徒が使用
・自分のお小遣いで買えるかどうか、
計算しながら修学旅行のお土産を買
う。

使用アプリ
メモれる電卓 FusionCalc2（無料）

１ページ目へ

自分でしたい！
に応える実践
（２／３）

３ページ目へ一覧に戻る
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http://www.nhk.or.jp/school/
https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/memoreru-dian-zhuo-fusioncalc2/id696292099?mt=8


休憩しながら作業をする

・自分で休憩をとることが難しい児童
生徒が使用

・タイマーアプリで時間を計り、休憩
をしながら作業を行う。

使用アプリ
効率UP! 休みタイマー（無料）

時間内に作業を終える②

・時計を読むことが難しい児童生徒が
使用

・タブレット端末に表示された残り時
間を見ながら作業をする。

・ネズミのアニメ－ションで残り時間
が示されるため、分かりやすい。

使用アプリ
ねずみタイマー （無料）

時間内に作業を終える①

・知的障害のある児童生徒が使用
・タブレット端末で残り時間を表示し、
時間内に作業を終えることを意識し
ながら、木工の作業を行う。

使用アプリ
時計（標準）
絵カードタイマー（無料）
Time Timer（有料）

作業の方法を確認する
【事例：自-５】

・知的障害のある生徒が使用
・染物等の作業の見本の動画を確認し
ながら作業を行った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

実習の手順を確認する

・弱視の児童生徒が使用
・家庭科の実習の手順を動画をみて確
認する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

２ページ目へ

自分でしたい！
に応える実践
（３／３）

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%8A%B9%E7%8E%87up-%E4%BC%91%E3%81%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/id527508344?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%AD%E3%81%9A%E3%81%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/id1235452961?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/id834375969?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id332520417?mt=8&ign-mpt=uo%3D8


ノートをとる③
【事例：書-３】

・弱視の児童が使用
・アプリを使って、ノートをとった。
・図やグラフも写真で取り込み、自分
で拡大して確認することができた。

使用アプリ
GoodNotes 4 （有料）

ノートをとる②

・書きの困難がある児童生徒が使用
・ワイヤレスキーボードを使ってノー
トをとる。

使用アプリ・機器
Pages（無料）
ワイヤレスキーボード

ノートをとる①
【事例：書-２】

・筋ジストロフィーの生徒が使用
・大型モニタに提示したスライドをノ
ートに書き写す際に、手元のタブレ
ット端末にも同じスライドを提示し、
楽に速く書き写せるようにした。

使用アプリ
Keynote（無料）

筆順を調べる
【事例：書-１】

・弱視の児童が使用
・漢字の学習の際に、筆順や文字の細
部を確認した。

使用アプリ
常用漢字筆順辞典【広告付き】（無
料）

板書を書写す

・板書を書き写すことに時間がかかる
児童生徒が使用

・板書を撮影し、撮影した画面を見な
がらノートをとる。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

書きたい！
に応える実践
（１ ／ ２）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/goodnotes-4/id778658393?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id453410542?mt=8


作文を書く③

・書きの困難がある児童生徒が使用
・音声入力機能を使って、作文を書く。

使用アプリ・機能
Pages（無料）
音声入力

作文を書く②

・文章を考えることが苦手な児童生徒
が使用

・マインドマップを作成し、作文の構
成を考える。

・思考のつながりが視覚的にわかるの
で、文章を考えやすい。

使用アプリ
SimpleMind+ 直感的なマインドマッ
ピング（無料）

作文を書く①

・書きの困難がある児童生徒が使用
・フリック入力と予測変換機能を使っ
て、作文を書く。

使用アプリ
Pages（無料）

漢字の細部を確認する

・弱視の児童生徒が使用
・画数の多い漢字を書く際に、アプリ
を使って漢字の細部を確認する。

使用アプリ
拡大くん（無料）

グラフを作る
【事例：書-４】

・筋ジストロフィーにより、文字や図
を書くことに困難がある生徒が使用

・タブレット端末にデータを入力し、
グラフを作成した。

使用アプリ
Keynote（無料）

書きたい！
に応える実践
（2 ／ ２）

１ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/
https://itunes.apple.com/jp/app/simplemind+-maindomappu/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kuo-dakun/id805423585?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


電子書籍を読む①

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・まぶたを動かすと次のページに進む
アプリを使って、一人で電子書籍
を読む。

使用アプリ
MagicWinkReader（無料）r

電子教科書を読む③

・読みの困難がある児童生徒が使用
・マルチメディアデイジー教科書の内
容を音声で聞いて理解する。

使用アプリ・サイト
いーリーダー（有料）
デイジーポッド（無料）
マルチメディアデイジー教科書

電子教科書を読む②

・読みの困難がある児童生徒が使用
・音声読み上げ機能で教科書の内容を
音声化し、内容を理解する。

使用アプリ・機能・サイト
Pages（無料）
画面の読み上げ
AccessReading

電子教科書を読む①

・弱視の児童生徒が使用
・電子教科書の文字の大きさや色、
フォントの種類を読みやすいように
調整し、使用する。

使用アプリ・サイト
ＵＤブラウザ（無料）
AccessReading

電子書籍を読む②
【事例：読-１】

・視覚障害のある生徒が使用
・アプリを使って、電子書籍を読んだ。

使用機器
iPad
Kindle paperwhite
Kobo
Sony Reader

読みたい！
に応える実践
（１／４）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/magicwinkreader/id1076442967
https://itunes.apple.com/jp/app/irida/id1023283265?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%89/id1109664926?mt=8
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/daisytext.html
https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/learning-and-literacy/
http://accessreading.org/
https://itunes.apple.com/jp/app/udburauza/id986238350?mt=8
http://accessreading.org/


読みたい！
に応える実践
（２／４）

拡大して読む①
【事例：読-２】

・弱視の児童が使用
・黒板を撮影し、拡大して読んだ。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
写真（標準）
タブレットスタンド

言葉の意味を調べる

・文章を読むのに時間がかかる児童生
徒が使用

・学習中にわからない言葉があった時
に、Web上の図鑑を使って調べる。

使用アプリ・サイト
Safari（標準）
Yahoo!きっず図鑑

言葉のイメージをもつ

・文章を読むのに時間がかかる児童生
徒が使用

・学習中にわからない言葉があった時
に、検索して調べる。

・画像で見ることによって、言葉のイ
メージをもつ。

使用アプリ
Safari（標準）

漢字を調べる

・知的障害のある児童生徒が使用
・漢字の読み方等を、タブレット端末
に手書きで漢字を書いて調べる。

・読み方や部首がわからなくても、漢
字を調べることができる。

使用アプリ
常用漢字筆順辞典【広告付き】（無
料）

拡大して読む②

・弱視の児童生徒が使用
・黒板の文字を撮影し、画面を拡大し
て読む。

・通常のカメラアプリよりも拡大して
見ることができる。

使用アプリ
BIG SHOW（無料）

１ページ目へ ３ページ目へ一覧に戻る
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http://zukan.kids.yahoo.co.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id453410542?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/big-show/id478283715?mt=8


読みたい！
に応える実践
（３／４）

印刷物の文字を読む①

・読みの困難がある児童生徒が使用
・印刷物の文字をテキストデータにし、
音声読み上げ機能を使って内容を理
解する。

使用アプリ・機能
タッチ＆リード（有料）
Office Lens（無料）
もじかめ（無料）
画面の読み上げ

ノートをとる
【事例：読-４】

・弱視の児童が使用
・アプリを使って、ノートをとった。
・図やグラフも写真で取り込み、自分
で拡大して確認することができた。

使用アプリ
GoodNotes 4 （有料）

絵本を読む②
【事例：読-３】

・文字を読むことが難しい児童が使用
・絵本アプリで絵本を読んだ。

使用アプリ
（事例参照）

絵本を読む①

・文字を読むことが難しい児童生徒が
使用

・絵本アプリで絵本を読んだ。

使用アプリ・サイト
ボイス オブ デイジー LITE（無料）
DAISYファクトリー

印刷物の文字を読む②
【事例：読-５】

・多くの文字を一度に読むことが苦手
な児童が使用

・撮影し拡大することで一度に読む文
字の量が減り、集中して読めた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

２ページ目へ一覧に戻る ４ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/tatchi-rido/id1052477192?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/office-lens/id975925059?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%82%E3%81%98%E3%81%8B%E3%82%81/id1085983690?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/learning-and-literacy/
https://itunes.apple.com/jp/app/goodnotes-4/id778658393?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%82%AA%E3%83%96-%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%BC-lite/id398997553?mt=8
http://www.normanet.ne.jp/services/download/daisy.html


読みたい！
に応える実践
（４／４）

調べ学習を行う
【事例：読-９】

・弱視の児童が使用
・インターネット検索をする際に、読
み上げ機能を使って、素早く情報を
理解した。

使用アプリ・機能
Safari（標準）
画面の読み上げ

読み聞かせを聞く
【事例：読-８】

・知的障害のある児童が使用
・アプリで作成された絵本の読み聞か
せを楽しんだ。

使用アプリ
Keynote（無料）

英単語を調べる
【事例：読-７】

・弱視の生徒が使用
・英単語を辞書のアプリで検索した。
・検索した内容は音声化し、聞いて理
解した。

使用アプリ・機能
DONGRI - 学習に最適な辞書アプリ！
（無料）
VoiceOver

白黒反転して読む
【事例：読-６】

・視覚障害と知的障害のある児童が使
用

・画面を拡大・白黒反転して、給食の
メニューを確認した。

使用アプリ・機能
Pages（無料）
フォントの調整・ディスプレイ調整・
画面の読み上げ

３ページ目へ一覧に戻る
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https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/dongri-xue-xini-zui-shina/id959828031?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/
https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


白黒反転して見る

・まぶしさを感じる児童生徒が使用
・画面を白黒反転して、定規のメモリ
等の細かいものを見る。

使用アプリ
明るく大きく（無料）

撮影して見る②
【事例：見-３】

・弱視の児童が使用
・顕微鏡に写る像をタブレット端末で
撮影して、拡大して観察した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

撮影して見る①
【事例：見-２】

・弱視の児童が使用
・見たいものを撮影して、手元で拡大
して見た。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

教科書の挿絵を見る
【事例：見-１】

・点字教科書を使用している児童が使
用

・電子教科書を使って、挿絵を見た。

使用アプリ・サイト
iBooks（無料）
AccessReading

色を確認する

・全盲の児童生徒が使用
・着る服を選ぶ時等に、アプリを使っ
て色を確認する。

使用アプリ
Aipoly Vision： Sight for Blind & V
isually Impaired（無料）
ColorSay – 世界をカラーで聞こう！
（無料）

見たい！
に応える実践
（１／３）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/mingruku-dakiku/id452483657?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
http://accessreading.org/
https://itunes.apple.com/jp/app/aipoly-vision-sight-for-blind/id1069166437?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/colorsay-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E8%81%9E%E3%81%93%E3%81%86/id605398028?mt=8


表現運動の動きを確認する

・弱視の児童生徒が使用
・表現運動の動きを、動画を見て確認
する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

リコーダーの指の動きを確認する

・弱視の児童生徒が使用
・リコーダー演奏の指の動きの動画を
見ながら、リコーダーの練習をする。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

見やすくして調べ学習をする

・弱視の児童生徒が使用
・Webを使って調べ学習をする際、画
面を白黒反転する等、自分が見やす
い設定にして使用する。

使用アプリ・機能
Safari（標準）
視覚のアクセシビリティ

周囲の明るさを確認する

・全盲の児童生徒が使用
・アプリを使って、周囲の明るさを音
で確認し、家庭の電気の消し忘れ等
を確認する。

使用アプリ
Light Detector（有料）

理科の観察をする

・弱視の児童生徒が使用
・理科の観察の際に、タブレットで撮
影し、拡大して細部を確認する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

見たい！
に応える実践
（２／３）

一覧に戻る １ページ目へ ３ページ目へ
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http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/
https://itunes.apple.com/jp/app/light-detector/id420929143?mt=8


スライドに注目する
【事例：見-４】

・遠くのものに集中できない生徒が使
用

・学部集会の際、手元に映されたスラ
イドを見て、内容を理解した。

使用アプリ
Keynote（無料）

見たい！
に応える実践
（３／３）

一覧に戻る ２ページ目へ

34

https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


作文を書く

・文章を考えることが苦手な児童生徒
が使用

・マインドマップを作成し、作文の構
成を考える。

・思考のつながりが視覚的にわかるの
で、文章を考えやすい。

使用アプリ
SimpleMind＋（無料）

俳句を作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・季節を感じられる写真を児童生徒が
撮影し、その写真をもとに俳句を作
成する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

文章を作りたい！
に応える実践

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/simplemind+-maindomappu/id305727658?mt=8


自分の動きを確認する④

・知的障害のある児童生徒が使用
・体育の際、自分の動作を録画し、手
本の動画と比較し、改善点を検討す
る。

使用アプリ
見比べレッスン（有料）

自分の動きを確認する③
【事例：確-３】

・知的障害のある生徒が使用
・自分のダンスを録画し、自分で確認
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の動き確認する②
【事例：確-２】

・知的障害のある生徒が使用
・接客練習の様子を撮影し、自分で確
認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の動きを確認する①
【事例：確-１】

・知的障害のある児童が使用
・一列で歩く練習を行い、きちんと一
列になれているかを動画で確認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の動きを確認する⑤
【事例：確-４】

・聴覚障害のある児童が使用
・ハードル走の様子をカメラで撮影し、
フォームを自分で確認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分で確認したい！
に応える実践
（１ ／ ３）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/jian-biberessun/id1082300338?mt=8


自分の声を確認する③

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・自分の言葉の明瞭さを高めるために、
音声入力機能を使って自分で発音を
確認し、練習する。

使用機能
音声入力

自分の声を確認する②

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・自分の言葉を動画で撮影し、自分で
確かめた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の声を確認する①
【事例：確-６】

