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アプリの特徴

1 でか⽂文字

⾒見見る

カメラを通じて対象を拡⼤大表⽰示．ライトのオンオフも可能．

2 iLoupe

⾒見見る

カメラを利利⽤用した拡⼤大鏡．拡⼤大撮影や⽩白⿊黒反転も可能．

3 明るく⼤大きく(＊)

⾒見見る

カメラを通じ，対象のコントラストをや拡⼤大率率率を調整して⽂文字を読みやすくする

4 Light  Detector

⾒見見る

光を検出すると⾳音で反応してくれる．光の⽅方向を知るときに利利⽤用可能

5 VM  Alert

⾒見見る

動きを検出すると⾳音で反応してくれる．周囲の動きを知るときに利利⽤用可能．

6 ⾊色のめがね(＊)

⾒見見る

カメラを通して特定の⾊色弱のひとの⾒見見えの状態を体験できる

7 Color  ID

⾒見見る

カメラ中央部の⾊色を認識識し⾊色情報をテキスト提⽰示してくれる

8 電卓少⼥女女

⾒見見る

⼊入⼒力力操作を⾳音声で読み上げてくれる電卓

9 CamFind

⾒見見る

カメラで撮影したものを認識識してテキストでその名称を提⽰示してくれる

10 hearin'  helper(＊)

聞く

マイク⼊入⼒力力⾳音の特定の周波数帯域を左右別で増⻑⾧長し，イヤホンで聴ける

11 sound  AMP  R

聞く

マイク⼊入⼒力力⾳音の任意の周波数帯の特定帯域を左右別で増⻑⾧長し，イヤホンで聴ける

12 Hear

聞く

マイク⼊入⼒力力⾳音の特定の周波数帯域細かく調整し，左右別でイヤホンで聴ける

13 Speed  Up

聞く

⾳音声ファイルを速度度を変えて再⽣生したり，区間リピート再⽣生ができる

14 EQu

聞く

⾳音声ファイルの⾳音の特性（周波数）を調整して再⽣生できる

15 Elastic  Voice

聞く

⾳音声ファイルの再⽣生速度度とピッチを変えて再⽣生することできる

16 ヒアリングぅ

聞く

⾳音声ファイルを最⼤大4倍速で再⽣生することが可能．⾳音声記録を振り返る際に利利⽤用可能

17 あいうえ⾳音

聞く

⽂文字と⾳音の対応をゲームを通して学ぶことができる

18 Face  Time

聞く

テレビ電話機能．⾳音声でコミュニケーションが困難な場合にジェスチャーでやり取り

19 iTick

知覚運動協応

メトロノームアプリ．リズムに合わせて⾏行行動調整する際に利利⽤用可能

20 Let'sワニ退治

知覚運動協応

ターゲットに対して素早く反応するゲーム．知覚運動協応学習に．

21 太⿎鼓の達⼈人＋

知覚運動協応

リズムに合わせて太⿎鼓を叩くゲーム．知覚運動協応学習に．

22 Touch  the  Number  Pro

知覚運動協応

ランダムに提⽰示された数字を⼩小さい順にタッチするゲーム．知覚運動協応学習に．

23 Tapping  Test

知覚運動協応

タッピング回数を計測・記録するためのアプリ

24 なぞってみようHD(■)

