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　みなさんもご存知のとおり、平成 19年度から全ての学校において特
別支援教育が開始されました。そして、平成 26年１月に批准した障害
者の権利に関する条約を踏まえた特別支援教育の推進など、この十数年
の間に、発達障害のみならず、障害により教育上特別の支援を必要とす
る幼児児童生徒に対する支援体制の構築が推進されてきました。
　国は法律の整備、都道府県や市町村は学校の整備、研修機会の確保、
学校は校内や教室の整備、校内支援体制の整備等の「基礎的環境整備」
を進めること、教員は、通常の学級の担任においても、子供にとって必
要な指導や支援が行えるよう「合理的配慮」に関する知識を身に付け、
実践していくことへの取り組みが行われているところです。
　また、小・中学校の通常の学級に 6.5％程度の割合で学習上又は行動
上の困難があり、教育上特別の支援を必要とする児童等が在籍している
ことから考えると、93％を超える進学率である高等学校においても、発
達障害等により支援を必要とする生徒が在籍していることは自明のこと
と捉えられています。
　そのため、高等学校においても、小・中学校と同様、通常の学級に在
籍している学習上又は行動上の困難を示している生徒に関する知識や指
導方法等に関する専門性、校内の専門的な知識を持つ教員に相談できる
力を身に付けることが期待されています。
　本事例集は、生徒の学ぶ意欲や自己実現を目指す想いに寄り添い、特
別の支援を必要とする生徒の障害特性や学びづらさの要因に応じた支援
機器の活用事例や、授業改善等の実践を集め紹介しています。
　資料作成には、合理的配慮に係る支援機器等整備事業活用校に御協力
いただきました。みなさんの実践に寄与するものと感謝いたします。

　平成 30年３月　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県立学校教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  課長　半嶺 満

はじめに



目次

Ⅰ　合理的配慮と基礎的環境整備とは

Ⅱ　ＩＣＴ活用事例
    １　発達障害のある生徒への活用事例
　　　　　事例１：  自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害
        　　　　　　  教科名：英語
　　　　　事例２：  アスペルガー症候群
            　    　　   教科名：物理基礎・物理・科学基礎
　　　　　事例３：  自閉症スペクトラム
　　　　　　　　　 自立活動の支援
　　　　　
　 ２　診断名等なしの生徒への活用事例
　　　　　事例４：  学習障害の傾向①
　　　　　　　　　 教科名：数学Ⅰ・数学Ａ
　　　　　事例５：  学習障害の傾向② 
                　　　   教科名：生物基礎・国語総合・英語会話
    　　　　事例 6： 学習障害の傾向②
                　　　   教科名：国語
    
    ３　視覚障害のある生徒への活用事例
        　　 事例７： 左義眼、右弱視、視野狭窄等
　　　　  　         　教科名：全教科
          　　事例 8： 弱視 
               事例９： 弱視
                  　        教科名：数学

　　４　聴覚障害のある生徒への活用事例
               事例 10：聴覚障害
　　　　　事例 11：聴覚障害
　　　　　事例 12：聴覚障害
　            事例 13：聴覚障害
　            事例 14：聴覚障害
                             教科名：地理・地学・英語・古典・国語・家庭科
　　　　　事例 15：聴覚障害
　            事例 16：聴覚障害
　　　　　　　　　  教科名：理科（生物）・講演会・集会
　  
　　5　身体障害のある生徒への活用事例
　　　　　事例 17：先天性多発性関節拘縮症
　　　　　　　　　  教科名：世界史・国語・化学基礎

Ⅲ　ＩＣＴ機器等の活用に向けて

2

6

9

13

15

16

17

19

20

21

26

27

28

29

30

31

32

34

35

-3-



合理的配慮とは「思いやり」
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平成28年3月沖縄県教育委員会発行「『合理的配慮の提供』が法的義務になります！」パンフレットより抜粋

①３人で野球観戦をしています。しかし、塀があって、 観戦できない人もいるよ
　 うすです。

②この球場には配慮があって、ブロックが用意されていました。一人ひとつずつ
　分けましたが、まだ観戦できない人がいるようです。

合理的配慮と基礎的環境整備とは

③今度はこのようにブロックを置き直しました。これでみんな観戦することがで
　きます。｠

この球場にはもともとブロックが用意されていました。これが「基礎的環境整備」にあたります。そして、
一人ひとりのニーズに合わせてそれが用いられている点が、「合理的配慮」といえます。 「合理的配慮」
の基礎となる環境の整備を「基礎的環境整備」といいます。「基礎的環境整備」と「合理的配慮」、つまり、
全体に対する配慮と個別の配慮がうまくあわさって、支援が成立します。