・聴覚障害のある児童が使用
・音の大きさを計測するアプリを使用
して、自分の適切な声の大きさを考
えた。

使用アプリ
Decibel X: dB, dBA Noise Meter
（無料）

自分の手話を確認する
【事例：確-５】

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・自分の手話の発表を撮影し、自分で
確かめた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の歩いた道のりを確認する
【事例：確-７】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・歩行練習で、前方の風景を撮影し、
後で自分で確認することで練習意欲
につながった。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分で確認したい！
に応える実践
（２ ／ ３）

１ページ目へ一覧に戻る ３ページ目へ
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http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/physical-and-motor-skills/
https://itunes.apple.com/us/app/decibel-10th-professional/id448155923?mt=8


医療面接の練習
【事例：確-９】

・盲学校の保健理療科で使用
・医療面接の練習の様子を撮影し、
振り返りに使用した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の気持ちを視覚化する

・心身の状態が不安定になりやすい児
童生徒が使用

・自分の気持ちの状態を視覚化するこ
とで、自己調整につながる。

使用アプリ
こころく 〜心の録音〜 無料版
（無料）

過去と現在の制作物を比較する

・知的障害のある児童生徒が使用
・作業学習で作成した製品を、学習初
期の物と比較し、自分の作業の上達
を確認する。

使用アプリ
TwinViewer（無料）

作業時間を測る
【事例：確-８】

・知的障害のある生徒が使用
・自分の作業にかかる時間を計測した。
・計測した時間はグラフ化し、自分の
作業時間の変化がわかるようにする
ことで作業意欲につながった。

使用アプリ
時計（標準） Numbers（無料）

自分で確認したい！
に応える実践
（３ ／ ３）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/kokoroku-xinno-lu-yin-wu-liao/id783254973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/twinviewer/id531595249?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


ボールを操作して対戦
【事例：友-１】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・タブレット端末で操作できるボール
を使ったゲームで他の生徒と対戦し
た。

使用アプリ
MaBeee - コントロール（無料）

紙相撲で勝負する

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・友だちと紙相撲アプリで勝負する。
・肢体不自由の児童生徒はi＋padタッ
チャーを使って操作する。

使用アプリ・機器
どすこい！バトル（無料）
i＋padタッチャー

インベーダーゲームで勝負する

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・他の生徒とゲームの得点を競って勝
負する。

・肢体不自由の生徒はi＋padタッ
チャーを使って操作する。

使用アプリ・機器
Switch Box Invaders（有料）
i＋padタッチャー

金魚すくいで遊ぶ

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・友だち数人と金魚すくいのゲームを
する。

使用アプリ・機器
ぽんぽんわーるど 金魚すくいゲーム
（無料）
i＋padタッチャー

エアホッケーの対戦をする

・知的障害の児童生徒が使用
・エアホッケーのゲームで友だちと対
戦をする。

・点が入ると効果音が流れ、自動で点
数がつけられるので、ルールがわか
りやすい。

使用アプリ
Glow Hockey 2（有料）

友だちと遊びたい！
に応える実践
（１／２）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/us/app/mabeee-kontororu/id1104665648
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%A9%E3%81%99%E3%81%93%E3%81%84-%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%AB/id1055377871?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/switch-box-invaders/id590004243?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ponponwarudo-jin-yusukuigemu/id786999890?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/glow-hockey-2/id328992396?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


「モンスター」を集めるゲーム
【事例：友-４】

・聴覚障害のある児童が使用
・児童自身がアプリを使った児童会活
動（ゲーム）を考え、実施した。

使用アプリ
HP Reveal（無料）

みんなで巨大百人一首をする
【事例：友-３】

・聴覚障害のある生徒が使用
・画面に表示される百人一首の読み札
を見て、取り札を探した。

使用アプリ・機器
Keynote（無料）
大型テレビ

ルールを理解する

・知的障害のある児童生徒が使用
・ゲームのルールを説明する動画を見
て、参加者全員でルールを確認する。

使用アプリ
iMovie（無料）

友だちと話をする
【事例：友-２】

・訪問教育を受けている児童が使用
・Web会議システムを使って学校の友
だちと交流をした。

使用アプリ
LiveOn（無料）

「ボッチャ」の得点を確認する
【事例：友-５】

・知的障害のある児童が使用
・競技コートを上から撮影した画像を
見て得点を確認した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
大型テレビ

友だちと遊びたい！
に応える実践
（２／２）

１ページ目へ一覧に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料

40

https://itunes.apple.com/jp/app/hp-reveal/id432526396?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/imovie/id377298193?mt=8&v0=www-jp-ios-imovie-app-imovie
https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8


鍵盤ハーモニカを演奏する

・知的障害のある児童生徒が使用
・鍵盤ハーモニカの指の動きの手本の
動画を見ながら演奏をする。

・動画は、ゆっくりの速さと普通の速
さの２種類用意した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

楽器アプリで演奏③

・楽譜を読むことが難しい児童生徒が
使用

・画面の指示に沿ってタブレット端末
をタップし、音楽を演奏する。

使用アプリ
ピアノあそび 〜 子供向け簡単ピアノ
〜（無料）

楽器アプリで演奏②

・肢体不自由のある生徒が使用
・電動スポンジで自作したタッチペン
を使用し、楽器アプリで演奏する。

使用アプリ・機器
ピアノ for iPhone（無料）
タッチペン（自作）

楽器アプリで演奏①
【事例：歌-１】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・楽器アプリで演奏した。

使用アプリ
GarageBand（無料）
タブレットスタンド

歌いたい、
演奏したい！
に応える実践

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%81%82%E3%81%9D%E3%81%B3-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%90%91%E3%81%91%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E/id1035118577?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/piano-for-iphone/id531263194?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/garageband/id408709785?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


音と光を楽しむ

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・スイッチを押すと出現する音と光を
楽しむ。

使用アプリ・機器
Cause and Effect Sensory Sound 
Box（有料）
i＋padタッチャー

音と映像を楽しむ

・知的障害のある児童生徒が使用
・画面に触れると音が鳴るアプリを楽
しむ。

・音だけでなく、画面も変化するので、
興味をもって楽しむことができる。

使用アプリ
音楽ボックス（有料）

音楽を再生する②

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・「○○を再生して」等の言葉でタブ
レット端末を操作して、音楽を再生
する。

使用アプリ・機能
ミュージック（標準）
音声コントロール（iPhoneのみの機
能）

音楽を再生する①

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・スイッチを使って自分で聞きたい音
楽を選んで再生する。

使用アプリ
スイッチジュークボックス（無料）

音楽を再生する③
【事例：音-１】

・肢体不自由のある児童が使用
・視線入力装置を使って、音楽を再生
した。

使用機器
Windowsタブレット
Tobii EyeⅩ

音楽（音）を
楽しみたい！
に応える実践

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/gb/app/cause-effect-sensory-sound/id548622567?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id640709006?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/suitchijukubokkusu/id965082124?mt=8


演劇の背景を描く
【事例：絵-３】

・知的障害のある生徒が使用
・高等部の生徒が演劇の背景をタブ
レット端末を使って作成した。

使用アプリ
ロイロノート（有料）
Let's Drawお絵描きアプリ無料版 -
お絵かき&写真に落書き（無料）

ポスターを作成する
【事例：絵-２】

・知的障害のある生徒が使用
・学校の美化のポスターを作成した。

使用アプリ
Keynote（無料）

画面をタッチして絵を描く

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・自分の動かしやすい体の部位でタブ
レット端末に触れ、絵を描く。

・描くと同時に音も出るので興味をも
ちやすい。

使用アプリ
音が出るお絵かき（無料）

撮影した写真を風景画の見本にする
【事例：絵-１】

・知的障害のある生徒が使用
・自分の描きたい風景を撮影し、その
画像を見ながら絵を描いた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

絵を描きたい！
に応える実践

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/roironoto/id588649391?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/lets-draw-o-hui-miaokiapuri/id629814709?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/yinga-churuo-huikaki-zidomo/id417608109?mt=8


国語

カテゴリ一覧
（教科等）

トップに戻る

算数
／
数学

体育／
保健
体育

理科

その他

音楽

学習
評価

カテゴリ一覧（児童生徒のニーズ）

外国語
活動／
外国語

社会

作業
学習

図画
工作／
美術

技術・
家庭科

総合的
な学習
の時間

特別
活動

自立
活動

生活
単元
学習

日常
生活の
指導

時間における指導
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音読練習に使用する①

・声の大きさの調整が難しい児童生徒
が使用

・アプリで自分の声の大きさを確認し
ながら、適切な声の音量で音読でき
るように練習をする。

使用アプリ
NoiseLevel（有料）

擬音語・擬態語のイメージをもつ

・アプリを使って「とんとん」「ざら
ざら」等の擬音語・擬態語のイメー
ジをもつ。

使用アプリ
言葉とアニメーションで遊べるアプ
リ！animatope（アニマトペ）（無
料）

読み聞かせに効果音を使う
【事例：教国-２】

・知的障害と肢体不自由のある児童が
使用

・タブレット端末で効果音を再生しな
がら、指導者が読み聞かせを行った。

使用アプリ
鳴き声タッチ-動物・乗り物・楽器の
写真と音（無料）

カタカナを学習する
【事例：教国-１】

・知的障害のある生徒が使用
・カタカナの文字を登録したルーレッ
トアプリを使用し、カタカナビンゴ
で学習した。

使用アプリ
My ルーレット（無料）
無料ゲーム-迷った時のルーレット ラ
ンチや罰ゲーム抽選（無料）

音読練習に使用する②

・アプリのメトロノームの音に合わせ
て、リズムよく群読をする練習を行
う。

使用アプリ
Tempo - Metronome メトロノーム
（有料）

国語
（１ ／ ４）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/noiselevel/id302830630?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/animatope-animatope/id894462103?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/mingki-shengtatchi-dong-wu/id1037781976?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/my-ruretto/id509923985?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/wu-liaogemu-mitta-shinoruretto/id1088626624?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/tempo-metronome-metoronomu/id304731501?mt=8


ひらがなの学習（読み）③

・ひらがなを読むことが難しい児童生
徒が使用

・学習アプリを使ってひらがなの学習
をする。

使用アプリ
ディスレクシア音読指導アプリ・単語
版 ビギナー（無料）
ディスレクシア音読指導アプリ・単語
版 チャレンジャー（無料）

ひらがなの学習（読み）②

・ひらがなを読むことが難しい児童生
徒が使用

・学習アプリを使ってひらがなの学習
をした。家庭学習としても取り組め
る。

使用アプリ
はじめてのひらがなfor iPad（有料）
コトバロメーター（有料）

ひらがなの学習（読み）①
【事例：教国-４】

・ひらがなを読むことが難しい生徒が
使用

・学習アプリで、ひらがなの学習をし
た。

使用アプリ
はじめてのひらがな for iPad（有料）

助詞の学習
【事例：教国-３】

・聴覚障害のある児童が使用
・人が動作をしている動画を見て、
「○○君が○○している」という文
を作る練習をした。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

筆順を調べる
【事例：教国-５】

・弱視の児童が使用
・漢字の学習の際に、筆順や文字の細
部を確認した。

使用アプリ
常用漢字筆順辞典【広告付き】（無
料）

国語
（２ ／ ４）

１ページ目へ一覧に戻る ３ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%9F%B3%E8%AA%AD%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E5%8D%98%E8%AA%9E%E7%89%88-%E3%83%93%E3%82%AE%E3%83%8A%E3%83%BC/id863571767?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%9F%B3%E8%AA%AD%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E5%8D%98%E8%AA%9E%E7%89%88-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/id863586005?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id477606749?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/kotobarometa/id843179401?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id477606749?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id453410542?mt=8


作文を書く

・文章を考えることが苦手な児童生徒
が使用

・マインドマップを作成し、作文の構
成を考える。

・思考のつながりが視覚的にわかるの
で、文章を考えやすい。

使用アプリ
SimpleMind＋（無料）

漢字を調べる

・知的障害のある児童生徒が使用
・漢字の読み方等を、タブレット端末
に手書きで漢字を書いて調べる。

・読み方や部首がわからなくても、漢
字を調べることができる。

使用アプリ
常用漢字筆順辞典【広告付き】（無
料）

漢字の練習②
【事例：教国-６】

・知的障害のある生徒が使用
・アプリを使ってゲーム感覚で漢字の
練習を行った。

使用アプリ
ドリルいらず！国語海賊〜1年生編〜
子供向け学習アプリ（無料）
かんじロボ FREE （無料）

漢字の練習①

・知的障害のある児童生徒が使用
・アプリを使って漢字の練習を行う。

使用アプリ
小学生かんじ：ゆびドリル（書き順判
定対応漢字学習アプリ）（無料）
書き取り漢字練習（無料）

読み聞かせを聞く
【事例：教国-７】

・知的障害のある児童が使用
・アプリで作成された絵本の読み聞か
せを楽しんだ。

使用アプリ
Keynote（無料）

国語
（３ ／ ４）

２ページ目へ一覧に戻る ４ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/simplemind+-maindomappu/id305727658?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id453410542?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%9A-%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%B5%B7%E8%B3%8A-1%E5%B9%B4%E7%94%9F%E7%B7%A8-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%90%91%E3%81%91%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id933138230?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%98%E3%83%AD%E3%83%9C-free/id568868675?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%98-%E3%82%86%E3%81%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB-%E6%9B%B8%E3%81%8D%E9%A0%86%E5%88%A4%E5%AE%9A%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id505393304?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%9B%B8%E3%81%8D%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%BC%A2%E5%AD%97%E7%B7%B4%E7%BF%92/id366952273?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


ひらがなやものの名前を覚える

・アプリを使って、ひらがなやものの
名前を覚える。

使用アプリ
Bitsboard - Education, Games, an
d Flash Cards App 4（無料）

ひらがなの学習（書き）

・アプリを使ってひらがなの練習をす
る。

使用アプリ
なぞっておぼえる！ ひらがな カタカ
ナ（無料）

俳句を作る

・季節を感じられる写真を児童生徒が
撮影し、その写真をもとに俳句を作
成する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

国語
（４ ／ ４）

３ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%AA%E3%81%9E%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%BC%E3%81%88%E3%82%8B-%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA-%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A/id957100363?mt=8