知覚運動協応

提⽰示される形状をなぞるゲーム．知覚運動協応学習に．

25 コグニション

知覚運動協応

いくつかの知覚運動協応課題が提⽰示され，その成績を記録することができる

26

知覚運動協応

任意の場所に視線と注意を向けられるよう訓練する

27 Dexteria

知覚運動協応

指先の巧緻性をトレーニングするための課題提⽰示とその評価ができる

28 PinBoo

選択

シンプルなバーチャル○×ボタン．YES-‐‑‒NO反応の学習に

29 Do  and  Don't(＊)

選択

すべきこと，してはいけないことを対にして画像で提⽰示できる

30 Yes-‐‑‒No  Your  Way(＊)

選択

任意の画像と⾳音声を⽤用いてYesNoの⼆二者択⼀一をタッチで選択できるようにするアプリ

31 Choice  Works(＊)

選択

任意のタスクについてそれが終われば次にどうするか⼆二者択⼀一の選択肢を視覚提⽰示

32 Twin  Viewer

選択

任意の⼆二つの画像を⼀一度度に提⽰示できる．選択課題として利利⽤用可能

33 Virtual  Ear  Plug

集中する

いくつかの環境⾳音やノイズパターンを流流してくれる．集中の補助に利利⽤用可能．

34 Ambiance

集中する

10億以上もの環境⾳音から好きな環境⾳音を選んでダウンロードできる．集中の補助に．

35 PomodoroKit

集中する

作業時間と⼩小休憩時間の繰り返しを設定できるタイマー

36 Concentrate!  Timer

集中する

作業時間と休憩時間の両⽅方を⽰示してくれるビジュアルタイマー

37 ⼤大辞林林

読む

国語辞典．⼿手書き⽂文字認識識対応で，読めない字でも調べることができる．

38 i⽂文庫

読む

PDFや電⼦子書籍を管理理できる使いやすい電⼦子書籍リーダーアプリ

39 Stanza

読む

E-‐‑‒Pubに対応した電⼦子書籍リーダー

40 GoodReader

読む

PDF等⼤大抵のフォーマットのドキュメントを閲覧できる．他のアプリとの連携も○

41 豊平⽂文庫

読む

VoiceOverでの⾳音声読み上げに対応した⻘青空⽂文庫リーダー．

42 Comic  Glass

読む

電⼦子書籍アプリ．軽いPDFビューワー．

43 こえほん

読む

絵本に任意の⾳音声の台詞をつけることができる．

44 ピッケのつくるえほん(■)

読む

⽤用意されたキャラを使って物語りから絵本を作ることができ⾳音声の吹き込みもできる．

45 Kindle

読む

Amazonで購⼊入した電⼦子書籍やPDF書類を読める．購⼊入電⼦子図書は読み上げ対応．

46 富豪ブック

読む

iPadを2台をBluetoothで連携させ，⾒見見開きの本のようにドキュメント表⽰示できる．

47 iBooks

読む

PDFや電⼦子書籍を管理理できるAppleオフィシャル電⼦子書籍リーダーアプリ

48 VOD  LITE(＊)

読む

DAISY規格に対応したリーダーアプリ

49 D-‐‑‒Talker  RSS(＊)

読む

⾳音声読み上げ専⽤用RSSリーダー．

50 Sokudoku

読む

⻘青空⽂文庫のテキストを，画⾯面に任意の⾏行行数，任意のサイズで提⽰示できる．

51 朗読少⼥女女

読む

⼩小説を読み上げてくれる（録⾳音⾳音声）．コンテンツは1作品単位の有料料制．

52 Talking  Tweet

読む

Twitterのタイムラインを英語も翻訳した上で⽇日本語⾳音声読み上げしてくれる．

53 きゃらったー

読む

Twitterのタイムラインを⾳音声で読み上げる

54 OCR  TOOL

読む

写真撮影した⽂文章を⽂文字認識識してくれる．

55 Ruby  Reader

読む

英語のウェブサイト閲覧時に単語上に⽇日本語意味をふってくれる

56 てんじすきゃん(＊)

読む

撮影した点字を⽇日本語に翻訳してくれる

57 ATOK  Pad

書く

⽇日本語⼊入⼒力力メモツール．オリジナルの⼊入⼒力力⽅方式や優れた推測変換機能がある．

58 ⾳音声認識識Mail

書く

マイクに話した⾔言葉葉を，⾃自動認識識してテキスト化し，メールに貼り付けてくれる．

59 Dragon  Dictation

書く

⾳音声を認識識しテキストに変換してくれる

60 Audio  Note

書く

テキスト⼊入⼒力力時に周囲⾳音を同時録⾳音．テキストタップで⼊入⼒力力時の⾳音声呼び出し

61 Happy  Talk  Recorder

書く

デフォルトの⾳音声メモよりも録⾳音の質が良良い⾳音声メモ．

62 さかのぼり

書く

スタート時から3秒さかのぼって録⾳音できるICレコーダ．⼿手書きメモが困難な⼈人にも

ホッピーのビジョントレーニング(■＊)

■：iPadのみ，●：iPhone  のみ，＊障害のある⼈人向けに開発されたもの
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63 CaMeMo