配慮が必要な生徒への教え方の工夫を考えるとき、まず、その生徒が「何に困っているのか？」「どうし
て欲しいのか？」という思いを受け止め、対応することが最も大切な視点です。大人の一方的な指導や
価値観を押し付けず、本人の気持ちに寄り添って一緒に考えて、工夫していくことが求められています。



発達障害のある
生徒への活用事例



学科：普通科 教科名：英語科

活用方法：一斉 指 導

診断の有無：有

障害名： 自閉症スペクトラム障害、ADHD、LD　

iPad（Keynote), PC (PowerPoint)
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●書字が苦手であると同時に、記入する箇所を見つけることも苦手。
　そのため、｢書く｣作業の多い授業には特に苦手さを感じていた。本人は他の生徒と同じ
　スピードで書けないことにコンプレックスを持っており、｢どうせぼくはできない｣｢わか 
　らない｣というような、自己肯定感の低さを表すような言動もみられた。

●生徒が持っている、教科書とワークブックのみを基本的に使用することで、プリントの
　忘れや紛失などのトラブル、ファイリング作業などを軽減した。座席も、集中しやすい
　ように、前列に配置したほか、隣の席にはピアである友人を置き、分からないときには
　いつでも友人にも聞けるようにした。
●書字が苦手であること、聞き漏らしや、場所の確認等が苦手なこと、こだわりが強く、整
　然とした文字を好むこと、さらに視覚的な学習を好むこと等から、ICTを活用した授業の
　工夫を行なった。

●単元の内容について、見通しが持てるように、絵、写真、動画を用いて、授業の導入を行な
　った（視覚化、見通しを持たせる支援）。また、スライドはワークブックと同じ配置で作り、
　学習者にとって｢今、どの内容を行なっているのか｣｢どこを書けばよいのか｣がすぐに分
　かるようにした。さらに、書き込む必要がある、キーワードは色を変えたり、アンダーラ
　インを引くなどの工夫を行なった（構造化）。加えて、1時間で学習する量を多くしないよ
　うにした（焦点化）。

●ICTを活用した授業を行う事で、対象生徒は、ワークブックを完全に書き込み、口頭での
　発表を多く行なうようになった。テストの点数もあがるなど、効果が 明確に現れた。ま
　た、対象生徒だけでなく、周りの全ての生徒から｢ICTでの授業の方がわかりやすい｣｢内
　容が推測しやすくなり、英文が読みやすくなった｣｢嫌いだった英語が好きになった｣等の
　他に｢これからもICTで授業を行なって欲しい｣等の声があがった。さらに、生徒にわかり
　やすさについて質問したところ、ほぼ全員が、｢ICT活用の授業は楽しくて分かりやすい｣
　と解答した。

事　例　1

活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

活用場面

障害の有無



事例 1に関する校内資料
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

事例概要

障害の有無

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

事　例　２

学科：普通科 教科名：物理基礎・物理・化学基礎

活用方法：一斉 指 導

診断の有無：有

障害名： アスペルガー症候群

MacBookAir 、EPSON電子黒板
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●計算ができない。
●プリントの記入ができない。

●授業をすべてプロジェクターによるスライド、電子黒板の書き込み式に変更。

●「プリントの書き込み等が出来ない」と職員間で共有されていたので、どのように授業を行
　なえば、記入できるかを検証しながら授業を行なった。
① 指示を聞くが行動に移せない→席を教卓前に指定することにより声かけしやすくする。
② 計算ができない→計算は手の指を使って計算させると、増減を認識でき、慣れてくると、指
    を使わなくても計算が出来ていた。
③ プリントの記入ができない→記入が出来ないのではなく、記入場所が分からないことによ
　 り止まってしまう事が多かった。空欄が（　）のままだと、記入すべきところなのか、プリントの
　 余白なのか混合してしまう。したがって、（1.　）のように数値をカッコ内に表記すると記入する
　 ようになった。また、スライドとプリントの形式を揃え、カッコ内に書く文字などは、スライド
　 で表示する際に赤字で他の字よりも大きく表記することで、この文字や公式が大事だと認
　 識する様になってきた。
●先に本人へ、すべて記入されているプリント(教諭が先に図もグラフも記入したプリント)を
　配布 し、本人がプリントとスライドを見ながら、今どこをやっているのか、どこがまだ書けて
　いないのかを明確にできるようにした。