地域の学習②

・学校の周辺の写真を児童生徒が撮影
する。
・撮影した写真を印刷し地図に貼り付
け、学校周辺マップを作成する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

地域の学習①
【事例：教社-１】

・自分が住んでいる地域の位置や、学
校の周りの地形、道などを確認した。

使用アプリ
Google Earth（無料）

地図の学習

・アプリを使って市町村の位置や地形
を学習する。

使用アプリ
あそんでまなべる 日本地図パズル（無
料）
全国市町村ジグソーパズル（無料）

社会

一覧に戻る

49

https://itunes.apple.com/jp/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/asondemanaberu-ri-ben-tupazuru/id520743227?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/quan-guo-shi-ting-cunjigusopazuru/id593011279?mt=8


足し算・引き算の学習②

・アプリを使って、足し算や引き算の
練習をする。

使用アプリ
算数であそぼう！ はじめての足し算・
引き算（無料）

足し算・引き算の学習①

・算数の足し算や引き算の練習をする。

使用アプリ
Lola のさんすうでんしゃ FREE（無
料）
Lola のさんすうでんしゃ 2（有料）

引き算の学習
【事例：教算-１】

・引き算の計算の方法や意味が視覚的
にわかりやすいスライドを使用し、
学習に使用した。

使用アプリ

Keynote（無料）

足し算の学習

・アプリを使って遊びながら足し算の
学習をする。

使用アプリ
あそんでまなべる たし算パズル（無
料）

足し算・引き算の学習③

・アプリを使って、足し算や引き算の
練習をする。

使用アプリ
算数忍者〜たし算ひき算〜ゲームで足
し引きが好きになる！
（無料）

算数／数学
（1 ／ ３）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/suan-shudeasobou!-hajimeteno/id786460354?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/lola-nosansuudensha-free/id529720159?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/lola-%E3%81%AE%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%99%E3%81%86%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%83-2/id780402272?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%82%E3%81%9D%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%B9%E3%82%8B-%E3%81%9F%E3%81%97%E7%AE%97%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB/id652677263?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%AE%97%E6%95%B0%E5%BF%8D%E8%80%85-%E3%81%9F%E3%81%97%E7%AE%97%E3%81%B2%E3%81%8D%E7%AE%97-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E8%B6%B3%E3%81%97%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%81%8C%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B/id838086772?mt=8


かけ算の学習③

・アプリを使って、かけ算の練習をす
る。

使用アプリ
かけざんロボ FREE（無料）

かけ算の学習②

・画面に表示される「九九カード」を
見て、九九を覚える。

使用アプリ
9x9カード（無料）

かけ算の学習①

・アプリを使って遊びながらかけ算の
学習をする。

使用アプリ
あそんでまなべる 九九（無料）

四則計算の練習

・アプリを使って、足し算、引き算、
かけ算、割り算の練習をする。

使用アプリ
あんざんマン 無料版（無料）
あんざんマンと算ストーン：小学生算
数（無料）

かけ算の学習④
【事例：教算-２】

・知的障害のある児童が使用
・計算ゲームでかけ算の定着を
図った。

使用アプリ
算数忍者〜九九の巻〜ゲームで九九が
好きになる！ （無料）

算数／数学
（２ ／ ３）

１ページ目へ一覧に戻る ３ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%96%E3%82%93%E3%83%AD%E3%83%9C-free/id562517412?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/9x9kado/id1044979034?l=ja&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/asondemanaberu-jiu-jiu/id493883836?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/anzanman-wu-liao-ban/id514919162?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%96%E3%82%93%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%A8%E7%AE%97%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%AE%97%E6%95%B0/id895508928?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/suan-shu-ren-zhe-jiu-jiuno/id695441541?mt=8


お金の学習①
【事例：教算-４】

・お金の支払いの練習をアプリを使っ
て行った。

使用アプリ
お金の学習（無料）
買い物学習（無料）
おかね星人（無料）
コインクロス - お金のロジックパズル
（無料）

時計の学習

・アプリを使って、時計の読み方を学
習する。

使用アプリ
時計くみたてパズル - 楽しく学ぶ！時
計の読み方（無料）
とけいであそぶ（無料）

分数の学習
【事例：教算-３】

・分数の計算の方法を学習した。
・分数の計算の仕方が視覚的にわかる
ため、理解しやすかった。

使用アプリ
小学算数アニメーション (1-6年生)
（無料）

「10の合成・分解」の学習

・アプリを使って、「10の合成・分
解」の学習を行う。

使用アプリ
たして10 FREE（無料）

お金の学習②
【事例：教算-５】

・アプリを使って、所持金以内で買い
物をする練習をした。

使用アプリ
レジスタディ（無料）

算数／数学
（３ ／ ３）

２ページ目へ一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/o-jinno-xue-xi/id1018173612?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%BF%92/id1041735123?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/money-aliens/id1303303633?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/koinkurosu-o-jinnorojikkupazuru/id586541723?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%A6%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB-%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%8F%E5%AD%A6%E3%81%B6-%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9/id541556830?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%91%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%9D%E3%81%B6/id557615128?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-suan-shuanimeshon/id579825429?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%A610-free/id562494612?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/rejisutadi/id496103381?mt=8


理科の観察をする

・弱視の児童生徒が使用
・理科の観察の際に、タブレット端末
で撮影し、拡大して細部を確認する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

顕微鏡で観察をする
【事例：教理-１】

・弱視の児童が使用
・顕微鏡に写る像をタブレット端末で
撮影して、拡大して観察した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

植える植物を考える

・何の植物を育てるのかを考える時に、
季節に合うものをWebで調べる。

使用アプリ
Safari（標準）

草花の学習に使用する

・学校の周辺にある草花を撮影しWeb
で植物の名前を調べる。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）
Safari（標準）

植物の生長を確認する

・植物の生長の様子を動画を使って学
習した。

使用アプリ・サイト
Safari（標準）
NHK for School

理科

一覧に戻る
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http://www.nhk.or.jp/school/


鍵盤ハーモニカを演奏する

・知的障害のある児童生徒が使用
・鍵盤ハーモニカの指の動きの手本の
動画を見ながら演奏をする。

・動画は、ゆっくりの速さと普通の速
さの２種類用意した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

楽器アプリで演奏③

・楽譜を読むことが難しい児童生徒が
使用

・画面の指示に沿ってタブレット端末
をタップし、音楽を演奏する。

使用アプリ
ピアノあそび 〜 子供向け簡単ピアノ
〜

楽器アプリで演奏②

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・電動スポンジで自作したタッチペン
を使用し、楽器アプリで演奏する。

使用アプリ・使用道具
ピアノ for iPhone（無料）
タッチペン（自作）

楽器アプリで演奏①
【事例：教音-１】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・楽器アプリで演奏した。

使用アプリ
GarageBand（無料）
タブレットスタンド

リコーダーの指の動きを確認する

・弱視の児童生徒が使用
・リコーダー演奏の指の動きの動画を
見ながら、リコーダーの練習をする。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

音楽
（１／２）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%81%82%E3%81%9D%E3%81%B3-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%90%91%E3%81%91%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E/id1035118577?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/piano-for-iphone/id531263194?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/garageband/id408709785?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


テンポを合わせて演奏する

・アプリのメトロノーム音に合わせて
合奏を行う。

使用アプリ
Smart Metronome（無料）

歌のキーを変更する

・児童生徒が自分の歌いやすいように
歌のキーを変更する。

使用アプリ
ピッチ・シフト（音程変更）／イコラ
イザー（無料）

リズムに合わせて体を動かす

・リズムに合わせて体を動かして、音
楽を楽しむ際に、手本動画を使用す
る。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
写真（標準）
AppleTV
大型モニタ

歌の練習をする

・アプリで歌を再生して練習
・歌に興味をもちにくい児童生徒も、
手遊びで参加しやすい。

使用アプリ
鬼のパンツ（節分にぴったりの保育
園・幼稚園向け童謡）（無料）

ギターの練習をする

・ギター演奏の動画を見ながら、練習
をする。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

音楽
（２／２）

一覧に戻る １ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/smart-metronome/id889571826?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88-%E9%9F%B3%E7%A8%8B%E5%A4%89%E6%9B%B4-%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC/id670120398?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id1073850910


色を塗った絵を立体にする
【事例：教図-２】

・知的障害のある生徒が使用
・自分が塗った絵を、アプリを使って
立体の画像にした。

・立体の画像を見ながら、粘土工作を
行った。

使用アプリ
ぬりえAR（無料）

印象に残った作品を撮影する

・知的障害のある児童生徒が使用
・校内作品展示の中から、最も印象に
残った作品を選んで写真を撮影する。

・写真を使って、印象に残った作品を
発表する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

画面をタッチして絵を描く

・肢体不自由のある児童生徒が使用
・自分の動かしやすい体の部位でタブ
レット端末に触れ、絵を描く。

・描くと同時に音も出るので興味をも
ちやすい。

使用アプリ
音が出るお絵かき（無料）

撮影した写真を風景画の見本にする
【事例：教図-１】

・知的障害のある生徒が使用
・自分の描きたい風景を撮影し、その
画像を見ながら絵を描いた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

演劇の背景を描く
【事例：教図-３】

・知的障害のある生徒が使用
・高等部の生徒が演劇の背景をタブ
レット端末を使って作成した。

使用アプリ
ロイロノート（有料）
Let's Drawお絵描きアプリ無料版 -
お絵かき&写真に落書き（無料）

図画工作／美術
（１／２）

一覧に戻る

56

２ページ目へ

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%AC%E3%82%8A%E3%81%88ar/id904898012?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yinga-churuo-huikaki-zidomo/id417608109?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/roironoto/id588649391?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/lets-draw-o-hui-miaokiapuri/id629814709?mt=8


クレイアニメを作成する

・アプリを使って、クレイアニメを作
成する。

・作成した動画は、学校祭で発表する。

使用アプリ
ストップモーションスタジオ（無料）

立体作品を鑑賞する

・立体の作品を鑑賞する際に、児童生
徒が自分の好きな角度で作品を撮影
する。

・撮影した写真をもとに、その作品の
どこが気に入ったのかを発表する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

ポスターを作成する

・タブレットで撮影した写真に、標語
を手書きし、ポスターを作成する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

図画工作／美術
（２／２）

一覧に戻る
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１ページ目へ

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA/id441651297?mt=8


時間内に実習をする①

・知的障害のある児童生徒が使用
・タブレット端末で残り時間を表示し、
時間内に作業を終えることを意識し
ながら、実習を行う。

使用アプリ
時計（標準）
Time Timer（有料）

所持金額以内で買い物をする

・知的障害のある児童生徒が使用
・一食分の予算内で買えるかどうか、
計算しながら調理実習の材料を買う。

使用アプリ
メモれる電卓 FusionCalc2（無料）

一人で料理を作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・お味噌汁の作り方の手順を示したス
ライドを見ながら、一人で作る。

使用アプリ
Keynote（無料）

実習の手順を確認する

・弱視の児童生徒が使用
・家庭科の実習の手順を動画を見て確
認する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

技術・家庭科
（１／２）

一覧に戻る
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時間内に実習をする②

・時計を読むことが難しい児童生徒が
使用

・タブレット端末に表示された残り時
間を見ながら作業をする。

・ネズミのアニメ－ションで残り時間
が示されるため、分かりやすい。

使用アプリ
ねずみタイマー （無料）

２ページ目へ

https://itunes.apple.com/jp/app/id332520417?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/jp/app/memoreru-dian-zhuo-fusioncalc2/id696292099?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%AD%E3%81%9A%E3%81%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/id1235452961?mt=8


洗濯をする

・知的障害のある児童生徒が使用
・手本の動画を見ながら自分の衣類を
洗濯する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

手縫いの指の動きを確認する

・弱視の児童生徒が使用
・指や針の動きを動画で見ながら、
手縫いの練習をする。

使用アプリ・サイト
safari（標準）
川端研究室_教材(基礎縫い) - 埼玉大学

技術・家庭科
（２／２）

一覧に戻る
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天気に合わせて服を決める

・知的障害のある児童生徒が使用
・外出前に今日の天気を確認し、着る
服や靴を決める。

使用アプリ
おてがる天気（無料）

１ページ目へ

http://park.saitama-u.ac.jp/~hihuku/material_basic.html
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


表現運動の動きを確認する①

・弱視の児童生徒が使用
・表現運動の動きを、動画を見て確認
する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

自分の動きを確認する

・自分の動作を録画し、手本の動画と
並べて比較し、改善点を検討する。

使用アプリ
見比べレッスン（有料）

ラジオ体操（座位）の練習
【事例：教体-１】

・車椅子を使用する生徒が使用
・座位のラジオ体操を手本動画を見て、
練習した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

ダンスを練習する

・ダンスの手本動画を使用し、練習す
る。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
写真（標準）
AppleTV
大型テレビ

表現運動の動きを確認する②

・ダンスのパートごとの練習に使用
・タブレット端末に録画した動画を見
て、パートグループがそれぞれ練習
する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

体育／保健体育
（１／２）

一覧に戻る
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２ページ目へ

https://itunes.apple.com/jp/app/jian-biberessun/id1082300338?mt=8


自分のタイムを記録する

・長距離走の記録を、児童生徒が自分
のタブレットに記録する。

・タイムをグラフ化することによって、
自分のタイムの伸びを児童生徒自身
が確認する。

使用アプリ
Numbers（無料）

創作ダンスを記録する

・児童生徒が作った創作ダンスを録画
し、指導者に提出する。

・指導者は提出された動画を確認し、
次の授業で指導・助言を行う。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

体育／保健体育
（２／２）

一覧に戻る
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１ページ目へ

https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


英単語を調べる
【事例：教外-１】

・弱視の生徒が使用
・英単語を辞書のアプリで検索した。
・検索した内容は音声化し、聞いて理
解した。

使用アプリ・機能
DONGRI - 学習に最適な辞書アプリ！
（無料）
VoiceOver

英語名を調べる

・撮影した物の名前を教えるアプリを
使用し、いろいろな物の名前を調べ
る。

・言語の設定を英語にしておくことで、
英語名を知ることができる。

使用アプリ
Aipoly Vision： Sight for Blind &
Visually Impaired（無料）

外国語活動
／外国語

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/dongri-xue-xini-zui-shina/id959828031?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/
https://itunes.apple.com/jp/app/aipoly-vision-sight-for-blind/id1069166437?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/aipoly-vision-sight-for-blind/id1069166437?mt=8