書く

撮影した写真に，簡単に⼿手書きで情報を書き加えることができる．

64 閃き☆ボード

書く

写真に⽂文字が書き込めるシンプルなアプリ

65 Speed  Text

書く

⼿手書き⽂文字を⾃自動で配列列し，ノート化してくれる．

66 neu.Annotate

書く

PDF書類に書き込めるアプリ

67 KYBER

書く

専⽤用ノートに⼿手書きした⽂文字をサーバー上で認識識し，テキスト化してくれる

68 SHOT  NOTE

書く

専⽤用ノートに⼿手書きしたメモを簡単に歪み無く画像ファイル化してくれる

69 Note  Anytime

書く

⼿手書きでメモがとれる．類似製品に⽐比べできることが多く操作が簡単．

70 7notes

書く

⼿手書き⽂文字認識識に対応したメモアプリ

71 SoundNote(■)

書く

テキスト⼊入⼒力力時に周囲⾳音を同時録⾳音．テキストタップで⼊入⼒力力時の⾳音声呼び出し

72 むげんメモ

書く

範囲の際限なく⼿手書きメモをとることができる

73 ボイスメモ

書く

デフォルトでインストールされているICレコーダ．簡単に⾳音声を記録できる．

74 Turbo  Scan

書く

撮影した写真から簡単に任意の部分を切切り抜きコントラスト調整して画像化してくれる

75 モジルート

書く

数字をなぞって覚える教材．書くことが苦⼿手な⼈人の練習に．

76 筆順辞典

書く

常⽤用漢字をなぞって筆順練習できる．

77 拡⼤大漢字鏡

書く

⼊入⼒力力した漢字を拡⼤大して提⽰示してくれる．

78 声算

書く

視覚提⽰示される計算問題に声で回答する計算ドリルゲーム

79 Tap  Counter

計算

タッチした回数をカウントしてくれるアプリ

80 Fusion  Callculator

計算

計算結果をドラッグ＆ドロップで画⾯面に配置し，残しておける．

81 Calc  Tap(●)

計算

筆算⽅方式で⼊入⼒力力・計算結果履履歴を提⽰示してくれる電卓．

82 Roll  Paper  Calculator

計算

巻紙に書き綴るように計算結果を残すことのできる計算機

83 スライド電卓

計算

割り算かけ算や三⾓角関数の各変数の関係を視覚表⽰示してくれる

84 何等分？

計算

カメラを通じて表⽰示された対象上に等分線を重ねて表⽰示することで，等分の補助となる

85 割引計算機

計算

割引に特化した計算機

86 とけいパズル

計算

バーチャルな時計を組み⽴立立て，パーツを知った上で時刻の読み⽅方を学習する教材

87 i⾦金金種計算(●)

計算

⾦金金額を⼊入⼒力力すると，どの種類の硬貨が何枚必要かを⽰示してくれる．

88 レジ⾦金金種電卓

計算

紙幣や硬貨の⾦金金種毎に枚数を⼊入⼒力力すると⾦金金額を計算できる

89 つりせん侍

計算

釣り銭計算をゲーム化したアプリ．

90 コインクロス

計算

指定された⾦金金額に，コインを揃えるゲーム

91 レジスタディ(■＊)

計算

バーチャルなレジスターを使ってレジ操作を学習できる教材．

92 Control  Pad

操作

iPhoneをタッチパッド化してくれる．WiFi経由と３G経由で利利⽤用可能．

93 pomera  QR

操作

キングジム社のポメラで作成した⽂文章QRコードを読み取って再度度⽂文章に変換

94 アイビューワ

操作

視線で操作する画像閲覧アプリ．ドキュメントを画像化すればリーダーとして利利⽤用可能

95 Gesture  Go

操作

画⾯面タッチのジェスチャーで電話・メール・ブラウザアプリケーションを起動．

96 Scientific  Calculator

操作

複雑な計算もタッチで簡単にできる関数電卓．

97 Zen  Brush

操作

⼿手書きのイラスト作成アプリ．筆圧や描く速度度もうまく表現してくれる．

98 つみおと

操作

⾳音の⼤大きさを操作し，⾳音だけで遊ぶことができるゲームアプリ．

99 ⾳音声検索索

操作

Googleの機能を利利⽤用し⾳音声で検索索エンジンを利利⽤用できるようにしたブラウザ

100 Voice  Calculator

操作

⾳音声認識識によるコマンド操作できる計算機

101 MyScript  Caluculator

操作

⼿手描きした計算式を認識識し，計算してくれる

102 息⿃鳥(■)

