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ICT機器の普及 

特別支援教育におけるICT活用 

  ・教育の情報化に関する手引き(文部科学省 2010) 

  ・学びのイノベーション事業（文部科学省 2014） 

 

 

 

 ICT活用がコミュニケーションや学習の困難を補う 
(文部科学省 2010) 

特別支援教育におけるICT活用の意義 
教育効果への期待 

特別支援教育におけるICT活用の現状 

※AT（Assistive Technology：福祉情報技術，支援技術） 

ATとしての意義 



ATとは？ 

AT：Assistive Technology(福祉情報技術、
支援技術) 

障害による物理的な操作上の困難や障壁（バリ
ア）を機器を工夫することによって支援しよう
という考え方（文部科学省 2010) 

 

 



特別支援教育におけるICT活用の課題① 

特別支援学校内でのICT活用の専門家の不足 

（国立特別支援教育総合研究所 2016） 

 

ICTやATを導入した教育を実践できる指導者の不足 

(坂井 2014) 

特別支援教育における教員の 
ICT活用力向上の必要性 



特別支援教育におけるICT活用の課題② 

教員養成大学の実態調査（小林ら 2014） 

  ・実施率：全体の6割程度 

  ・授業全体の割合：20％以下 

  ・内容：タブレット端末等の機器は扱われていない 

特別支援教育におけるICT活用 
についての授業内容の検討 



本研究の目的 

 

 

 

 

教員養成課程学生を対象に評価 

特別支援教育におけるICT活用力向上
のための授業を実践 



本研究の概要 

特別支援教育におけるICT活用調査を実施 

本実践の設計のため 

①ICT活用研修の調査 
②インターネットによるICT活用ハンドブック調査 
③特別支援学校におけるICT活用調査 
 

調査で得られた知見から 
本実践を設計・実践・評価 



対象：N特別支援学校小学部教員（20名） 

アンケート調査： 

「特別支援学校におけるICT活用についてのニーズ調査」 

 

特別支援学校におけるICT活用調査① 

カテゴリに分類・集計 

選択回答（複数回答）： 
 ●どんなICT機器を使用するか 
 ●どんな場面でICT機器を使用するか 
自由記述： 
 ●「教科指導におけるICT活用の課題」 
 ●「自立活動におけるICT活用の課題」 
 ●その他，ICTを活用する上での課題 
 



アンケート調査結果①/有効回答：20名 

ICT機器 回答数 

タブレット
端末 

20 

AT・AAC 
機器 

11 

PC 9 

電子黒板 8 

プロジェク
ター 

7 

その他 2 

実物投影機 0 

教科名 回答数 教科名 回答数 

自立活動 14 図工 2 

国語 10 理科 1 

算数 8 社会 1 

特別活動 8 体育 1 

生活単元
学習 

7 道徳 0 

音楽 5 総合的
な学習
の時間 

0 

その他 3 

使用するICT機器 ICT機器を使用する場面 



障害の状態に合わせたタブレット端末の 
細かな設定や調整が必要 

教科指導での課題 

自立活動での課題 

 

項目 回答数 具体例 

タブレット端末
の活用 

15 

・肢体不自由のため誤操作が多い 
・文字の入力が難しい 
・操作ができない子供が多い 
・予測変換のような機能が欲しい 

項目 回答数 具体例 

タブレット端末
の活用 

18 

・タップする部分の大きさ調整 
・設置に手間がかかる 
・動機付けの使用で精一杯 
・押した実感がなく使わせにくい 

アンケート調査結果②/有効回答：20名 



特別支援学校におけるICT活用調査② 

実地調査：合計30日（平成28年7月～12月：約2日/1週間） 

タブレット端末におけるATの理解を深める必要性 

： 
●重複障害の子供が多く在籍 
●ICT機器をコミュニケーションツールとして利用 
●タブレット端末が多く活用 

： 
●タブレット端末の使用直前に慌てて子供に合わせた設定 
●タブレット端末の設定や調整で教師のつまずき 
  ・障害の状態が多様 
  ・授業への支障 
 



タブレット端末活用のATの利用を 
題材とした授業を実施 

調査を踏まえて 

①アンケート調査 

障害の状態に合わせたタブレット端末の細かな設
定や調整が必要 

 