調べ学習を行う
【事例：教総-１】

・弱視の児童が使用
・インターネット検索をする際に、読
み上げ機能を使って、素早く情報を
理解した。

使用アプリ・機能
Safari（標準）
画面の読み上げ

総合的な
学習の時間

一覧に戻る
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https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


ポスターを作成する
【事例：教特-４】

・知的障害のある生徒が使用
・学校の美化のポスターを作成した。

使用アプリ
Keynote（無料）

演劇の背景を描く
【事例：教特-３】

・知的障害のある生徒が使用
・高等部の生徒が演劇の背景をタブ
レット端末を使って作成した。

使用アプリ
ロイロノート（有料）
Let's Drawお絵描きアプリ無料版 -
お絵かき&写真に落書き（無料）

話し合いで役割を担当する
【事例：教特-２】

・人と話すことが苦手な生徒が使用
・宿泊体験学習の際どんな料理を作り
たいかの話し合いで、タブレット端
末操作担当として話し合いに参加し
た。

使用アプリ
クックパッド - No.1料理レシピ検索
アプリ（無料）

筆談でやりとり
【事例：教特-１】

・聴覚障害のある児童生徒が使用
・交流及び共同学習の中で使用
・手話のできない友だちと筆談をした。

使用アプリ
筆談パッド（無料）

特別活動
（１／２）

一覧に戻る

所持金額以内で買い物をする

・知的障害のある児童生徒が使用
・自分のお小遣いで買えるかどうか、
計算しながら修学旅行のお土産を買
う。

使用アプリ
メモれる電卓 FusionCalc2（無料）

２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/roironoto/id588649391?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/lets-draw-o-hui-miaokiapuri/id629814709?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/memoreru-dian-zhuo-fusioncalc2/id696292099?mt=8


ゲームの順番を決める

・順番にこだわりがある児童生徒が使
用

・ゲームの順番をアプリを使って決
める。

使用アプリ
あみだくじプラス（無料）

特別活動
（２／２）

一覧に戻る １ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%82%E3%81%BF%E3%81%A0%E3%81%8F%E3%81%98%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/id884046074?mt=8


１日のスケジュール管理
【事例：教自-２】

・１日の健康的な過ごし方を考えるた
めに、１日の過ごし方を円グラフに
した。

使用アプリ
Numbers（無料）

自分の気持ちを視覚化する

・心身の状態が不安定になりやすい児
童生徒が使用

・自分の気持ちの状態を視覚化するこ
とで、自己調整につながる。

使用アプリ
こころく 〜心の録音〜 無料版
（無料）

いろいろな音を教える
【事例：教自-１】

・補聴器をつけはじめてから間もない
生徒が使用

・音クイズを通していろいろな音を覚
えた。

使用アプリ
鳴き声タッチ-動物・乗り物・楽器の
写真と音（無料）

適切な言葉遣いを教える

・写真やイラストに吹き出しを記入し、
場にふさわしい言葉遣いの学習を行
う。

使用アプリ
バルーン・スティッキーズ プラス（無
料）

声の大きさを調整する練習

・声の大きさを調整することが難しい
児童生徒が使用

・アプリを使って、ゲーム感覚で声の
大きさを調整する練習する

使用アプリ
こえキャッチ（無料）

自立活動
（時間における指導）

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kokoroku-xinno-lu-yin-wu-liao/id783254973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/mingki-shengtatchi-dong-wu/id1037781976?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/barun-sutikkizu-purasu/id699592020?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%93%E3%81%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81/id1255775935?mt=8


白黒反転して読む
【事例：教日-１】

・弱視と知的障害のある児童が使用
・画面を拡大・白黒反転して、給食の
メニューを確認した。

使用アプリ・機能
Pages（無料）
フォントの調整・ディスプレイ調整・
画面の読み上げ

日常生活の指導

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


乗りたい電車に乗る

・知的障害のある児童生徒が使用
・事前に電車の時刻を調べて電車に
乗る。

使用アプリ
乗換案内（無料）

天気に合わせて持ち物を決める

・知的障害のある児童生徒が使用
・外出前に今日の天気を確認し、折り
畳み傘を持って行くかどうかを決め
る。

使用アプリ
おてがる天気（無料）

写真を提示して発表する
【事例：教生-２】

・知的障害のある生徒が使用
・校外学習の様子を写真を提示しなが
ら発表した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

写真を使って紹介する
【事例：教生-１】

・知的障害のある生徒が使用
・「学校の好きな所」を自分で撮った
写真を使って新入生に紹介した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

映画を見に行く
【事例：教生-３】

・知的障害や肢体不自由のある生徒が
使用

・映画の上映時刻や電車の時刻を調べ
て、外出計画を立てた。

使用アプリ
Safari（標準） 乗換案内（無料）

おてがる天気（無料）

生活単元学習
（１／５）

一覧に戻る ２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huan-an-nei/id299490481?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huan-an-nei/id299490481?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


生活単元学習
（２／５）

一覧に戻る

修学旅行先を知る
【事例：教生-５】

・見通しがもてないと不安になる生徒
が使用

・修学旅行先について事前にWebで調
べ、見通しをもった。

使用アプリ
Safari（標準）

時刻表を確認する
【事例：教生-４】

・聴覚障害と知的障害のある児童が使
用

・駅の時刻表を撮影して、手元で確認
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

お店を調べる②

・知的障害のある児童生徒が使用
・学校の近くにあるカフェを検索して、
校外学習の計画を立てる。

使用アプリ
ホリデー - 旅行の計画・おでかけエリ
アガイドHoliday（無料）

お店を調べる①

・知的障害のある児童生徒が使用
・買いたいものをどこで買うことがで
きるか、Webを使って調べ、買い物
に出かける。

使用アプリ
Safari（標準）

運賃を確認する

・弱視の児童生徒が使用
・バスの運賃表を撮影し、手元で拡大
して、運賃を確かめる。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

１ページ目へ ３ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC-%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB-%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89holiday/id962231929?mt=8


道のりを事前に確認する

・地図を読むことが難しい児童生徒が
使用

・目的地までの道のりの画像を、スト
リートビューで事前に確認する。

使用アプリ
ストリートビューの自動再生で経路を
確認 ： StreetWatcher（無料）

生活単元学習
（３／５）

一覧に戻る

インタビューを行う①
【事例：教生-７】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・カメラのスイッチを押して、インタ
ビューの動画を撮影した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
Bluetoothリモコン

レジ係を担当する
【事例：教生-６】

・知的障害と肢体不自由により、言語
表出が難しい生徒が使用

・ＱＲコードを読み取るアプリを使用
してレジ係を担当した。

使用アプリ
レジごっこ - こどもと簡単レジ遊び
（無料）

インタビューを行う②
【事例：教生-８】

・知的障害のある生徒が使用
・地域の商店街のインタビューを録画
した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

作る料理を決める

・知的障害のある児童生徒が使用
・予算や作る手間を考慮しながら、作
りたい料理を決める。

使用アプリ
クックパッド - No.1料理レシピ検索
アプリ（無料）

２ページ目へ ４ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/sutoritobyuwo-jian-danni-zi/id732017010?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/rejigokko-kodomoto-jian-danreji/id1093395092?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8


生活単元学習
（４／５）

一覧に戻る

自分の動き確認する②
【事例：教生-10】

・知的障害のある生徒が使用
・接客練習の様子を撮影し、自分で確
認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

今年度の抱負を伝える
【事例：教生-11】

・知的障害のある生徒が使用
・テレビ会議システムを使って、転任
した昨年度の担任に今年度の抱負を
発表した。

使用アプリ
LiveOn（無料）

切符を買う練習をする
【事例：教生-９】

・知的障害のある児童が使用
・タブレット端末にタッチパネルの券
売機の画像を表示させ、切符を購入
する練習をした。

使用アプリ
Keynote（無料）

料理の作り方を調べて作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・自分の作りたい料理の材料や作り方
をWebで調べ、自分で買い物や料理
をする。

使用アプリ
Safari（標準）

一人で料理を作る

・知的障害のある児童生徒が使用
・お味噌汁の作り方の手順を示したス
ライドを見ながら、一人で作る。

使用アプリ
Keynote（無料） ※京都みらい

ネット接続機
関は無料

３ページ目へ ５ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote
https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


生活単元学習
（５／５）

一覧に戻る

ボールを操作して対戦
【事例：教生-13】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・タブレット端末で操作できるボール
を使ったゲームで他の生徒と対戦し
た。

使用アプリ
MaBeee - コントロール（無料）

学校紹介ビデオの作成

・知的障害のある生徒が使用
・学校の様子を紹介する動画を生徒同
士で話し合いながら作成する。

使用するアプリ・機器
ムービーメーカー
Windowsタブレット

カメラ撮影をする②
【事例-教生12】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・写真館を設定し、客の写真を
撮影した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
i＋padタッチャー
スイッチ

４ページ目へ
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https://itunes.apple.com/us/app/mabeee-kontororu/id1104665648


作業の方法を確認する
【事例：教作-２】

・知的障害のある生徒が使用
・染物等の作業の見本の動画を確認し
ながら作業を行った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

休憩しながら作業をする

・自分で休憩をとることが難しい児童
生徒が使用

・タイマーアプリで時間を計り、休憩
をしながら作業を行う。

使用アプリ
効率UP! 休みタイマー（無料）

製品のカタログを見せて販売する
【事例：教作-１】

・人と話すことが苦手な生徒が使用
・販売会の際に、自分たちが作った製
品のカタログを見せて、接客をした。

使用アプリ
AdobeAcrobatReader（無料）

作業時間を測る
【事例：教作-３】

・知的障害のある生徒が使用
・自分の作業にかかる時間を計測した。
・計測した時間はグラフ化し、自分の
作業時間の変化がわかるようにする
ことで作業意欲につながった。

使用アプリ
時計（標準） Numbers（無料）

作業学習
（１／２）

一覧に戻る

時間内に作業を終える

・知的障害のある児童生徒が使用
・タブレット端末で残り時間を表示し、
時間内に作業を終えることを意識し
ながら、木工の作業を行う。

使用アプリ
時計（標準）
Time Timer（有料）

２ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%8A%B9%E7%8E%87up-%E4%BC%91%E3%81%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/id527508344?mt=8
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https://itunes.apple.com/jp/app/id332520417?mt=8&ign-mpt=uo%3D8


「ＰＯＰ」の参考写真を撮る

・製品販売会の「ＰＯＰ」を作る参考
にするために、地域のお店に取材に
行う。

・取材で撮影した写真を参考にしなが
ら「ＰＯＰ」を作成する。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

カメラ撮影をする③
【事例：教作-４】

・知的障害と肢体不自由のある生徒が
使用

・他の生徒の清掃活動を動画撮影した。
・撮影した動画は、授業の振り返りに
使用した。

使用アプリ・機器
カメラ（標準） スイッチ教材
タブレット用リモコン（自作）

作業学習
（２／２）

一覧に戻る

過去と現在の制作物を比較する

・知的障害のある児童生徒が使用
・作業学習で作成した製品を、学習初
期の物と比較し、自分の作業の上達
を確認する。

使用アプリ
TwinViewer（無料）

１ページ目へ
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https://itunes.apple.com/jp/app/twinviewer/id531595249?mt=8


写真で評価

・授業中の写真を提示して指導者が学
習の評価をする。

・写真に花丸マークを付けて評価する。

使用アプリ
はなまる（有料）

活動を共有する
【事例：教学-３】

・グループ別の活動を指導者が撮影し、
まとめの際に撮影をした動画を使っ
て活動の交流を行った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

修学旅行の振り返り
【事例：教学-２】

・修学旅行に行った時に、興味をもっ
たものを撮影した。

・撮影した写真や動画を使って、振り
返り学習を行った。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

清掃の前後を確認する
【事例：教学-１】

・掃除の前と後の写真を比較し、きれ
いになったことを確認した。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

動画で評価
【事例：教学-４】

・指導者が動画を提示し、学習の評価
を行った。

・写真や動画を提示することで、学級
全体でよい点や工夫点を共有できた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

学習評価

一覧に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/hanamaru/id512825835?mt=8


保護者との連携に活用する②

・訪問教育を受けている児童生徒の保
護者が使用

・テレビ会議システムを使って、学級
懇談会や学部懇談会に参加する。

使用アプリ
LiveOn（無料）

保護者との連携に活用する①
【事例：教他-１】

・新しく覚えた言葉や新出単語を指導
者がホワイトボードに書いておく。

・ホワイトボードを撮影・印刷し、保
護者との連携の際に活用した。

使用アプリ
CamScanner Free（無料）

写真展の実施

・「私の学校の好きな所」というテー
マで学校の中の写真を児童生徒が撮
影・印刷し、文化祭で写真展を行う。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

時間内に完了する

・タイマーを設定して、その時間内に
活動が終えられるようにする。

使用アプリ
絵カードタイマー（無料）
ねずみタイマー（無料）

卒業ムービーの制作
【事例：教他-２】

・場面緘黙のある生徒が使用
・自分の気持ちを込めた「学校の思い
出」のショートムービーを制作した。

使用アプリ
ストップモーションスタジオ（無料）

その他

一覧に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/camscanner-free/id388627783?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/huikadotaima/id834375969?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/mouse-timer/id1235452961?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/sutoppumoshonsutajio/id441651297?mt=8


