
Snap Core First
トレーニングカード



これはSnap Core Firstのトレーニングカードです。日常生活でデバ
イスをフル活用するためのサポートと、基本的な編集の仕方を紹介
します。
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QRコード

Androidユーザー
Google Playストアから無料のQRコードリーダ

ーアプリをダウンロードします。「QRスキャナー」
や「QRリーダー」を検索して、オプションを見つ
けてください。

Windowsユーザー
Windowsストアから無料のQRコードリーダー
アプリをダウンロードします。「QRスキャナー」
や「QRリーダー」を検索して、オプションを見つ
けてください。

iOSユーザー
iOS 11をお持ちの場合、携帯電話のカメラを
開いて、QRコードに向けます。表示される通知
をタップします。

iOS 11にアップデートしていない場合は、QR
コードスキャナーアプリをダウンロードしてく
ださい。App Storeには多数の無料アプリがあ

ります。

QRコードを使用すれば、Webアドレスを入力しなくても、動画などの情
報にすばやくアクセスできます。スマートフォンのカメラを使用してQRコ
ードをスキャンし、リンクされた情報を表示します。
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FAQ
AACは会話能力の発達を妨げますか？
いいえ。実際に、AAC は、自然な音声の使用や発達を妨げるものではないと言明したこの10 年
間の研究があります。

AACはいくらか会話ができる人々にも役立ちますか？
はい。AACは、言語障がいのあるユーザーが、身近な会話相手となじみのない会話相手の両方と
の会話の中で、ユーザーの実力を発揮できるようにサポートできます。その可能性を最大限に引
き出すことをサポートします。 

身体障がいがありコミュニケーションデバイスにタッチできない場合、解
決策はありますか？
はい。個人がAACデバイスで選択を行うには、さまざまな方法があります。これは、しばしばアク
セス方法とも称されます。コミュニケーションデバイスに触れることができない人は、視線、ヘッド
ポインター、マウス、またはスキャンを主な選択手段として使用できます。

誰かがAACを使用する場合に、若すぎたり障がいが多すぎたりすることは
ありますか？
いいえ。コミュニケーションを強化するために、若すぎたり、障がいが多すぎたりすることはありま
せん。

AACは、言語の発達、認知、リテラシーのスキルだけでなく、社会、教育、遊びの環境への参加にも
プラスの影響を与えます。
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デバイスの保守
弊社のデバイスは、通常のノートパソコンやタブレットとは異なるように構築されていま
す。
耐衝撃性と耐湿性と防塵性を証明するIP54分類に耐える高速のソリッドステートハードドライ
ブを搭載するように設計されています。さらに、画面は損傷に強いGorilla Glass™です。

小雨の中でデバイスを使用できますか？
問題はありません！お客様のデバイスは、水はねに耐えるように設計されています。外出する場合
は、雨から守ってくれるポートカバーが所定の位置にあることを確認してください。

夕食時にデバイスの使用は可能ですか?
問題はありません。必要に応じて、汚れたときは少し湿らせた布等で拭いてく
ださい。

デバイス内部に染み込む
可能性のあるスプレー製品
は使用しないでください。 

クリーニング：
 ■  デバイスをクリーニングする前にシャットダ
ウンして、すべてのケーブルを取り外してく
ださい。

 ■ 抗菌クロス等をお使いいただけます。

 ■ 外面のみを拭いて、製品が自然に乾燥でき
るようにしてください。

ケーブルの保守：
 ■ デバイスに充電する際は、ケーブルとコネク
タが不意に引っ張られないようにデバイス
を電源コンセントの近くに置いておいてく
ださい。

 ■ 電源ケーブルをきつく巻いたり、ねじったり、
何かに巻き付けたりしないでください。

デバイスの保守は重要ですが簡単です。

場所を問わず耐久性に優れたデバイ
スを携帯できます。



Snap Core Firstを設定する

最小グリッドの1x1～2x3は、長い言葉や会話ではありません。これらはユーザーにページ
間を移動する機能を提供しない、簡単な初級向け練習ページです。

実際、ユーザーは、ナビゲーション機能を使用できるグリッドサイズ（少なくとも3x3）には
やく移行すべきでしょう。必要に応じてサポートしてあげて下さい。これにより、ユーザーの
正しいナビゲーションと言葉の選択をモデル化することもできます。

グリッドサイズを選択するための役立つヒント

1 Snap + Core Firstを開く

Snap Core Firstを初めて開くと、ユーザー
設定ウィザードが起動します。

MyTobiiDynavoxに今すぐまたは後でサイ
ンインします。

Snap Core Firstを使用する人の名前を入
力します。

声を選びます。

ユーザーが正確にアクセスでき、単語の
ボタンが最も多いグリッドサイズを選択
します。

2

3

4

6

5
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Snap Core First用語集

場面
特定の状況または環境に関連する、場面に即

した会話例や単語リンクを集めたページセット。

ツールバー
ツールバーは、すべてのコミュニケーションツ
ールが配置されている場所です。ここから、「基
本文」、「話す」、「場面」などのツールを見つけ
てください。

話す
会話を続けたり、注目を集めたり、コメントし
たりするために、日常生活の中で使える単語
やフレーズ。

基本文
よく使う単語を組合わせて文章を作る練習が
できるページセット。 
 

「ことばリスト」および「場面」
ことばのリストはカテゴリー別に分類されてい
ます（例：食べ物、ペットなど）。場面の会話例や
単語はカテゴリー別に整理され、特定のトピッ
クに関連しています。
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Snap Core First用語集