●MacのKeyNoteで授業スライドを作り、その中でアニメーションやいろいろな動画などを含
　めた授業を行なうことで本人の集中力がアップし、プリントの記入がスムーズになった。
　また、スライドの表示の仕方を変えるだけで、ゲーム感覚で暗記テストでも自ら呪文のように
　覚えることができたので満点を取れた。
　また、電子ペンを使う際は、たくさんの色を使うこと[ F　＝　 ｍ　ａ ]で意図している事の違いがは
　っきりし、だんだんと計算等も出来るようになってきた。 
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事例 2に関する校内研修資料



-11-



-12-



学科：普通科 教科名：

活用方法：自立活動の支援として活用

診断の有無：有

障害名： 自閉症スペクトラム　

ipad air mini

●見通しが立っていないと不安になることがある。
　ホームルーム担任が一週間の日程表を作成し、見通しを持つことで比較的落ち着いつて
　学校生活を送れるようになっている。
●合理的配慮を受けている自分が周囲からどのように見られているのかを常に意識してお
　り、時には合理的配慮を拒否することもある。特に、信頼する教師からの合理的配慮の提
　案を受入れられやすいようだ。

●卒業後も継続して使い続けられるアプリ支援を行っていきたい。自立活動の支援を重
　点に置き、支援していきたい。

①校内の無線LANの活用ルールを把握させ、TPOをわきまえたタブレット活用を行うこと
   を指導する。
②スケジュール管理アプリ（ジョルテ）
   課題提出や検定の日程を書き込み、チェックする習慣をつけることで、見通しを立たせや
   すくする。また、学校行事が同期できる機能も使い、時間割変更や学校行事の把握などを
   させることによって、見通しを立たせ不安を解消させる。
③メール活用
　記憶することが苦手であるため、日常生活にまつわる情報を文字、視覚情報でやりとりで
　きるようタブレットに教科担任のメールアドレスを登録。特別支援だけに頼らない、さま  
   ざまな人に、質問できる環境を作成。

●初めてタブレットを提供し、使い方の説明を行う為に面談をもった。①の説明をした時点
　で、タブレットを持つ事の拒否を示した。本人の意志を尊重するため、その場では、タ　
　ブレットを提供しなかった。
●他の先生方に協力してもらい、タブレットの優位性を示した。その中で、日頃から本人と
　の信頼関係があった教師に対しては、タブレット支援を受入れる姿勢を本人が示した。現  
   在は、その教師を中心に、学習活動の一環としてタブレットを取り入れた授業からタブレッ
　トの優位性を示しているところである。

活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

活用場面

障害の有無

事　例　3
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診断名等なしの
生徒への活用事例



活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用に
よる成果

（支援後の経過）

活用場面

障害の有無

事　例　4
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iPad

学科：数学

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：無

障害名：学習障害の傾向がみられる。

教科名：数学Ⅰ・数学A

●基礎基本が定着しておらず、現授業の内容の理解が難しい。
●授業内容が理解できないため、授業に消極的で居眠りも多い。
●放課後学習への意欲が低い。

●自主的、主体的に学べるように支援する。

●支援員がiPadで「19（塾）チャンネル」というアプリを検索し、ダウンロードして活用
   している。このアプリは小学校算数から高校数学まで項目・単元ごとに要点が上手く
   まとめられているので、本人たちが分からない箇所を自分自身で学び直しの学年、項
   目単元までに戻り学習することができる。学び直した後、放課後、現授業内容のプリ
   ントを支援員と共にこなし、そのプリントを教科担当が点検し、支援員と連携をとり
   ながら支援している。