【事例：伝-１】

自分の気持ちを伝える①

対象学部 小学部

障害種 知的障害 （自閉症）

取組内容
・コミュニケーションアプリを使って、児童が「○○したい」等の気持ちを伝えられるようにした。

・アプリのアイコンをタップして音声化し、自分の要求を伝える練習を行った。

具体的な手立て

・児童がよく使う言葉をあらかじめアプリに設定した。

・タブレット端末の使用が定着するまでは、アクセスガイドを設定して、コミュニケーションアプリのみ使用でき

る設定にした。

児童の様子や変化

・以前から絵カードを使ってコミュニケーションをしていたため、何度か練習を行うことで、すぐにアプリを使っ

たコミュニケーションの方法を理解することができた。

・自分の気持ちをタブレット端末を使って自発的に伝えるようになった。

使用アプリ・機能

絵カード／C（有料）

PECSⅣ＋（有料）

アクセスガイド

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/huikado-komyunikeshon/id439886065?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pecs-iv+/id919593979?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/ipad/learning-and-literacy/


【事例：伝-２】

自分の気持ちを伝える②

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・指導者の顔や好きなもの、よく行く教室等の写真を生徒が撮影してアプリに保存し、選択できるようにした。

・保存した画像をタップして音声化し、自分のしたいことや行きたい場所を伝えられるようにした。

具体的な手立て
・タブレットスタンドを使って、車いすにタブレット端末を固定し、生徒がタブレット端末を操作しやすいように

した。

生徒の様子や変化 ・タブレット端末を使って、自分から意思表示をすることができるようになった。

使用アプリ トーキングエイドfor iPadシンボル入力版 STD（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/tokingueido-for-ipad-shinboru/id537145312?mt=8


【事例：伝-３】【事例：選-１】

「はい」「いいえ」を伝える

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・タブレット端末の画面に表示される「はい」「いいえ」のアイコンをタップして、自分の意思表示を行えるよう

にした。

・校内の生徒会選挙の際も、写真で提示された候補者を信任するかどうかを、「はい」「いいえ」で選択し、投票

した。

具体的な手立て
・生徒が画面に触れやすいようにタブレットスタンドで位置を調整した。

・生徒会選挙の際は、もう一台のタブレット端末に候補者の写真を表示し、生徒が注目しやすいようにした。

生徒の様子や変化
・指導者の質問に対して、自分で考えて「はい」「いいえ」をタップすることができた。

・生徒会選挙の際は、候補者の写真に注意を向けて、よく考えて選ぶことができた。

使用アプリ・機器
DropTalk（有料）

タブレットスタンド

実践事例に戻る（伝えたい！）（選びたい！）
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https://itunes.apple.com/jp/app/droptalk/id373051396?mt=8


【事例：伝-４】

文字を打ち込んで伝える①

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・メモアプリに文字を入力して、行きたい場所ややりたいことなど、自分の気持ちを伝えられるようにした。

・入力した文字はタブレット端末の音声読み上げ機能を使って、音声で相手に伝えられるようにした。

具体的な手立て ・生徒が短時間で文字を入力できるようにするために、予測変換機能を活用した。

生徒の様子や変化
・文字を入力して、自分の気持ちを伝えることができるようになった。

・タブレット端末の予測変換機能を使って、短時間で文字を入力することができるようになった。

使用アプリ・機能
メモ（標準）

画面の読み上げ機能

実践事例に戻る
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http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/learning-and-literacy/


【事例：伝-５】

一日のまとめを発表する

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・タブレット端末に文字を打ち込んで、今日の出来事をみんなに伝えられるようにした。

・打ち込んだ文字を音声化し、寄宿舎のミーティングの際に、１日の出来事を発表した。

具体的な手立て ・生徒が握りやすいタッチペンを自作して、文字入力しやすいようにした。

生徒の様子や変化 ・自分の思いを伝えられたということがうれしく、得意そうな様子であった。

使用アプリ・機器
かなトーク（無料）

タッチペン（自作）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/kanatoku/id381503681?mt=8


【事例：伝-６】【事例：教作-１】

製品のカタログを見せて販売する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容
・製品販売会で、タブレット端末に製品のカタロ

グを表示して、生徒がお客さんに紹介した。

生徒の様子や変化 ・人と話すことが苦手な生徒も、カタログが手元にあることで、自信をもって製品を紹介することができていた。

その他
・大きな製品や梱包済みの製品など、直接お客さんに見せることができないものを紹介する時にも役立った。

・絵柄など、製品の細部を説明する際にも、拡大して提示することができる。

使用アプリ AdobeAcrobatReader（無料）

実践事例に戻る（伝えたい！）（作業学習）
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https://itunes.apple.com/jp/app/adobe-reader/id469337564?mt=8


【事例：伝-７】

自分の好きなことを発表する

対象学部 中学部

障害種 知的障害 （自閉症）

取組内容
・人前で話すことが苦手な生徒が、授業でタブ
レット端末を使って「自分の好きなこと」を発
表した。

生徒の様子や変化

・学級の中には人と話すことが苦手な生徒が複数名いるが、「自分の好きなこと」については伝えたいという気持
ちがあり、全員が自分で作成したスライドショーを使って発表することができた。

・発表の中で、自分で作った漫画を紹介した生徒もいた。
・発表の後の質疑応答の時間にも、学級全体で様々な感想を言ったり質問をしたりする様子が見られた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：伝-８】

職場実習の報告をする

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・職場実習の様子を撮影した写真を使い、生徒自

身が実習報告用のスライドを作成した。

・作成したスライドを使って、実習報告会で報告

をした。

生徒の様子や変化
・写真を提示することで、口頭のみの報告よりも具体的にわかりやすい報告をすることができていた。

・上級生の実習の様子を知ることで、下級生が次年度の見通しをもつことにもつながった。

使用アプリ Keynote（無料）

84

実践事例に戻る

https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


ビデオメッセージで交流

対象学部 全学部

障害種 知的障害 肢体不自由 病弱

取組内容

・訪問教育を受けている児童生徒が、タブレット

端末にメッセージを録画し、通学生の児童生徒

と交流をした。

児童生徒の様子や変化

・動画でメッセージを見聞きしたり普段の授業の様子を見たりすることで、お互いのことを知ることができた。

・普段の授業の様子を知ることで相手のことがわかり、スクーリングの際にはお互いに安心して交流することがで

きた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

【事例：伝-９】

85

実践事例に戻る



【事例：伝-10】【事例：教生-２】

写真を提示して発表する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容
・校外学習の様子を生徒自身が撮影し、学校に帰ってから報告のためのスライドを作成した。

・作成したスライドを使って、各グループの活動内容を報告し合った。

具体的な手立て
・スライドの作成の際、グループで一つのタブレット端末を使用することで、グループの友だちと話し合いながら

作成できるようにした。

生徒の様子や変化 ・グループで何を撮影すればいいか相談しながら、校外学習の様子を撮影していた。

その他
・撮影した写真をすぐにスライドに取り込むことができるので、パソコンよりも簡単にスライドを作成することが

できた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）
86

実践事例に戻る（伝えたい！）（生活単元学習）



【事例：伝-11】【事例：教生-１】

写真を使って紹介する

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容

・在校生が自分のお気に入りの場所をそれぞれで

撮影し、その写真を使って学校マップを作成し

た。

・新入生に、作成した「学校マップ」をプレゼン

トした。

生徒の様子や変化

・在校生はミーティングルームにあるソファーや図書館の畳スペースなど、普段よく活用する場所の写真を「お気

に入りの場所」として撮影していた。（指導者とは違う視点であった。）

・自分の気に入った角度や雰囲気を工夫して撮影していた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（伝えたい！）（生活単元学習）

87



【事例：伝-12】【事例：理-１】【事例：教特-１】

筆談でやりとり

対象学部 全学部

障害種 聴覚障害

取組内容
・居住地校との交流及び共同学習等で手話によるコミュニケーションができない時に、アプリを使って筆談を行っ

た。

児童生徒の様子や変化
・紙で筆談するよりもスムーズに会話できていた。

・しりとり等のゲームにも使っていた。

その他
・タブレット端末の自分の側に文字を書くと相手の側にも表示されるため、書いた後に方向転換する必要がなく、

使いやすかった。

使用アプリ 筆談パッド（無料）

実践事例に戻る（伝えたい！）（理解したい！）（特別活動）
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https://itunes.apple.com/jp/app/bi-tanpatto/id367196546?mt=8


【事例：伝-13】

夏休みの思い出を発表する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容
・夏休みの様子の写真をアプリで編集し、動画にまとめた。

・作成した動画を使って、自分の夏休みの思い出を発表した。

生徒の様子や変化
・自分の経験を言葉で説明することが苦手な生徒も、アプリを使用することで、夏休みにあった出来事を友だちに

伝えることができた。

使用アプリ iMovie（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/imovie/id377298193?mt=8


【事例：伝- 14】【事例：教生-11】

今年度の抱負を伝える

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・テレビ会議システムを使って、転任した昨年度

の担任に、今年度の抱負を発表した。

生徒の様子や変化
・一箇月ぶりに話せることを楽しみにしていた。

・意欲的に発表することができていた。

使用アプリ LiveOn（無料）

実践事例に戻る（伝えたい！）（生活単元学習）

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8


【事例：理-２】

学校の様子を知る

対象学部 小学部

障害種 知的障害 肢体不自由 病弱 （訪問教育）

取組内容
・学校の朝の会や合同学習、行事の練習の様子等を撮影した動画を使って、訪問生の学習に活用した。

・お互いにメッセージ等を録画し、交流も行った。

児童の様子や変化
・学校の様子を見ると表情が変わり、笑顔が見られた。

・スクーリングの際には、事前に映像で見ていたことで、友だちに会えた喜びがより大きなものになった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る

91



【事例：理-３】

学習の予定を理解する

対象学部 小学部

障害種 知的障害 肢体不自由 病弱 （訪問教育）

取組内容 ・授業の最初に、タブレット端末に示された「学習の予定」を見て確認した。

児童の様子や変化 ・画面に注目して、確認することができていた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：理-４】【事例：友-３】

みんなで巨大百人一首をする

対象学部 中学部

障害種 聴覚障害

取組内容

・巨大百人一首の校内大会で、読み手の声に合わ

せて文字や絵を大型テレビに映した。

・大会は生徒が運営し、読み札の手話・音読、ス

ライドの提示等も生徒が行った。

生徒の様子や変化 ・チーム対抗で友だちと競い合いながら、大会を楽しむ様子が見られた。

使用アプリ・機器
Keynote（無料）

大型テレビ

実践事例に戻る（理解したい！）（友だちと遊びたい！）
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：理-５】【事例：友-５】

「ボッチャ」の得点を確認する

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容

・「ボッチャ」の得点計算の際に、競技コートを

上から撮影した画像を使って、得点を確認した。

・教師が得点の計算方法を説明し、児童が自分で

得点を計算した。

児童の様子や変化
・得点の計算の仕方を理解できるようになった。

・大型テレビの画像を見ながら、作戦を立てている様子があった。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
大型テレビ

実践事例に戻る（理解したい！）（友だちと遊びたい！）

競技コートを上から撮影する様子

競技の様子

94



【事例：理-６】

講話の内容を理解する

対象学部 高等部

障害種 聴覚障害

取組内容
・要約筆記で話の内容を理解しやすい生徒が使用した。

・講話の内容を教師がワイヤレスキーボードで入力し、生徒はそれを見て講話の内容を理解した。

具体的な手立て
・手話通訳と要約筆記の両方を準備した。

・文字の大きさを上げ、視認しやすいようにした。

生徒の様子や変化 ・画面の文字を読んで、講演の内容を理解していた。

使用アプリ・機器
メモ（標準）

ワイヤレスキーボード

実践事例に戻る

95



【事例：選-２】

ファストフード店で注文をする

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容

・タブレット端末に表示される選択肢を見て、生

徒が注文するものを決めた。

・決めた後、タブレット端末の画面を店員に見せ

て、自分の注文したいものを伝えた。

具体的な手立て

・keynoteのジャンプ機能を使って、注文したい

ものを順番にタップすると、ハンバーガーとサ

イドメニューとジュースのセットが選べる設定

にした。

生徒の様子や変化 ・実際の店舗で、生徒が自分で注文することができた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る

実践で使用したタブレット端末の画面
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8


【事例：外-１】【事例：教生-３】

映画を見に行く

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・生徒が自分で映画の上映時刻やそれに合わせた電車の時刻、当日の天気等の情報を調べて、外出計画を立てら
れることをねらいとした。

具体的な手立て
・天気予報アプリや電車の時刻を調べるアプリ等、必要なアプリをあらかじめタブレット端末にインストールし
ておいた。

生徒の様子や変化

・普段からパソコンやスマートフォン、タブレット端末等を使っている生徒が多かったので、スムーズに操作
することができていた。

・自分たちで計画を立てて、映画を見に行くことができた。
・家庭でも、自分で外出計画を立てられるようになった。

その他
・キーボードと画面の視線移動が必要ないため、筋ジストロフィーの生徒は、パソコンよりもタブレット端末の
方が使用しやすかった。

使用アプリ
Safari（標準）
乗換案内（無料）
おてがる天気（無料）

実践事例に戻る（外出したい！）（生活単元学習）
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https://itunes.apple.com/jp/app/cheng-huan-an-nei/id299490481?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/otegaru-tian-qi/id543509320?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


【事例：外-２】【事例：教生-４】

時刻表を確認する

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害 知的障害

取組内容 ・校外学習に出かけた時に、駅の時刻表をタブレット端末で撮影し、手元で拡大して確認できるようにした。

具体的な手立て ・必要に応じて、時刻表の読み取り方を指導者が説明しながら、時刻を確認させた。

児童の様子や変化
・どこに注目したら良いかわかりにくい児童であるが、手元で拡大してみることで、文字に集中して読み取ること

ができた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（外出したい！）（生活単元学習）
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【事例：外-３】【事例：教生-５】

修学旅行先を知る

対象学部 高等部

障害種 知的障害 （自閉症）

取組内容 ・Webを使って、生徒が修学旅行の見学先について調べ、おすすめスポットや見所などを書いたしおりを作成した。

生徒の様子や変化

・見学先について調べることで、見通しをもったり、修学旅行先でしたいことを自分で決めたりすることで期待が

高まった。

・初めてのことに不安を感じやすい生徒であったが、事前にWebで調べたことによって、見学先がイメージでき、

修学旅行では様々な体験をし、楽しむことができた。

使用アプリ Safari（標準）

実践事例に戻る（外出したい！）（生活単元学習）
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【事例：外-４】【事例：教生-９】