操作

指や⼿手が不不⾃自由な⼈人の為の、息で⼊入⼒力力操作できるTwitterクライアント

103 視線で読書なう

操作

インカメラで感知した視線で操作するPDFビューワー．

104 Gesture  Books  

操作

インカメラで感知した動作で操作するPDFビューワー．

105 Magic  Reader(■)

操作

視線を感知し，⽬目の動きでPDFのページを先送ることができる

106 Eye  Talk  (■)

操作

瞬きを感知し，5つの任意項⽬目をステップスキャンで選択することができる

107 CoBrowser

操作

Bluetoothを介して2台のブラウザーを共有するアプリ．他⼈人に操作してもらえる．

108 Iconizer

操作

任意の画像で作成したアイコンに操作を割当ることで操作数を減らす．

109 Face  Call

操作

任意の画像で作成したアイコンに任意番号への電話操作を割り当て操作数を減らす

110 Launch+

操作

操作数を減らすためのランチャーアプリ

111 いまカエル

操作

帰宅宅タイミング（今or遅れる）を簡単な操作で任意の相⼿手にメール送信できる．

112 らくらく(＊)

操作

任意の相⼿手へのメールや電話を簡単な操作で実施できる

113 Safari

覚える

デフォルトのWebブラウザ．記憶していなくてもインターネット上の情報を活⽤用可能

114 Ever  Note

覚える

いくつものフォーマットを保存でき，任意のタグをつけて管理理し，クラウド上で管理理

115 メモ

覚える

IDを共有したデバイスでメモをクラウド同期してくれる．

116 うちメモ

覚える

冷冷蔵庫の⾷食品に特化し賞味期限情報と共に在庫管理理ができるアプリ

117 Item  Shelf

覚える

ネット情報や写真を使ったバーチャル棚表⽰示

118 Slide  Show

覚える

写真を並べて簡単にスライドショー（⼿手順書）を作成．顔⾃自動認識識機能有

119 リマインダー

覚える

記録した項⽬目を任意のタイミングでリマインドしてくれる

120 Photo  Mind

覚える

指定した時間に任意の写真を提⽰示してくれるリマインダー

121 お薬のんだ？

覚える

薬の飲み忘れをに特化したリマインダー

122 ⽣生活習慣

覚える

登録したイベントについてあらかじめ設定した時間になったら通知してくれる

123 写真de暗記帳

覚える

任意の画像の⼀一部を隠したり⾒見見せたりすることで，覚える訓練をすることができる

124 Manual  Maker

覚える

写真や動画を並べて簡単にスライドショー（⼿手順書）を作成．

125 Teach  me

覚える

写真とコメント付の⼿手順書を簡単に作成でき，インターネットを通じて共有できる．
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126 Clear