●タブレットに対する関心がとても高く、iPad導入後は放課後支援に積極的かつ、意欲
   的に参加し取り組むようになった。
   また、自分自身でつまずきの箇所を知り学び直しができることで学習に主体的、自主
   的に取り組むようになった。定期考査が11点から78点へ飛躍的に向上し自己肯定感
   が高まった。



iPad

学科：理科・英語・国語

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：無

障害名：学習障害の傾向がみられる

教科名：生物基礎・国語総合・英語会話

●板書を写すのが遅く、授業終了時までに写し終われないことがある。
   また、学習の基礎基本が不充分なため、板書内容が理解できない。

●板書を写す事よりも、教師の説明に集中することができるように支援する。
●授業中に理解できていない、つまずいている箇所については、放課後や宿題による補
　習で支援する。

●支援員が授業の板書をiPadで撮影し、授業時に写せなかった所を放課後や宿題で仕
  上げる。
●授業時につまずいている箇所、暗記すべき用語などについて、支援員が補助教材とし
   て作成した単語帳等をiPadで撮影し、問題と答えを画面上で交互に提示しながら復  
   習できるようにする。

●板書写しについては後で仕上げることができるため、安心して教師の説明に集中する
   ことができる。
●以前は支援員が手書きで板書を写していたが、iPadで撮影することで労力も時間も軽
   減し、その分を他の支援に充てることができる。
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用に
よる成果

（支援後の経過）

事例概要

障害の有無

事　例　5



iPad、プロジェクター

学科：普通科、理数科

活用方法：一斉指導

診断の有無：無

障害名：

教科名：国語

●授業の進度について行くことが困難。
　先生の説明に合わせながら、教科書、プリント、黒板を見比べ、板書することが難しい。
●黒板にプリントと同じことを書いても、プリントのどの部分なのか探すことができな
   い。

●視覚的に授業の進度を明確化させる。
●個別支援だと拒む生徒もいるため、全体への支援と称して機器を活用する。

●教科書をプロジェクターに映し出し、視覚的に授業の進度を明確化させる。
●プリントそのものをプロジェクターに映し出し、板書の箇所を明確化させる。

●教科書に蛍光ペンを引く、メモを取るなどの指示がスムーズに通るようになった。
●支援を対象としていた生徒以外の生徒にも効果的であるため、学習環境の向上に繋げ
  ることができた。
●iPadに大量のデータを保存しておくと、ソフトを立ち上げるときに時間がかかるため
  iPadではなくパソコンを持ち込むことがあった。
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用に
よる成果

（支援後の経過）

活用場面

障害の有無

事　例　6



視覚障害のある
生徒への活用事例



iPad

学科：総合ビジネス科

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：有

障害名：視覚障害

教科名：全教科

●左義眼、右弱視、視野狭窄による視覚障害に伴う。黒板や資料の見えづらさ、板 書   
   の困難さがある。

●見えづらい資料を見えやすくすること。

●黒板の板書や、プリントなどの視覚資料を保存し、拡大して見たり、ノートに写し
   たりするのに自由に拡大できるiPadを活用。

●他人に頼ったり、他人の作業を待ったりせずに、自分で必要な書類を判断し、自由 
   に加工することで学ぶ意欲やできるという自信を培うことができた。
●ほかの生徒と同じ進度で授業に参加することができた。
●細かい差異（漢字の点画など）を確認するのに役立った。

事　例　7
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

障害の有無

活用場面

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



●席配置や印刷物拡大以外に何ができるかといこうことが、わからない。

●本人に盲学校での利用実績があった。
●カメラ機能：板書やプリント撮影
●アクセシビリティ機能：白黒反転・文字拡大
●ピンチアウト機能：資料等の拡大

●iPad の画面を通して、白黒反転させることで板書の見やすさは向上できた。
●ズームアップ機能も各場面で有効に活用していた。
●2台の機器を利用していたので、スペース確保のために机2台を利用していた。
●学 　校側の観察・相談により、新しい機器 iPad Pro の導入もスムーズに実現できた。

貸出機器
1）iPadAir 
2）iPadPro( 画面の大きさ、ペンでの画面へ入力できるため活用範囲の拡大)

●盲学校での利用実績があるため、活用方法などは生徒本人がよく把握していたので、
   スムーズな導入であった。
●学校側の観察と本人からの希望で、表示画面のサイズアップと直接入力可能機器導
　入依頼があり実現された。