切符を買う練習をする

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容
・タブレット端末にタッチパネルの券売機の画像

を表示させ、切符を購入する練習を行った。

具体的な手立て
・Keynoteのアプリを使って、ハイパーリンクを設定した。

・正しい手順で画面をタッチしていくと、「ありがとうございました」の画面が表示されるようにした。

児童の様子や変化 ・お金を入れて、順番に画面をタッチすることができていた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る（外出したい）（生活単元学習）
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


今日の給食の献立を発表する

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・学級の当番活動として、給食室の前に掲示して

ある給食メニューをタブレット端末を使って生

徒が撮影し、朝の会で提示して発表した。

具体的な手立て

・撮影の際にはタブレット端末にi＋padタッチャーを使ってタブレット端末にスイッチを取り付けて使用した。

・タブレットスタンドを使って、タブレット端末を歩行器に固定した。

・撮影する角度などは指導者が調整した。

生徒の様子や変化 ・自分の役割を理解し、毎日意欲的に果たしている。

使用アプリ・機器

カメラ（標準）

写真（標準）

タブレットスタンド

実践事例に戻る

実践に使用したスイッチ
i＋padタッチャーを使って

タブレット端末にスイッチを取り付ける様子

【事例：役-１】
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【事例：役-２】【事例：教生-６】

レジ係を担当する

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・製品販売会で、アプリを使ってレジ係を担当す

ることを目標とした。

具体的な手立て

・一つ一つの商品にQRコードを貼り付け、商品

購入希望のお客さんにレジの前にあるタブレッ

ト端末にQRコードをかざしてもらい、商品名と

金額を表示させた。

・商品の梱包やお金の受け渡しはペアになった生

徒が行った。

生徒の様子や変化
・意欲的に接客を行っていた。

・タブレット端末から音がしたり、お客さんから話しかけたりすると嬉しそうにしていた。

使用アプリ レジごっこ - こどもと簡単レジ遊び（無料）

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（生活単元学習）
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https://itunes.apple.com/jp/app/rejigokko-kodomoto-jian-danreji/id1093395092?mt=8


【事例：役-３】

朝の会の号令をかける

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由 （訪問教育）

取組内容

・訪問生の自宅と学校をWeb会議システムを使って接続し、訪問生が学校での朝の会に通学生と一緒に参加できる

ようにした。

・音声の流れるスイッチを使って、朝の会の号令をかける等の役割も果たせるようにした。

生徒の様子や変化 ・画面をよく見て朝の会に参加をし、号令をかけていた。

その他 ・指導者の映像を画面の中央に映すことで、訪問生も一緒に朝の会に参加している臨場感を出すことができた。

使用アプリ LiveOn（無料）

実践事例に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8


【事例：役-４】【事例：教生-７】

インタビューを行う①

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・新入生のための学校紹介ビデオ制作の一環とし

て、校内の指導者へのインタビュービデオの撮

影を生徒が担当することを目標とした。

・ビデオ撮影係として、車いすに固定したタブ

レット端末を使って、指導者へのインタビュー

を録画した。

具体的な手立て
・Bluetoothリモコンに棒スイッチを接続して、生徒が操作して録画できるようにした。

・タブレット端末を生徒の目の３０センチほど前に固定し、画面に映る指導者に、生徒が注目できるようにした。

生徒の様子や変化 ・タブレット端末の画面に映る指導者に注視して、スイッチ操作をすることができていた。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）

Bluetoothリモコン

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（生活単元学習）
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【事例：役-５】【事例：教生-８】

インタビューを行う②

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・学校の周辺の商店街でインタビューする際、生徒がタブレット端末で録画し、それをもとに壁新聞を作成した。

・お店の方が話す様子や、店の人のおすすめ商品を撮影した。

生徒の様子や変化 ・インタビュー係やカメラ係などを分担し、全員が活動に参加できた。

その他 ・人物や人の物を撮影する時は、本人の許諾が必要であることを伝え、情報モラルの学習にもつなげた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（生活単元学習）
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【事例：役-６】【事例：教生-12】

カメラ撮影をする②

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容 ・学校祭で写真館を開催し、客（他学級の生徒）の写真をスイッチ教材を使って撮影した。

具体的な手立て

・歩行器にタブレットを固定することで、タブレット端末を手で保持しなくても、写真を撮れるようにした。

・生徒にあったスイッチ教材を用意して、生徒が自分で写真を撮れるようにした。

・プロジェクターで背景を映し、客が希望する背景で撮影した。

生徒の様子や変化 ・客とやりとりをしながら、撮影をしていた。

使用アプリ・機器

カメラ（標準）

i＋padタッチャー

スイッチ

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（生活単元学習）
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【事例：役-７】【事例：教作-４】

カメラ撮影をする③

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・肢体不自由の生徒が、他の生徒の清掃活動の動

画を撮影した。

・撮影した動画は、清掃活動の振り返りに使用し

た。

具体的な手立て

・タブレット端末はスタンドで固定し、手で保持

しなくても使用できるようにした。

・タブレット端末要のリモコンを改造し、スイッ

チで写真を撮れるようにした。

生徒の様子や変化
・日常で使っているスイッチ教材であるため、スムーズに操作することができた。

・友だちから「こちらもお願い」等声をかけられると、笑顔になり達成感を感じている様子であった。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
タブレット用リモコン（自作）
スイッチ教材

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（作業学習）
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【事例：役-８】

カメラ撮影をする④

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容
・各学級で行われている交流及び共同学習の様子を撮影した。

・撮影した写真の中からベストショットを選んで、学校祭で写真展を実施した。

生徒の様子や変化
・操作の方法はすぐに理解して取り組めた。

・どのような写真をとれば良いか、交流校とも相談して、撮影する内容や場所を決めていた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：役-９】【事例：教特-２】

話し合いで役割を担当する

対象学部 中学部

障害種 知的障害 （自閉症）

取組内容

・宿泊体験学習で作るカレーの具材を話し合いで決める際、人と話すことが苦手な生徒がタブレット端末操作担当

として話し合い活動に参加できるようにした。

・話し合いで決めたカレーの材料は近くのスーパーマーケットに買い物に行き、宿泊体験学習の準備を整えた。

具体的な手立て
・司会や書記、タブレット端末操作担当等の役割を決めることで、全ての生徒が話し合い活動に参加しやすいよう

にした。

生徒の様子や変化
・タブレット端末操作担当の生徒は、司会の進行や話し合いの内容に合わせてタブレット端末を操作した。また、

普段はあまり発言しない生徒であったが、役割があることで、発言することにもつながった。

使用アプリ クックパッド - No.1料理レシピ検索アプリ（無料）

実践事例に戻る（役割を果たしたい！）（特別活動）
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https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8


【事例：役-10】

販売商品を検討する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・学校内の自動販売機の売り上げ計算データを入

力し、グラフ化した。

・作成したグラフをもとに、どの商品を入れ替え

るとよいか話し合いを行った。

生徒の様子や変化 ・データをもとに話し合いを行い、交換する商品を決めた。

使用アプリ
グラフ画像を簡単に作成できるアプリ -GraPho- （無料）
Numbers （無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-grapho/id1270587607?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


【事例：自-１】

靴紐を結ぶ

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容 ・一人で靴紐を結べることを目標として、動画を手本にして練習した。

具体的な手立て ・紐の両端に違う色のテープを貼っておくことで、どの紐をどのように動かせばよいのかわかりやすくした。

児童の様子や変化
・動画を手本にして紐結びの練習をしたことで、手の動かし方が覚えられ、動画がなくても靴の紐を一人で結ぶこ

とができるようになった。

使用アプリ ビデオで視覚支援「まねるんです。」（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/bideode-shi-jue-zhi-yuan-manerundesu/id1025668838?mt=8


【事例：自-２】

歯磨きをする①

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容 ・手本の動画を見ながら、児童が一人で丁寧に歯を磨けることを目標にした。

具体的な手立て ・指導者の手本の動画をあらかじめタブレット端末に録画しておいた。

児童の様子や変化
・一人で丁寧に歯を磨くことができるようになった。

・１台のタブレット端末を、同時に何人かで見ながら一緒に歯を磨くこともあった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：自-３】

作る料理を決める

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・タブレット端末を使って献立を検索し、調理実習で作成するものを考えた。

・グループで話し合いながら、作るものを考えた。

生徒の様子や変化

・献立を検索することは、ほとんどの生徒が初めてであったが、すぐに使い方を理解して、主体的に取り組むこと

ができていた。

・事前に学習した「栄養バランス」を意識しながら、献立を考えることができていた。

使用アプリ クックパッド - No.1料理レシピ検索アプリ（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/kukkupaddo-no.1reshipi-jian/id340368403?mt=8


【事例：自-４】

和式便器を使う

対象学部 小学部

障害種 知的障害 （自閉症）

取組内容 ・和式便器を適切に使えることを目標として、動画を手本に練習をした。

具体的な手立て
・ネット上に公開されているNHKの「できた できた できた」の動画に合わせて、同じ動きをすることで、和式

便器の使い方がわかるようにした。

児童の様子や変化 ・練習した後、和式便器を適切に使うことができるようになった。

使用アプリ・サイト
Safari（標準）

NHK for School

実践事例に戻る
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http://www.nhk.or.jp/school/


【事例：自-５】【事例：教作-２】

作業の方法を確認する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容 ・作業方法の見本動画を、生徒自身が確認しながら、作業に取り組んだ。

具体的な手立て
・タブレット端末にあらかじめ指導者が作成した手本の動画や上級生の作業を撮影した動画のデータを入れておい

た。

生徒の様子や変化

・細かな手の動きの部分を、何度も再生して確認をしていた。

・手本をよく見て作業をすることで、丁寧に作業をすることができた。

・自分のペースで確認することができるので、一人で作業を進められる場面が増えた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（一人でしたい！）（作業学習）
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【事例：書-１】【事例：教国-５】

筆順を調べる

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容 ・漢字学習の際に、アプリを使って漢字の筆順や細部を確認した。

児童の様子や変化 ・筆順を視覚的に確認したり、なぞって確認したりすることで新出漢字が定着しやすくなった。

使用アプリ 常用漢字筆順辞典【広告付き】（無料）

実践事例に戻る（書きたい！）（国語）
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https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id453410542?mt=8


【事例：書-２】

ノートをとる①

対象学部 中学部

障害種 肢体不自由 （筋ジストロフィー）

取組内容

・前面の大型テレビに写した内容をノートに写す

際に使用した。

・前面の大型テレビと同じ画面を手元のタブレッ

ト端末にも提示し、ノートをとる際の視線移動

の負担を軽減した。

生徒の様子や変化 ・大型モニタと手元を交互に見る必要がなくなったため、楽に速く書き写しができるようになった。

その他 ・ノートをとる速度が上がったので、他の生徒と同じペースで学習を進めることができた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：書-３】【事例：読-４】

ノートをとる③

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容
・タブレット端末に文字を書いたり、グラフや図形の写真を取り込んだりして、児童がノートを作成した。

・記入した内容はタブレット端末の拡大機能を使って、見直した。

児童の様子や変化 ・記入した内容を拡大して確認することができるため、一人でも学習を振り返ることができるようになった。

使用アプリ GoodNotes 4 （有料）

実践事例に戻る（書きたい！）（読みたい！）
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https://itunes.apple.com/jp/app/goodnotes-4/id778658393?mt=8


【事例：書-４】

グラフを作る

対象学部 中学部

障害種 肢体不自由 （筋ジストロフィー）

取組内容

・腕の筋力が低下し、文字や図を書くことに困難

がある生徒が、タブレット端末を使ってグラフ

を作成した。

・校内で実施した自作のアンケートの結果をまと

める際に、アプリを使ってデータ入力を行い、

グラフ化した。

生徒の様子や変化 ・鉛筆を使ってグラフをかいた時よりも作業速度が上がり、より正確に作成することができた。

その他 ・作業速度が上がることで、他の生徒とほぼ同じペースで学習を進めることができた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る

生徒作成のグラフ
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：読-１】

電子書籍を読む②

対象学部 高等部

障害種 視覚障害

取組内容 ・タブレット端末で電子書籍を読んだ。

具体的な手立て ・電子書籍を読める機器を４種類用意して、最も生徒が読みやすいと感じるものを探した。

生徒の様子や変化

・４種類の機器を全て試し、自分が使いやすいものを選んだ。

・文字を拡大して使用し、必要に応じて音声読み上げ機能も使って本を読んだ。

・最も使いやすかったものを自分で購入し、家庭でも使っている。

使用機器
※次の４種類の機器を試した。
・iPad ・Kindle paperwhite ・Kobo ・Sony Reader

実践事例に戻る
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【事例：読-２】

拡大して読む①

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容 ・タブレットで黒板を撮影し、拡大して確認した。

具体的な手立て
・タブレット端末をスタンドで固定し、素早く利

用できるようにした。

児童の様子や変化
・視覚の状況から単眼鏡の利用が難しかった。タブレット端末を使用することで、黒板の文字を読むことができ、

授業の内容をより理解できるようになった。

使用アプリ・機器
カメラ（標準）
写真（標準）
タブレットスタンド

実践事例に戻る
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【事例：読-３】

絵本を読む②

対象学部 小学部

障害種 知的障害（自閉症）

取組内容 ・文字を読むことが難しい児童が、絵本アプリを使って絵本を楽しんだ。

具体的な手立て ・動きや音楽が再生される絵本アプリを使って、絵本に興味をもてるようにした。

児童の様子や変化 ・画面の中でキャラクターが動いたり、音楽が流れたりする様子を楽しむことができた。

使用アプリ

世界のお話動く絵本（３才からの読み聞かせ）（無料）

世界のおはなし動く絵本2（無料）

おやすみ絵本(3～6才向けの動く絵本／読み聞かせ)（無料）

みいつけた！PLAY BOOKS（無料）

めちゃくちゃ絵本 うらしまたろう（無料）

くろねこ ろびんちゃん「ごろごろ」～大人も楽しめる動く絵本～ （無料）

等

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F-play-books/id945543082?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%81%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%83%E7%B5%B5%E6%9C%AC-%E3%81%86%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%82%8D%E3%81%86/id1020724810?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%AD%E3%81%93-%E3%82%8D%E3%81%B3%E3%82%93%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-%E3%81%94%E3%82%8D%E3%81%94%E3%82%8D-%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%82%82%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%81%E3%82%8B%E5%8B%95%E3%81%8F%E7%B5%B5%E6%9C%AC/id505662107?mt=8