覚える

簡単な操作でチェックリストを作成できる．編集操作も容易易．

127 Doit.im

覚える

TODOリストを作成し，情報を記憶整理理できる．デバイスを選ばず利利⽤用できる．

128 クックパッド

覚える

⼿手持ちの素材を⼊入⼒力力すればそれを使ってできる料料理理およびその⼿手順を写真付きで提⽰示

129 Quad  Camera

覚える

4連写で写真を撮影できる．動きの視覚化ツールとして利利⽤用可能．

130 Slowmo

覚える

撮影した動画をスロー再⽣生できる．動きの視覚化ツールとして利利⽤用可能．

131 iMotion

覚える

数秒間隔で⾃自動的に写真を撮影し，パラパラアニメで動作説明資料料を作成できる

132 iThoughts

思考整理理

簡単に作成できるマインドマップソフト．視覚的に事象関係を掴みたい⼈人に．

133 Outliner

思考整理理

簡単に作成できるアウトライナー．じっくり思考を整理理したい⼈人に．

134 Mind  Node

思考整理理

簡単に作成できるマインドマップソフト．視覚的に事象関係を掴みたい⼈人に．

135 Instaviz

思考整理理

□→○  といったダイヤグラム・フローチャートを簡単に作成できる．

136 Graflo

思考整理理

⼿手書きメモだが，⼿手描きの幾何学図形を⾃自動認識識して図形として整えてくれる．

137 Card  Decks

コミュニケ

任意の⾊色と⽂文字でカードを作成できる．カードはフリックで簡単に選択・呼出可

138 WiFi  Photo

コミュニケ

WiFi経由で簡単に他のデバイスに画像ファイルを送信できる

139 Swipe

コミュニケ

写真に簡単にコメントを書き込むことができる

140 ふきだしツクール

コミュニケ

簡単に写真に吹き出しと⽂文字を⼊入れられる．意図を画像と⽂文字でを⽰示すことが可能．

141 Drop  Talk(＊)

コミュニケ

コミュニケーションエイド．簡単に⾳音声付きシンボルを作成できる．

142 Funkey  Effects

コミュニケ

任意の図・写真と⾳音を登録したものを，VOCAの様にタッチで呼び出だせる．

143 Voice  4u(＊)

コミュニケ

コミュニケーションエイド．簡単に⾳音声付きシンボルを作成できる．

144 Tap  Speak  Button(＊)

コミュニケ

iPhone画⾯面がワンスイッチのVOCAに早変わり．

145 ねぇ、きいて(＊)

コミュニケ

コミュニケーションエイド．簡単に⾳音声付きシンボルを作成できる．

146

コミュニケ

コミュニケーションエイド．簡単に⾳音声付きシンボルを作成でき，連続表⽰示可能．

147 Photo  VOCA(＊)

コミュニケ

撮影した画像に⾳音声をつけられるシンプルなVOCA

148 Talking  Aid  シンボルS(■＊)

コミュニケ

シンボルコミュニケーション専⽤用VOCA

149 Talking  Aid  テキストS(■＊)

コミュニケ

画⾯面の五⼗十⾳音をタッチし，⼊入⼒力力したテキストを⾳音声読み上げさせられる．定型⽂文作成可

150 PhoTalkPad(■＊)

コミュニケ

写真に⾳音声とテキストを簡単につけられ記録しておける．VOCAとして利利⽤用可能

151 気持ちナビ(■)

コミュニケ

買い物や病気怪我の時に使うような状況で使うコメントをボタンひとつで⾳音声提⽰示

152 Aques  Talk(＊)

コミュニケ

⼊入⼒力力した⽂文字をオリジナルの合成⾳音声で出⼒力力できる．任意の定型⽂文の作成も可能．

153 フリートーク

コミュニケ

キーボードおよび⼿手書き⼊入⼒力力で2名が交互に筆談できる

154 筆談パット(■)

コミュニケ

iPad上で相⼿手を⾒見見ながら筆談で会話する

155 Finger  Chat(■)

コミュニケ

Bluetooth通信により，2台のiPhone/iPadを⽤用いて離離れた位置で筆談できる

156 カメレコ

コミュニケ

撮影した画像に⾳音声をつけられるシンプルなVOCAとして利利⽤用可能

157 お元気ですか(＊)

コミュニケ

いくつかの質問に答えるだけで認知の設定先に安否をメールできる

158 話せる⽂文字パッド(＊)

コミュニケ

⼊入⼒力力した⽂文字をオリジナルの合成⾳音声で出⼒力力できる．

159 かなトーク(＊)

コミュニケ

⼊入⼒力力した⽂文字を⾳音声出⼒力力できる．任意の定型⽂文の作成も可能．

160 ⼿手書きトーク

コミュニケ

⼿手書き⼊入⼒力力したカナを認識識し，⾳音声出⼒力力してくれる

161 VoiceText  Micro  Lite+  Hikari

コミュニケ

⼊入⼒力力したテキストをオリジナルの合成⾳音声エンジンで出⼒力力．感情を乗せることも可能．

162 I  pLay  waLk

コミュニケ

⼊入⼒力力したテキストをオリジナルの合成⾳音声エンジンで出⼒力力．⾳音声速度度ピッチ変更更可能．

163 棒読み

コミュニケ

⼊入⼒力力したテキストをオリジナルの合成⾳音声エンジンで出⼒力力．⾳音声速度度性別変更更可能．

164 ⼿手書き電話(■＊)