事　例　8
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生徒の困り感

支援の内容

支援のポイント

活用機器名

障害の有無

iPad Air、iPad Pro

診断の有無：有

障害名： 視覚障害　

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



学科：普通科 教科名：数学

活用方法：

診断の有無：有

障害名： 視覚障害、弱視　

iPad 、 iPad pro

●右目が盲目、左目が視野狭窄と弱視があり、黒板の板書が見えにくい。

●教科書をiPadにいれる。
●授業をiPadで録画する。

●授業や面接練習をiPadで振り返ることで、復習になる。また、iPadだと色を反転すること
　が容易で、すぐに本人が見やすい状態にできる。これらの事を実践し、筑波技術大学に
　合格した。

●１年時はプリントや教科書の拡大コピーで対応していた。
●２年時からは教科書を裁断し、スキャンしたものをiPadにいれ、活用していた。
●３年時からはiPadで授業を録画した。
●板書は、白と黄色のチョークのみを使う、文字を大きく書く、板書を読み上げる、必要なら
　ばiPadで撮影する、など教科担任に協力してもらった。
●本人から申し出があり、数学Ⅲの授業を録画した。弱視があるので色の反転（写真のネガ
　のようになる）したら見やすくなる。iPadは、色の反転が容易で動画でもできる。また、
　面接 練習でも毎回iPadで録画して、振り返り、次にいかしていくと活用していた。

事　例　9

活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用に
よる成果

（支援後の経過）

活用場面

障害の有無
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事例 9に関する校内研修資料
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聴覚障害のある
生徒への活用事例



iPadmini 、Wifi 接続ハードディスク、固定用三脚・マイク、
Bluetooth 接続キーボード

診断の有無：有

障害名： 聴覚障害

●一斉授業の中で、板書をしながら口読することが難しい。
●板書の際に、背を向けたままで話をされた場合の聞き取りが難しい。
●時間内に理解して、板書を終わらせるのが難しい。

●機能：板書を撮影・授業内容を動画で撮影
●固定用三脚・マイク：動画撮影時利用
●メモアプリ：筆談情報共有

●大学受験に向けて、動画を復習に活用中。
●生徒・学校のニーズを受けて、支援内容をブラッシュアップしていった。
●支援員が機器操作に慣れていたことも、活用内容向上の起因であった。
●学校が、生徒の困り感や改善希望を上手く引き出せていた。

貸出機器
1）iPadmini 
2）Wifi 接続ハードディスク（授業録画データ保存用）
3）固定用三脚・マイク（撮影時の固定用三脚）
４）Bluetooth 接続キーボード（支援員が文字入力し筆談サポート）

●板書を写真撮影し振り返り用として活用することからスタート。
●動画で撮影し、音声も残すことでさらに理解を深める活用に発展。
●容量の多い動画データをうまく活用するために、Wifi 接続できるハードディスクを
   提供することで、多くの動画を撮影・保存でき多くの復習活用に発展。
●筆談では追いつけない情報を、タイピングによる文字入力・画面表示する活用へ発展。

事　例　10
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生徒の困り感

支援の内容

支援のポイント

活用機器名

障害の有無

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



iPhone6plus、UDトーク、Bluetooth 接続マイク

診断の有無：有

障害名： 聴覚障害

●体育館などの全体集会や講演会等での情報をどう共有するかが課題。

UDトークアプリ：音声を文字変換し入力文字を減らす
Bluetooth 接続マイク：離れた場所からの発話を集音する。

貸出機器
1）iPhone6plus
2）UDトーク
3）Bluetooth 接続マイク

●登壇者にマイクを準備し、音声データを文字変換するツールを通してリアルタイム
　に情報伝達できるようにした。

●体育館などの全体集会や講演会等で活用中。
●授業での活用も試している。
●筆談の補助機能として位置付けた。
●双方機器にインターネット接続用SIMを装着することで、学校環境に依存すること
　なく、通信状況を確保した。
●話される内容が決まっている集会や講演会では、誤変換も少ないので有効な活用と
　なりそうである。

事　例　11
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生徒の困り感

支援の内容

支援のポイント

活用機器名

障害の有無

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



Comuoon モバイル

診断の有無：有

障害名： 聴覚障害

●英語ヒアリングテストでの音声が聞き取りづらい。
●別室でのヒアリングテスト環境でも、スピーカーから流れる音が聞き取れない。

●FM補聴システムの導入は、人口内耳用機器との適合性などが障壁となり試用も難
　しい状況である。
●本機器は、聴覚障害生徒の利用機器に依存することがなく気軽に試すことができる
　ように選定した。