【事例：読-５】

印刷物の文字を読む

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害 知的障害

取組内容 ・ことわざ辞典の内容をカードに書き写す際、タブレット端末で辞書を撮影して読んだ。

具体的な手立て
・多くの文字を一度に読むことが苦手な児童に対して、画面を拡大して必要な部分だけが表示されるように

した。

児童の様子や変化
・画面をよく見て、カードに書き写すことができていた。

・いくつかのページを撮影してから、それらをまとめて書き写すことで作業時間の短縮ができた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：読-６】【事例：教日-１】

白黒反転して読む

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視） 知的障害

取組内容
・ひらがなを学習中の児童が使用した。

・タブレット端末に表示されたひらがなを読んで、今日の給食のメニューを確認した。

具体的な手立て ・文字の大きさを変更したり色を反転したりして、児童にとって見やすくして提示した。

児童の様子や変化
・児童の興味・関心が高い「給食メニュー」を提示することで、興味をもって読むことができた。

・正しく読めたことを音声読み上げ機能で確かめることで、さらに文字を読むことへの動機付けにつながった。

使用アプリ・機能 Pages（無料） フォントの調整・ディスプレイ調整・画面の読み上げ

実践事例に戻る（読みたい！）（日常生活の指導）
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https://itunes.apple.com/jp/app/pages/id361309726?mt=8
https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


【事例：読-７】【事例：教外-１】

英単語を調べる

対象学部 高等部

障害種 視覚障害 （弱視）

取組内容 ・英語の授業で辞書アプリを用いて、英単語の検索ができるようにした。

生徒の様子や変化

・生徒は日常的にスマートフォンを使っているので、すぐに使用することができた。

・自分の見やすいように、アクセシビリティ機能で白黒反転させたり、拡大表示したりしてタブレット端末を使っ

ていた。

その他 ・紙の辞書や電子辞書は文字の大きさが小さいため、辞書アプリの方が使用しやすかった。

使用アプリ・機能
DONGRI - 学習に最適な辞書アプリ！（無料）
VoiceOver

実践事例に戻る（読みたい！）（外国語活動／外国語）
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https://itunes.apple.com/jp/app/dongri-xue-xini-zui-shina/id959828031?mt=8
http://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


【事例：読-８】【事例：教国-７】

読み聞かせを聞く

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容 ・絵本をスライドで作成し、大型テレビに映して読み聞かせをした。

具体的な手立て ・注目して欲しいところにアニメーションをつけた。

児童の様子や変化 ・普段は絵本に興味のない児童も、絵本に興味をもって楽しむことができた。

その他 ・大型テレビに映したので、たくさんの児童が同時に絵本を楽しむことができた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る（読みたい！）（国語）
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：読-９】【事例：教総-１】

調べ学習を行う

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容
・インターネットを活用した調べ学習の際、音声読み上げ機能を使って、ホームページに書かれている内容を素早

く理解した。

児童の様子や変化 ・目で見て読むよりも素早くホームページに書かれている内容を理解することができた。

使用アプリ・機能 Safari（標準） 画面の読み上げ

実践事例に戻る（読みたい！）（総合的な学習の時間）
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https://www.apple.com/jp/accessibility/iphone/vision/


【事例：見-１】

教科書の挿絵を見る

対象学部 小学部

障害種 視覚障害 （点字教科書使用）

取組内容 ・点字教科書には挿絵がないため、デジタル教科書の挿絵を見て、児童が文章のイメージをもてるようにした。

児童の様子や変化

・挿絵を自分の見やすい大きさに拡大して、見ていた。

・挿絵を見ることで、物語文や説明文のイメージをもつことができた。

・特に「鳥獣戯画」の絵巻の学習の際は絵と文章を照らしあわせながら読み進めることができた。

使用アプリ・サイト
iBooks（無料）
AccessReading

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
http://accessreading.org/


【事例：見-２】

撮影して見る①

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容
・遠くにあるものや小さいものを見る時に、撮影し、拡大して見られるようにした。

・板書の文字を見る時や遠くにある物を見る時、風景を見る時等に使用できるようにした。

児童の様子や変化 ・練習することでタブレット端末の扱いに慣れ、必要な時に自分で使うことができるようになった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：見-３】【事例：教理-１】

撮影して見る②／顕微鏡で観察をする

対象学部 小学部

障害種 視覚障害（弱視）

取組内容
・ユリの花粉を観察する際に、顕微鏡の接眼レンズにタブレット端末のカメラを密着させて、撮影した。

・撮影した像を手元で拡大してユリの花粉の形や色などを観察した。

児童の様子や変化

・接眼レンズを直接覗いても光しか感じられなかった児童も、タブレット端末で撮影し拡大することで観察するこ

とができた。

・自分たちで撮った写真と教科書の写真を見比べたり、観察して分かったことをノートにまとめたりすることがで

きた。

・顕微鏡の役割や機能についても、実感することができた様子であった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（見たい！）（理科）
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【事例：見-４】

スライドに注目する

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容 ・学部集会の際、手元に表示されるスライドを見て、内容を理解した。

具体的な手立て ・ステージで表示されるスライドと同じものを、生徒の手元でも表示させた。

生徒の様子や変化 ・画面に注目し、集中して参加することができた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：確-１】

自分の動きを確認する①

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容
・校外学習に向けて、一列に並んで歩く練習を行った。

・歩く様子を録画して、一列に並んで歩けているか、確認をした。

児童の様子や変化
・自分たちの様子を見て、上手にできているところや、改善した方が良いところを見つけて発表することができて

いた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る

132



【事例：確-２】【事例：教生-10】

自分の動き確認する②

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・カフェを開く練習の際、接客の練習を動画で撮

影し、生徒が自分で確認をした。

生徒の様子や変化

・タブレット端末を使って、生徒一人一人が個別に振り返りを行うことで、良かったところや改善点を自分で発見

することができた。

・自分で目標をもって次回の練習にのぞむことができた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る（自分のことを知りたい！）（生活単元学習）
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【事例：確-３】

自分の動きを確認する③

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容
・学校祭で発表するダンス練習の様子を撮影し、

自分で確認した。

生徒の様子や変化
・腕が伸びているかどうかや、友だちと動きがあっているかどうかを自分で確認することができていた。

・教師がアドバイスする際も、動画をもとに説明をすることで、改善点が伝わりやすかった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：確-４】

自分の動きを確認する⑤

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害

取組内容

・ハードル走の様子をカメラで撮影し、自分で

フォームを確認した。

・踏切の位置や、振り揚げ足・抜き足の様子を自

分で確認し、跳び方を改善した。

児童の様子や変化

・踏切の位置や、振り揚げ足・抜き足の様子を自分で確認し、跳び方を改善していた。

・友だち同士で動画を確認し、意見を交換したり、良いところを褒め合ったりしていた。

・「（以前に比べて）リズム良く走れるようになった」と指導者に伝える様子もあった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：確-５】

自分の手話を確認する

対象学部 全学部

障害種 聴覚障害

取組内容 ・発表練習の際、発音や手話を動画で撮影し、児童生徒自身で確認できるようにした。

児童生徒の様子や変化 ・学習発表会に向けて、どうしたら上手に相手に伝えられるかを考えながら、練習していた。

その他 ・発音や手話だけでなく、発表の際の表情や立ち方等の改善にも役立った。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：確-６】

自分の声を確認する①

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害 （中途失聴）（自閉症）

取組内容 ・アプリを使って声の大きさを計測し、自分で声の大きさを調整することを目標にした。

児童の様子や変化
・アプリを使って自分の声量を視覚化することで、声量を調整することができていた。

・練習することで、日常生活でも大きすぎる声を出すことが少なくなった。

使用アプリ Decibel X: dB, dBA Noise Meter（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/us/app/decibel-10th-professional/id448155923?mt=8


【事例：確-７】

自分の歩いた道のりを確認する

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・歩行器にタブレット端末を固定し、タブレット

端末のカメラのタイムラプス機能を使って、歩

行しながら前方の風景を録画した。

・記録した動画は、後で自分で確認できるように

した。

生徒の様子や変化

・歩行器に、本人が画面を見られるようにタブレット端末を固定することで、画面を見ながら興味をもって歩行を

することができた。

・友だちと一緒に歩いた道のりを確認し、友だちから称賛を受けることで、歩行の意欲につながった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：確-８ 】【事例：教作-３】

作業時間を測る

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・生徒の作業スピードを向上することを目標にした。

・時計アプリで作業時間のラップタイムを計測し、作業スピードを意識できるようにした。

・計測した時間は、表計算アプリに入力してグラフ化し、作業スピードの向上が視覚的にわかるようにした。

生徒の様子や変化
・自分で作業時間を計測することで、生徒自身で作業スピードを上げることを意識したり、時間管理をしたりしな

がら作業に取り組めた。

その他
・生徒の実態によって、タブレットでグラフ化するよりも、模造紙に自分で書いたほうが理解しやすい生徒もいる

ため、実態に合わせて方法を工夫してる。

使用アプリ
時計（標準）

Numbers（無料）

実践事例に戻る（自分で確認したい！）（作業学習）
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https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


【事例：確-９】

医療面接の練習

対象学部 高等部専攻科（保健理療科）

障害種 視覚障害

取組内容
・患者の症状を的確に把握する医療面接練習の際に使用した。

・面接練習の様子を動画撮影し、後から見直し、技術の向上を図った。

生徒の様子や変化
・効率的な手順となっているか、患者との信頼関係を築ける話し方となっているか等を本人が確認することができ

た。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：友-１】【事例：教生-13】

ボールを操作して対戦

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・電池で転がるボールにタブレット端末でON／

OFFできる電池を入れ、ボールをタブレット端

末で操作できるようにした。

・タブレット端末でボールを操作して、台の上に

立ててあるペットボトルをたくさん倒すゲーム

を行った。

・学級の友だち同士や招待したお客さんと一緒に

ゲームを楽しんだ。

生徒の様子や変化 ・生徒一人一人にあったスイッチを使ってボールを操作した。

使用アプリ MaBeee - コントロール（無料）

実践事例に戻る（友だちと遊びたい！）（生活単元学習）

使用した機器
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https://itunes.apple.com/us/app/mabeee-kontororu/id1104665648


【事例：友-２】

友だちと話をする

対象学部 小学部

障害種 知的障害 病弱（訪問教育）

取組内容 ・訪問生と通学生が、Web会議システムを使って、交流できるようにした。

児童の様子や変化
・通学生は、訪問生に手を振ったり呼びかけたりして、積極的に関わろうとしていた。

・通学生が歌を歌うと、訪問生も笑顔になった。

その他
・訪問生の身体の状態に配慮しつつ、月に１回程度のペースで交流を行っている。

・始業式や終業式等の行事の時もWeb会議システムを使って、行事に参加している。

使用アプリ LiveOn（無料）

実践事例に戻る

※京都みらい
ネット接続機
関は無料
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https://itunes.apple.com/jp/app/liveon/id504500795?mt=8


【事例：友-４】

「モンスター」を集めるゲーム

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害

取組内容

・イラストを撮影すると、立体の「モンスター」

が写るアプリを使って、校内にいるたくさんの

「モンスター」を見つけるゲームを行った。

・ゲームの起案、準備、実施は児童会の高学年の

児童が行った。

・「モンスター」が出る設定なども全て児童が

行った。

児童の様子や変化
・高学年の児童が中心に進行を行った。タブレット端末の使い方が分からない低学年の児童に優しく教える様子が

見られた。

使用アプリ HP Reveal（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/hp-reveal/id432526396?mt=8


【事例：歌-１】【事例：教音-１】

楽器アプリで演奏①

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容 ・肢体不自由のある生徒がタブレット端末の画面に触れて、楽器を演奏できるようにした。

具体的な手立て
・生徒が触れやすいように、タブレットスタンドを使って位置を調整した。

・生徒が自分で手を動かして画面に触れることができるよう、指導者が生徒のひじを支えた。

生徒の様子や変化
・自分から手を動かすことの少ない生徒であるが、画面に触れると音が鳴ることがわかると、積極的に指を動かし

て、画面に触れていた。

使用アプリ・機器
GarageBand（無料）

タブレットスタンド

実践事例に戻る（歌いたい、演奏したい！）（音楽）
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https://itunes.apple.com/jp/app/garageband/id408709785?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


【事例：音-１】

音楽を再生する③

対象学部 小学部

障害種 肢体不自由

取組内容
・視線入力システムを利用して、肢体不自由のあ

る児童が音楽を楽しんだ。

具体的な手立て

・パソコンに写る丸に視線を送ると音楽が流れる

設定にした。

・暗い部屋で、注目するポイントが分かりやすい

ようにした。

児童の様子や変化 ・活動を繰り返す事で、眼の動きがスムーズになり、長い時間集中して参加できた。

使用機器
Windowsタブレット
Tobii EyeⅩ

実践事例に戻る
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実践の様子



【事例：絵-１】【事例：教図-１】

撮影した写真を風景画の見本にする

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・「ふるさとの風景」を描く授業の中で、学校周

辺の風景をタブレット端末で撮影・印刷し、そ

の写真を見ながら絵を描いた。

・生徒は「山のある風景」「田んぼのある風景」

「海のある風景」の３つの小テーマから一つを

選択し、その小テーマにあった写真を学校周辺

で撮影するようにした。

生徒の様子や変化
・タブレット端末を使って写真を撮影することで、生徒それぞれがどの風景を切り取って絵にしたいか自分で考え

ることができた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

実践事例に戻る（絵を描きたい！）（図画工作・美術）
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【事例：絵-２】【事例：教特-４】