コミュニケ

インターネット回線を通じて離離れた相⼿手と⼿手書き⽂文字のやり取りができる

165 A-‐‑‒Delay

コミュニケ

マイクで拾拾った⾳音を遅延させイヤホンにフィードバック．吃⾳音⽤用発話練習に利利⽤用可能

166 カツゼツ

コミュニケ

細かなステップでカツゼツを⾃自⼰己学習可能．発話が苦⼿手な⼈人に．

167 発⾳音検定

コミュニケ

⽇日本語の発⾳音を練習することができる．発⾳音が苦⼿手な⼈人に．

168 W  Timer

時間認識識

2つのビジュアルタイマーを同時に提⽰示

169 Lotus

時間認識識

時間の経過を円（扇形）の⾯面積の減少で視覚化．1つの円で1時間．

170 Uz

時間認識識

Lotusの視覚化形状をが扇形から渦型にすることで，10時間(10周）まで対応．

171 Human  Timer

時間認識識

設定した時間経過を⼈人の⾷食べ物消化プロセスのアニメで模して⽰示してくれる．

172 タイムキーパー

時間認識識

任意の設定時間でチャイムを鳴らしてくれる．過集中の防⽌止に．

173 時間割

予定管理理

任意のスケジュールで時間割表を作成できる．

174 朝Check

予定管理理

指定時間に⾃自作のチェックリストを呼び出すリマインダー．朝の持ち物確認に．

175 たすくスケジュール(＊)

予定管理理

任意のアイコンを並べ，視覚的にわかりやすいスケジュールを簡単に作成．

176 お出かけCheck  Sheet

予定管理理

任意の時間にToDo/チェックシートをリマインドできる．

177 はなまる(＊)

予定管理理

任意の写真をつけた課題リストを作成できる．終了了時に評価をつけられ視覚化できる

178 ⽣生活計画表

予定管理理

⼀一⽇日のスケジュールを作成し円グラフ状に⽰示してくれ，現在何をすべきか視覚化

179

予定管理理

コミュニケーションエイド．簡単に⾳音声付きシンボルを作成でき，連続表⽰示可能．

180 縦型Calender

予定管理理

ひと⽉月の予定を縦⼀一列列折り返し無く表⽰示できる

181 Count  Down  Calender

予定管理理

GoogleCalenderと連動し，次の予定をカウントダウン提⽰示してくれる．

182 Bloom

学習⽀支援

タッチ位置から波紋と⾳音が同時に広がり位置によって⾳音が変わる．⾏行行為と反応の学習に

183 Soundrop

学習⽀支援

直感的にタッチ＆ドラッグのみで遊べる楽器．⾏行行為と反応の因果関係の学習に

184 Table  Drum

学習⽀支援

テーブルなど⾝身近な物をたたく⾳音をシンバルなど打楽器の⾳音に変換して演奏

185 Baby  Tap

学習⽀支援

画⾯面を触れば，ガラガラやビープ⾳音が鳴る．⾏行行為と反応の結びつきを学ぶ教材に

186 Sound  Box

学習⽀支援

画⾯面をタッチすれば⾳音と光で反応する．感覚⾃自体を楽しみたいときに利利⽤用可能

187 Smac  Talk

学習⽀支援

話しかけた内容を⼩小動物がそのままオウム返ししてくれる．⾏行行為反応の学習教材．

188 Wind  Toys

学習⽀支援

マイクに息を吹きかけると，シャボン⽟玉や綿帽⼦子が⾶飛ぶ．⾏行行為反応の学習教材．

絵カードコミュニケーション(＊)

たすくコミュニケーション(＊)

■：iPadのみ，●：iPhone  のみ，＊障害のある⼈人向けに開発されたもの
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189 いないいないばあ