貸出機器
1）Comuoon モバイル

●Comuoon で音声を増幅して、耳元に届けることで改善をねらった。

●授業での活用は、周辺の音も増幅されるため、イヤフォン接続の希望があったが、本
　製品にはイヤフォン接続は難しい。
●活用範囲を学校でも検討中。

事　例　12
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支援の内容

支援のポイント

生徒の困り感

活用機器名

障害の有無

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



iPadmini、iPhone6plus、UDトーク手書き Pro

診断の有無：有

障害名： 聴覚障害

●実習等で支援員が傍につくことが難しい状況での補助をどうするか？
●実習では、資料の訂正等が口頭で伝えられることも多く、その情報を聞き逃すことが
  あって困ることがあった。

●配布資料をリアルタイムに更新反映（伝達）させたいというリクエストがあり、2台
　のデバイスとアプリ活用で実現した。

●支援員が傍につけない場合の補助が可能になった。
●事業スタッフと教員で生徒・支援員のニーズを丁寧に聞き取り、対応可能な方法を
　考え、それを授業で実践するという流れを作ることができた。

貸出機器
1）iPadmini
２）iPhone6plus
３）UDトーク手書き Pro

●生徒と支援員が、配布資料を写真や PDF等のデータで共有して参照し、先生から口
　頭で訂正や追加情報があった場合は、離れた場所にいる支援員が画面上でコメント
　したり、色付けやライン引きで強調し、リアルタイムで情報を補完するようにした。

例）調理実習で、使用量訂正やコツが話された時など。

事　例　13
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活用機器名

障害の有無

生徒の困り感

支援の内容

支援のポイント

ICT活用
による成果
（支援後の経過）



iPad、ノート PC

学科：普通科

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：有

障害名：聴覚障害

教科名：地理・地学・英語・古典・国語・家庭科

●読唇が多少できるが、早口の先生や黒板を見ながらの発言、難しい用語の教科（古
   典、英語）などがあり、理解できない場面も多く見られた。

●音や話声などで、まわりの生徒に授業集中の妨げとならないように ICTを使った
   支援を行った。

●支援員による授業内容の要約をノート PCで打込み、iPad をミラーリングして生
   徒に見せる。
●分かりやすくプリントにまとめ、その生徒独自のプリントを渡す。

●ノート PC（支援員）と iPad（生徒）のミラーリングで授業内容の要約をしてか
   らは、生徒の理解度が深まった。

事　例　14
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援の経過）

活用場面

障害の有無



iPad、UDトーク、comuoon mobile

学科：普通科

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：有

障害名：聴覚障害

教科名：

●少しでも、対象生徒が聞きやすく、学びやすい環境作りを心掛ける。

●聴覚のみでは、聞き取りが難しい。読唇により、理解を深めているが、板書や机間巡 
   視などで口元が見えない場合は、読み取りが難しい。
●簡単な内容は筆談で伝えるが、情報量が多く、教科の専門性が高くなるにつれて、筆 
  談が難しい場面がある。
●先生の話を聞きながら板書をするといった、何か同時に行うことが難しいため、聞き
  もらしや理解することが困難な場合がある。

●筆談により、話した内容を伝える。
●講演会はiPadの画面に入力し、伝える。
●UDトークを活用し、音声から文字におこす。
●comuoon mobileを活用し、今ある聴覚で聞き取りやすい環境を作る。

●簡単な内容はUDトークが音声認識し、文字おこしされる。しかし、専門性が高い言 
   葉は認識されない。
●iPadに入力する事で、筆談よりもスムーズに伝える事ができる。
●comuoon mobileを活用することで、少しではあるが聞き取りやすくなった。

事　例　15
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

活用場面

障害の有無



iPad、キーボード

学科：普通科

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：有

障害名：聴覚障害

教科名：理科（生物）・講演会・集会

●生物の授業では指導部分で、現在ネット上などで話題になっている生物の話を黒板に
   プロジェクターで放映しながら説明に入ると、教諭の口元に集中して画像を見ること
　が出来ない。周囲に笑いが起こっていても、笑いのタイミングや内容が理解できず疎
　外感を感じていた。
●講演会や集会が行われる体育館では、マイクからの音を拾うことが困難。