ポスターを作成する

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容
・学校の委員会活動の一環として、美化委員会が

学校の美化を啓発するポスターを作成した。

具体的な手立て
・「手書き」「パソコン」「タブレット端末」の３つの方法から生徒に選択させ、自分の得意な方法でポスターを

作成できるようにした。

生徒の様子や変化
・文字や絵を書くことに苦手意識がある生徒は、タブレット端末で作成することを選択した。
・普段からスマートフォンを使っている生徒が多かったため、作成はスムーズであった。
・１枚のポスターを作成したり、４コマ漫画にしてポスターを作成したりしていた。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る（絵を描きたい！）（特別活動）
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【事例：絵-３】【事例：教図-３】【事例：教特-３】

演劇の背景を描く

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・演劇の背景の絵を、アプリを使って生徒が描い

た。

・描いた後はパソコンにデータを移して、分割印

刷したものを貼り合わせて背景として使用した。

生徒の様子や変化
・絵を描くことに苦手意識がある生徒も、タブレット端末であれば何度でも描き直せるため、抵抗感なく描くこ
とができた。

・完成した後は、周囲から賞賛されることで、満足感や達成感を得ることができた。

使用アプリ
ロイロノート（有料）
Let's Drawお絵描きアプリ無料版 - お絵かき&写真に落書き（無料）

実践事例に戻る（絵を描きたい！）（図画工作・美術）（特別活動）
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https://itunes.apple.com/jp/app/roironoto/id588649391?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/lets-draw-o-hui-miaokiapuri/id629814709?mt=8


【事例：教国-１】

カタカナを学習する

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容

・カタカナの学習の一環として、カタカナビンゴ

を使って学習した。

・ビンゴの枠に生徒がそれぞれ一文字ずつカタカ

ナを書く。

・タブレット端末のルーレットで「あたり」のカ

タカナを決めていく。

・たて・よこ・ななめがそろった人が「あがり」

になる。

生徒の様子や変化 ・ゲーム形式で、楽しんでカタカナの学習ができた。

使用アプリ
My ルーレット（無料）

無料ゲーム-迷った時のルーレット ランチや罰ゲーム抽選（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/my-ruretto/id509923985?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/wu-liaogemu-mitta-shinoruretto/id1088626624?mt=8


【事例：教国-２】

読み聞かせに効果音を使う

対象学部 小学部

障害種 知的障害 肢体不自由 病弱 （訪問教育）

取組内容 ・訪問教育の際、タブレット端末で効果音や音楽を流しながら、読み聞かせを行った。

児童の様子や変化
・興味をもって絵本の読み聞かせを聞いていた。

・何度か読み聞かせを繰り返すうちに、効果音が鳴るところを覚えて、表情を変えて期待するようになった。

その他
・訪問教育の場合、持ち込める道具の量が限られる場合があるので、一台でいろいろな機能があるタブレット端末

は非常に有効なツールであった。

使用アプリ 鳴き声タッチ-動物・乗り物・楽器の写真と音（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/mingki-shengtatchi-dong-wu/id1037781976?mt=8


【事例：教国-３】

助詞の学習

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害

取組内容
・助詞を適切に使って正しい文を作る練習をした。

・タブレット端末に録画した１０秒程度の短い動画を児童に提示し、それに合う文を作成する練習をした。

児童の様子や変化
・はじめは、「○○君が□□した」という短い文を作っていた。

・問題に慣れ、自信がつくと「○○君が△△で□□した」など、３語以上を使った文も作れるようになった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教国-４】

ひらがなの学習（読み）①

対象学部 中学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容 ・学習アプリを使って、ひらがなを読む練習を行った。

生徒の様子や変化

・文字に苦手意識を持っていた生徒であったが、タブレット端末での学習は意欲的に取り組むことができた。

・ひらがなを読んだり、タブレット端末で言葉を入力したりすることができるようになった。

・文字が読み書きできることで、自分の気持ちを伝えることにもつながった。

使用アプリ はじめてのひらがな for iPad（有料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/id477606749?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


【事例：教国-６】

漢字の練習②

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・アプリを使って、漢字の習熟を図る学習を行っ

た。

・答えをすぐに確認できたり、間違えた問題を再

度練習したりすることができるため、効率よく

学習できた。

生徒の様子や変化 ・ゲーム感覚で行えるため、興味をもって取り組むことができた。

使用アプリ
ドリルいらず！国語海賊〜1年生編〜 子供向け学習アプリ（無料）
かんじロボ FREE （無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%9A-%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%B5%B7%E8%B3%8A-1%E5%B9%B4%E7%94%9F%E7%B7%A8-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%90%91%E3%81%91%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id933138230?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%98%E3%83%AD%E3%83%9C-free/id568868675?mt=8


【事例：教社-１】

地域の学習①

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容

・ストリートビュー機能で自分たちの住んでいる地域の様子を確認したり、地図を使って住んでいる地域の位置を

確認したりした。

・自分たちの住んでいる地域から、京都、近畿、日本、世界と、視野を広げていった。

生徒の様子や変化

・生徒が知っている地域が画面に映ると、興味をもって見ていた。

・自分たちの住んでいる地域から世界へと地図を広げていくことで、世界の中にある自分たちの地域を意識するこ

とができた。

使用アプリ Google Earth（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/google-earth/id293622097?mt=8


【事例：教算-１】

引き算の学習

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容

・引き算の「数を引く」という意味が理解できる

ように、アニメーションを使ったスライドを作

成し、引き算の意味を説明した。

児童の様子や変化

・アニメーションを使って立式の練習をすることで、引き算の式の意味を理解できた。

・引き算の意味が理解できた後は、アニメーションがなくても、自分で立式し、具体物を使って引き算の計算をす

ることができるようになった。

使用アプリ Keynote（無料）

実践事例に戻る

（スライドの一部）
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https://itunes.apple.com/jp/app/keynote/id361285480?mt=8&ls=1&am;v0=www-jp-ios-keynote-app-keynote


【事例：教算-２】

かけ算の学習④

対象学部 小学部

障害種 知的障害

取組内容 ・かけ算の学習を行っている児童が、学習終了後、定着を図るためにアプリの計算ゲームを行った。

児童の様子や変化
・九九の計算が速くできるようになった。

・ゲームをクリアするために、休み時間や家庭でも九九を自主的に練習した。

使用アプリ 算数忍者〜九九の巻〜ゲームで九九が好きになる！ （無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/suan-shu-ren-zhe-jiu-jiuno/id695441541?mt=8


【事例：教算-３】

分数の学習

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容 ・分数の意味や計算方法を教える時に、アプリを使って説明した。

生徒の様子や変化
・分数の計算の方法が図で視覚的に示されることで、分数の意味が理解でき、計算をすることができるようになっ

た。

使用アプリ 小学算数アニメーション (1-6年生)（無料）

実践事例に戻る

157

https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-suan-shuanimeshon/id579825429?mt=8


【事例：教算-４】

お金の学習①

対象学部 中学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容 ・学習アプリを使って、計算してお金を支払う練習を行った。

生徒の様子や変化

・タブレット端末を操作することにより集中して学習を進めることができていた。友だちが操作する時も、友だち
の手元をよく見ていた。

・アプリ「お金の学習」は数字の位ごとにお金を整理して計算する設定になっているので、位を意識してお金の学
習をすることができた。

・アプリ「おかね星人」は両替の学習を行った。
・アプリ「コインクロス」を使ってお金の計算練習をすることで、素早く暗算でお金の計算ができるようになった。

使用アプリ

お金の学習（無料）

買い物学習（無料）

おかね星人（無料）

コインクロス - お金のロジックパズル（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/o-jinno-xue-xi/id1018173612?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%BF%92/id1041735123?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/money-aliens/id1303303633?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/koinkurosu-o-jinnorojikkupazuru/id586541723?mt=8


【事例：教算-５】

お金の学習②

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容 ・校外学習に向けて、所持金額以内で買い物をするための練習を行った。

具体的な手立て ・アプリに登録された複数の商品の中から商品を選んで、合計金額が所持金額以内にする練習を行った。

生徒の様子や変化
・多くの品数の中から計算しながら選ばなければいけないため、はじめは選ぶことに時間がかかっていた。

・複数のものから、自分の好きなものを選んで買うことができるため、楽しく学習に取り組めた。

その他
・暗算でお金の計算をすることをねらいとする生徒が学習する際は、合計金額が表示されるところを付箋で隠して、
練習を行った。

使用アプリ レジスタディ（無料）

実践事例に戻る

159

https://itunes.apple.com/jp/app/rejisutadi/id496103381?mt=8


【事例：教図-２】

色を塗った絵を立体にする

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・生徒が塗った魚の塗り絵を、アプリを使って立体の画像にした。

・立体にした画像を見本にして、紙粘土で魚を作成した。

生徒の様子や変化 ・自分で色づけした絵がiPad内で動き出す様子を不思議そうに見ていた。

使用アプリ ぬりえAR（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%81%AC%E3%82%8A%E3%81%88ar/id904898012?mt=8


【事例：教体-１】

ラジオ体操（座位）の練習

対象学部 高等部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容 ・タブレット端末に録画したラジオ体操（座位）の動画を手本にして、ラジオ体操（座位）の練習を行った。

生徒の様子や変化 ・ラジオ体操（座位）の動きを覚えることで、他の生徒と一緒にラジオ体操に参加することができるようになった。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教自-１】

いろいろな音を教える

対象学部 高等部

障害種 聴覚障害 知的障害 肢体不自由

取組内容
・補聴器をつけはじめてから間もない生徒にいろいろな音を教えるために「音クイズ」を行った。

・タブレット端末を使って効果音を再生し、その音が何の音なのか、生徒がイラストを指さして回答した。

生徒の様子や変化
・クイズを何回か行うと、音が聞こえるのが楽しくなってきた様子であった。再生された音が何の音かわかるのが
嬉しそうな様子であった。

使用アプリ 鳴き声タッチ-動物・乗り物・楽器の写真と音（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/mingki-shengtatchi-dong-wu/id1037781976?mt=8


【事例：教自-２】

１日のスケジュール管理

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容

・１日の健康的な過ごし方を考えるために、生徒

の現在の１日の過ごし方をグラフにして確認し

た。

・作成したスケジュールを使って、生徒自身の生

活の振り返りを行った。

具体的な手立て ・あらかじめ指導者が用意した表に「活動内容」や「時刻」を生徒が記入して、グラフを完成させた。

生徒の様子や変化
・手書きで作成するよりもカラフルに仕上がるため、意欲的に活動に取り組めていた。

・作成したグラフを見ながら、健康的な１日の過ごし方を考えることができた。

使用アプリ Numbers（無料）

実践事例に戻る

（生徒が作成した表とグラフ）
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https://itunes.apple.com/jp/app/numbers/id361304891?mt=8


【事例：教学-１】

清掃の前後を確認する

対象学部 中学部

障害種 知的障害

取組内容
・校外清掃の際に掃除の前後の写真を撮影し、掃

除の成果を確認した。

生徒の様子や変化 ・清掃の前後の写真を比較することで、清掃の成果を確認することができていた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教学-２】

修学旅行の振り返り

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容 ・修学旅行の際に、生徒が自分たちで興味をもったものの写真を撮り、修学旅行後の振り返りに使用した。

生徒の様子や変化
・修学旅行報告会では、言語表出が難しい生徒も写真や動画を提示して、体験したことを伝えることができた。

・休み時間にも自分たちで撮影した写真を繰り返し見ていた。

使用アプリ
カメラ（標準）
写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教学-３】

活動を共有する

対象学部 小学部

障害種 知的障害 肢体不自由

取組内容

・地域の小学校との交流及び共同学習の際に使用した。

・グループ別の活動をそれぞれ撮影しておき、全体のまとめの際に、撮影したそれぞれのグループの活動の様子を

お互いに見合い、評価・共有した。

児童の様子や変化 ・関心をもって、他のグループの活動の様子を見ることができていた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教学-４】

動画で評価

対象学部 高等部

障害種 知的障害

取組内容 ・清掃用具の使い方の学習の際、生徒の清掃の様子を撮影し、学習の振り返りに活用した。

生徒の様子や変化
・動作を自分で確認することで、改善すべき点を自分で気づくことができた。

・自分で振り返るだけでなく、学級全体で動画を見て、互いに評価をしたりアドバイスをしたりしていた。

使用アプリ
カメラ（標準）

写真（標準）

実践事例に戻る
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【事例：教他-１】

保護者との連携に活用する①

対象学部 小学部

障害種 聴覚障害

取組内容
・児童が新しく覚えた言葉をホワイトボードに書いておき、タブレット端末で撮影・印刷し、家庭に持ち帰らせた。

・学校と家庭両方の場で覚えた言葉をそれぞれで共有することに役立てた。

使用アプリ CamScanner Free（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/camscanner-free/id388627783?mt=8


【事例：教他-２】

卒業ムービーの制作

対象学部 中学部

障害種 知的障害 （場面緘黙）

取組内容 ・アプリを使って「学校の思い出」のショートムービーを制作した。

具体的な手立て ・本人がムービーに声を入れることを希望したため、家で録音してきた声をムービーの中に取り込んだ。

生徒の様子や変化 ・完成したムービーを全員の前で発表することができ、満足そうな様子であった。

使用アプリ ストップモーションスタジオ（無料）

実践事例に戻る
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https://itunes.apple.com/jp/app/sutoppumoshonsutajio/id441651297?mt=8
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トップに戻る

平成29年度研究プロジェクトチーム
指導助言者
NPO法人支援機器普及促進協会 理事長 高松 崇
京都府総合教育センター
特別支援教育部長 川髙 寿賀子
特別支援教育部 研究主事兼指導主事 渡辺 育代
特別支援教育部 研究員 相根 良平
地域教育支援部 研究主事兼指導主事 南田 高典

研究協力校
京都府立盲学校 京都府立南山城支援学校

京都府立聾学校 京都府立丹波支援学校

京都府立向日が丘支援学校 京都府立中丹支援学校

京都府立宇治支援学校 京都府立舞鶴支援学校

京都府立城陽支援学校 京都府立与謝の海支援学校

京都府立八幡支援学校

170