学習⽀支援

画⾯面にタッチするとキャラクターがいないいないばあをする．⾏行行為反応の学習教材．

190 タッチカード

学習⽀支援

アイコンをタッチするだけでさまざまな⾳音や⾳音声が表⽰示される．⾏行行為反応の学習教材．

191 Sort  it  Out

学習⽀支援

カテゴリ毎に分類することを学習する教材

192 Look  Again

学習⽀支援

図形の重なりから，まとまりを探す知覚学習教材

193 Match  it  up  1

学習⽀支援

いくつか提⽰示されたアイテムからターゲットと同じものを提⽰示する．知覚学習教材．

194 間違い探し

学習⽀支援

⼆二つ並べた画像の相違点をタッチで指摘する．違い気付くための学習教材に．

195 ベビーまちがいさがし

学習⽀支援

⼆二つの画像の相違点を探すゲーム．⼦子ども⽤用に簡単なものになっている．

196 Build  it  up

学習⽀支援

提⽰示されたアイテムをサイズ順に並べ替えるゲーム．知覚学習教材．

197 Series  3

学習⽀支援

異異なる種類のアイテムの数を揃える，数概念念の学習教材

198 Matrix  Match  1

学習⽀支援

2つのカテゴリーの中から求められる条件のものを探す，学習教材．

199 Scan  and  Mutch

学習⽀支援

規則を認知し，その規則に応じた選択肢を選ぶ学習教材

200 Associations(＊)

学習⽀支援

写真が提⽰示され，次に提⽰示される選択肢から関連するものを選ぶ．概念念学習に

201 あいうさがし

学習⽀支援

イラストの中に紛れたひらがなを⾒見見つけるゲーム．⽂文字学習教材．

202 かなもじ

学習⽀支援

五⼗十⾳音のひとつの⾳音が提⽰示され，それに相当する⽂文字を選択肢から選んで学習する

203 ひらがなれんしゅうちょう

学習⽀支援

⾃自動採点機能を搭載したひらがな練習アプリ

204 書き取り漢字練習

学習⽀支援

⼿手書き⽂文字認識識機能を使った漢字ドリルアプリ．⽂文字の学習教材に．

205 おえかキロク

学習⽀支援

お絵かきソフト．描いた物をはじめから順番に再⽣生する機能がある．

206 かぞえる〜～る

学習⽀支援

数を数えることを学ぶ教材

207 Jigsaw  Pubble

学習⽀支援

任意の写真でジグソーパズルを作ることができる

208 YumYum  Puzzle

学習⽀支援

簡単に操作できるパズル．ある程度度の正確性で，ゲーム遂⾏行行が可能．

209 iSound  Quiz  Maker

学習⽀支援

⾃自⾝身の⾳音声ファイルを使って名称を当てるクイズを制作できる．

210 おとめくり

学習⽀支援

⾃自⾝身の⾳音声ファイルを使って⾳音の神経衰弱ゲームを作成できる．

211 オノマトペ

学習⽀支援

オノマトペの持つイメージをアニメーションで表⽰示してくれる．語感の学習教材．

212 キッズペイント

学習⽀支援

⾊色だけでなく，⽕火や⽔水といった属性を絵の中に配置することができる．

213 Moment

⾃自⼰己管理理

Facebook,Twitter,RSSフィードなどの情報を1⽇日ごとに収集し記録保存してくれる

214 えにっき＋

⾃自⼰己管理理

絵や写真と併せて⽂文章を記録できる絵⽇日記アプリ

215 Dayta

⾃自⼰己管理理

時間，回数，⻑⾧長さ，重さなど，あらゆる数字を記録できるライフログアプリ

216 iライフログ(●)

⾃自⼰己管理理

GPSと連動し，いつどこで何をしたか簡単な操作で記録できる

217 タイムシート

⾃自⼰己管理理

簡単な操作で出退勤を記録でき，テキストデータで書き出すことができる

218 いくメモ

⾃自⼰己管理理

育児に特化したメニューで，いつどこで何をしたかを簡単な操作で記録できる

219 えいぶる(＊)