●支援員の判断で簡略化せず、教諭の話を全体的に文字にしていくことで、他の生徒と
   同じように先生の話を聞く（見れる）ことが出来るようにした。

●授業では、一番前に着席し、当該生徒の横で、同時進行でキーを打ち、話の内容を伝
  える。空欄補充のプリントの場合、聞き漏れ等もあるので、支援員もカラーペンを利用
  して授業のプリントを記入。視力低下も認められるので、体育館などのスクリーンでは
  見えないこともあり、写真機能を活用したり、スクリーン上の文字や写真などを口頭で
  口元が見えるようにゆっくり伝えるなどした。

●講演会等の筆談では追いつかない場合などに、iPadで入力しながら同時進行で会の内
   容を伝えることが出来た。ネットワークにつながっているiPadなので、本校の70周年
   式典においては、事前に講師の講演内容をダンロードし、文字に起こすことで、当日の
   講演会にも効果的に活用することができた。試しに利用したコミューンは模試などの
   リスニングに活用したいと意欲的であった。

事　例　16
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

活用場面

障害の有無



身体障害のある
生徒への活用事例



iPad

学科：普通科

活用方法：一斉指導の際に個人活用

診断の有無：有

障害名：先天性多発性関節拘縮症

教科名：世界史・国語・化学基礎

●腕や指の可動域が狭いので、細かい作業が苦手。
●文字を書く速度が遅いため、板書が追いつかない。
●車いす使用のため座席が最後方になってしまい、黒板の文字が見えづらい。

●支援員が全て代筆するのではなく、自宅で板書ができるように、ポイント自主学習の
  手助けをする。

●板書事項をiPadで写真に撮り、保存する。

●授業中も焦ることなく、支援員に頼らずに自分のペースで学習に取り組めるように
   なった。

事　例　17
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活用機器名

生徒の困り感

支援のポイント

支援の内容

ICT活用
による成果
（支援後の経過）

活用場面

障害の有無



ICT 機器等の
活用に向けて
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①すべての生徒へ
バリアフリーやユニバーサルデザインに対応した施設の整備、障がいの状態に応じた
活動スペースやグッズなどが必要です。また、障がいの状態に合わせて専門技術のあ
るスタッフや、さまざまな活動を支援する人材の配置があげられます。

⑨LD、ADHD、自閉症等の発達障がいのある生徒へ
個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材などを用意し、クールダウンするため
の小部屋なども必要です。口頭指導だけでなく、板書、メモなどの活用も望まれます。

⑧情緒障がいのある生徒へ
かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合などは、個別学習や情緒安定の
ための小部屋などを用意し、対人関係の状態に対する配慮が必要です。

⑦言語障がいのある生徒へ
構音障がいなどで発音が不明瞭な場合は、支援者が言語化する又は文字で表すなど
の配慮が必要です。

⑥病弱・身体虚弱のある生徒へ
個別学習や情緒安定のための小部屋などや、車いす・ストレッチャーなどを使用でき
る施設設備が望まれます。また、入院、定期受診などにより授業に参加できなかった
期間の学習内容のフォローが必要です。学校で医療的ケアを必要とする場合は、肢体
不自由の場合と同じです。

⑤肢体不自由の生徒へ
医療的ケアが必要な生徒がいる場合は、対応できる部屋や設備を備え、看護師の配
置などの体制を整えましょう。車いす・ストレッチャーなどの施設や設備を整え、障が
いの状態に応じた給食の用意も必要です。

④知的障がいのある生徒へ
生活能力や職業能力を育むための訓練室や作業室などを備えたり、漢字の読みなど
への対応が望まれます。

③聴覚が不自由な生徒へ
FM式補聴器を用意し、教材用ビデオへ字幕を入れるなどがあげられます。

②視覚が不自由な生徒へ
教室を十分に明るくし、教科書を拡大できるような環境を備え、校内・通学路ともに音
声信号、点字ブロックなどの安全設備や教科書、教材、図書などの拡大版および点字
版が必要です。

合理的配慮で考えられること
（基礎的な環境整備とは？）

具体的な

西村 松太朗
小橋川 みどり
浦崎 京子
喜村 花
池原 敦子
根川 真木子

張本 直子
儀武まり子
石澤 里奈
下條 満代
美差 正夢
天久 健
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沖縄県教育委員会委託：合理的配慮に係る教育支援機器等整備事業
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