②実地調査 

タブレット端末におけるATの理解を深める必要性 

 

 

 



授業実践 

対象：教員養成課程の大学4年生（16名） 

「タブレットPC活用のアクセシビリティについて」 

 

事後アンケート（10分） 

・特別支援教育とICTについて（30分） 
・タブレット端末の体験・演習（45分） 



全16項目の選択肢調査 

わかりやすさ・有用性(2項目)，応用(1項目)， 

関心・意欲(1項目)，経験（2項目），自己理解度（10項目） 

 

 

評価方法 

自由記述 
 ・どんな点でわかりやすかったか 
 ・どんな点で意義があったか 
 ・授業を通しての感想 
 ・本授業の改善点 

直接確率計算 

カテゴリに分類・集計 

4件法による回答 
 肯定回答：「とてもそう思う」，「ややそう思う」 
 否定回答：「あまりそう思わない」，「まったくそう思わない」 



結果・考察/選択肢調査①，有効回答：16名 

 

質問項目 肯定回答 否定回答 
結
果 

わかりやすさ・有用性 

授業はわかりやすい 16 0 ** 

授業は意義があった 16 0 ** 

関心・意欲 

今後もICT活用授業に参加したい 16 0 ** 

応用 

ICT活用を実践できる 12 4 + 

経験 

「アクセシビリティ」を知っていた 7 9 n.s. 

「アクセシビリティ」を使ったこと
がある 

7 9 n.s. 

**p<.01,*p<.05,+.05<p<10,n.s.有意差なし 



結果・考察/選択肢調査②，有効回答：16名 

 

質問項目 肯定回答 否定回答 結果 

自己理解度 

特別支援教育の概念 16 0 ** 

ICT活と合理的配慮 16 0 ** 

AT 15 1 ** 

障害特性を踏まえたICT活用 16 0 ** 

ICT活用の授業づくりの流れ 14 2 ** 

アクセシビリティ 16 0 ** 

アクセシビリティ設定の活動手順 15 1 ** 

アクセシビリティの設定・操作 15 1 ** 

アクセシビリティを実践できる 15 1 ** 

ICT活用事例 16 0 ** 

**p<.01,*p<.05,+.05<p<10,n.s.有意差なし 



結果・考察/どんな点で意義があったか 

本実践が意義のある授業であったことが推察 

 

項目 回答数 具体例 

タブレット端末
の機能に関する
知識の習得 

15 

・現場で役に立ちそうな知識をたく  
 さん知れたから 
・知らない機能をたくさん知ること  
 ができたから 

タブレット端末
活用への期待 

5 
・現場で活かしてみたい 
・現場で実践してみたい 

ICT活用への 
不安減少 

2 
・ICT活用への不安が少しとれた 
・ICTの考え方が変わった 

その他 3 
・障害を持つ子もタブレット端末を  
 有効に使用できるとわかったから 



 

結果・考察/授業を通しての感想 

有用性がある・興味関心が高いことが推察 

項目 回答数 具体例 

授業に対する 
情意 

15 

・ICT活用の意義や有効性について理  
 解できた 
・実践例を教えてもらえてよかった 
・アクセシビリティを初めて知れてよ 
 かった 

意欲 10 
・実践にチャレンジしたい 
・アプリなどの機能も知りたくなった 

興味・関心 5 
・ICT機器を知るほど楽しい，面白い 
 と感じた 

授業の 
わかりやすさ 

4 
・タブレット端末の演習がわかりやす  
 かった 



まとめ 

特別支援教育におけるICT活用力向上のための授業を実践 

対象：教員養成課程学生16名 有用性について評価 

本実践設計のための特別支援学校におけるICT活用調査 

タブレット端末におけるATの理解を深める必要性 

実践評価 
○意義のある授業 
 ・知識の習得 
 ・ICT活用の期待や不安減少 

○有用性が示唆 
○興味関心が高い 

今後の課題 
・タブレット端末以外の授業内容の検討・考案 
・特別支援教育におけるICT活用力育成の効果について検討 
 