⾃自⼰己管理理

個⼈人の障害特性や必要な⽀支援の情報をまとめた電⼦子サポートブックを作成できる．

220 Sleep  Cycle

⾃自⼰己管理理

枕の下にセットし，寝ている間の，寝返り等の体の動きのサイクルを記録．

221 あなたが寝てる間に

⾃自⼰己管理理

寝ている間のいびきや寝返りの⾳音を記録してくれる．

222 Cardiograph

⾃自⼰己管理理

指先の腹をカメラに押し当て，カメラが⽪皮膚⾊色変化を読み取ることで脈拍測定を⾏行行う．

223 静かにTimer

ふるまい

マイクから拾拾った⾳音を視覚提⽰示し，⼀一定時間中あるレベルの⾳音量量にならないよう⽀支援．

224 Noise  Level

ふるまい

マイクから拾拾った⾳音の⼤大きさ（デシベル）を⾵風船のふくらみ具合で視覚化する．

225 My  Class  Rules

ふるまい

マイクから拾拾った⾳音の⾳音量量を関知し⼀一定⾳音量量以下に保つゲーム．場の静⾳音を保つ際に．

226 iTake  Turns(＊)

ふるまい

⾃自分のターン，相⼿手のターン，を視覚的に提⽰示．タッチで切切り替えられる．

227 Now  and  Then(■＊)

ふるまい

場⾯面で求められる⾏行行動を伝える際に，任意の悪い例例と良良い例例を⽐比較して提⽰示できる

228 アニメDEマナーレッスン

ふるまい

ビジネスマナー等をアニメーションでわかりやすく視覚・⾳音声提⽰示してくれる．

229 空気読み

ふるまい

明⽂文化されない社会のルールをゲームで学ぶことができる

230 Toca  Tea  Party(■)

ふるまい

簡単な操作で相⼿手に何かしてあげることのできるままごとゲーム．やり取りの学習に．

231 ビジン道場

ふるまい

バーチャル環境で化粧のシミュレーションができる．

232 今⽇日の装備

ふるまい

天気の状況に応じて服装の⽬目安を教えてくれる

233 Cloth(●)

ふるまい

⾃自⾝身の⾐衣服を写真で保存し，バーチャルに組み合わせてコーディネートを試⾏行行できる

234 Y!きっず

安全管理理

⼦子ども向けウェブブラウザ．表⽰示テキストに学年年に応じたルビを振れる．

235 Y!あんしんねっと

安全管理理

⼦子どもの学年年に応じたフィルタリング可能なウェブブラウザ兼ポータルサイト．

236 i−フィルター

安全管理理

⾒見見せたくない任意のサイトをブロックできるブラウザ．ブラックリスト⽅方式．

237 Sweet  Home

安全管理理

設定したエリアの外に出ると⾃自動で任意のアドレスにメールを送信する

238 Google  Maps(●)

外出

GPSと連動した地図．現在地から⽬目的地のルートやその間の実⾵風景などがわかる．

239 Check  a  toilet(●＊)

外出

現在地近辺の利利⽤用可能なトイレを写真付きで提⽰示してくれる．

240 Voice  Compass(●＊)

外出

電⼦子コンパス．⽅方位とともに進んだ歩数計測をし，それを読み上げてくれる．

241 駅．Locky

外出

指定した電⾞車車の出発時刻までをカウントダウンしてくれる．

242 NOSS

外出

駅施設のバリアフリー化の情報に特化した検索索ができる

243 イマココ

外出

ボタンひとつで現在地の住所と周辺地図を含んだメールを作成してくれる．

244 きたみち帰る(●)

外出

GPS情報を記録し，来た道と逆⽅方向（帰り道）をナビゲートしてくれる

245 Wheel  Map(●＊)

外出

GPS情報と連動し⾞車車いすに対応した施設や飲⾷食店を検索索・ナビゲートしてくれる

246 バリぐる(＊)

外出

⾞車車いすで⼊入ることのできる飲⾷食店のみを検索索表⽰示

247 コンパス

外出

デフォルトでインストールされているデジタル⽅方位磁⽯石．VoiceOver  で読み上げ可能．

248 全国タクシー(●)

外出

必定事項をタップするだけでGPS情報を基に近くのタクシー会社に配⾞車車依頼できる

249 ⾷食べログ(●)

外出

GPS機能を利利⽤用して近所にある⾷食べ物屋を地図上に表⽰示．

250 乗り換え案内

外出

任意の駅から駅までの経路路を，時間，価格，乗換回数順で検索索できる．

■：iPadのみ，●：iPhone  のみ，＊障害のある⼈人向けに開発されたもの
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