行動サポート（各場面にあります）

はじめに...次に
最初に何が起こるか、その後に何が起こるかを
ユーザーに示します。

社会的な関わりの台本（スクリプト）
ユーザーが状況を説明し、それをポジティブな
方法でどのように感じ、管理できるかの社会的
会話例の台本です。 

見えるタイマー
ある活動のためにタイマーをセットし残り時間
を可視化します。

ミニスケジュール
これからの予定や起こる事を順序良く示しま
す。示します。

ダッシュボード
ダッシュボードには、
音量やリモコンなど
のデバイスコントロー
ルが含まれています。
ツールバーからアクセ
スできます。

編集用ツール
コンテンツまたは設定
を変更します。
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AACの使用
AACを使用することは、個人が日常的な活動に関わる機会を提供するこ
とを意味します。導入を成功させるための最初のステップは、優れたコミ
ュニケーションパートナーになることです。
コミュニケーションパートナーのスキルとは、コミュニケーター（ユーザ
ー）が効果的に学ぶのを助けるためのテクニックです。

機会を見つける
個人がコミュニケーションス
キルを学習し、練習できる時
間を探します。たとえば、Snap 
Core Firstを使用して、食べる

スナックや見る映画を選択す
る手助けをします。

ポジティブなコミュニケ
ーション環境をつくる。
コミュニケーションを促進す
る以下の態度と戦略を提案
します。

 ■ 能力を仮定する「あなたがこれができる事知ってるよ。」

 ■ テストすることではなく、使う事に焦点を当てる「本を探して」と言う代わりに。「読書の時間です。
どんな本を読んだらいいでしょうか？」

 ■ あらゆるコミュニケーションの仕方に対応する  
学習者：あなたに微笑みかけたらパートナー：「こんにちは！」

 ■ 待つこと  
パートナーは用語を見つけるのを支援する前に、5まで数えます。

4



AACの使用

成功を期待する
あなたが学習者に期待すること・時期・方法以上の成功を期待しましょう。

成功とは次のようなものがあります。

 ■ インタラクション（交流や意思の疎通）に対する関心の高まり

 ■ コミュニケーションの開始

 ■ より多くのことばの使用

 ■ より長いインタラクション

 ■ インタラクションをより多く楽しむこと

 ■ より自立したコミュニケーション

モデル化
モデル化は、AACを使用したコミュニケーションを人々に教えるための最良の方法であることが
証明されています。モデル化には、人と話したり対話したりするときにデバイスに触れて使用する

ことが含まれます。

 ■ モデル化とは、学習者にコミュニケーションの方法を示すことです。

 ■ 模倣を必要としません。

 ■ すべての言葉を覚えさせる事ではなくキーワードをモデル化します。

 ■ ことばを探すことをモデル化します。

 ■ 間違いは大丈夫です。間違いは、間違いを修正する方法をモデル化する機会になります。

 ■ モデル化はクイズやテストではありません。
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使ってみましょう！
おめでとうございます！  仕事に取り掛かり、日常生活でSnap Core First

を使用する方法について話しましょう。

開始するための4つのアクティビティー（活動）を用意しました。やる気を
起こさせ、魅力的なアクティビティを選択してください。繰り返しは学習
をサポートするので、気軽にアクティビティを繰り返してください。

これらの初心者にありがちな間違いをしないでください！
 ■ ゼロから何かを作成する必要はありません。学習の枠組みは
組み込まれています。まずスナップの内容を理解し、ユーザ
ー向けにカスタマイズしてください。

 ■ お客様自身やユーザーにプレッシャーをかけ過ぎないでくだ
い。最初から正確にすべてのタスクを完了することは実際に
はありえません。間違っても大丈夫です。カード#4で提供する
ヒントー学習者が関わり参加する機会を提供するのを助ける

「AAC を使用」を使いましょう。

より詳細な目標とレッス
ン計画については、カー
ド#11 - Pathways for 
Core First と Core First 
Learningを参照してくだ

さい。 
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サポートとトレーニング：

テクニカルサポートの電話番号：

http://creact.co.jp/

03-3444-5401

大事な情報

5
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 ■ ストーリーに繰り返し使われる文章があり、読書の場面のページに空のボタンがある場
合は、その文をボタンにプログラムします。

 ■  繰り返し文が出てくるたびにボタンを選択します。

 ■「ページをめくる」や「もう一度読む」などのメッセージは、すでにデバイスにプログラムさ
れています

 ■ 子供が環境内で見たり指したりするすべてのものにコメントします。終わったら、どんな
に素晴らしくあなたとお話しできたかを強調します。

 ■ もう一度本を見直して、画像に焦点をあてます。それらの画像に合うデバイスの中の言葉
を探してモデルリングします。

本を紹介し、表紙を見せま
す。本の内容について話し
合います。

各ページを読み、ページ
の最後に一旦中断して、コ
ミュニケーションの機会を
確保します。 

アクティビティ
本を読む

読む中で、一旦停止してコ
メントを出したり、質問を
します(例えば、あなたは
どう思う？　怖い？　私は
男の子は怖がっていたと
思う、等）。

本を読み終わったら、テ
ストをしないで、代わりに
彼らがどのように感じた
か、またはストーリーにつ
いてどう思ったかを尋ねて

ください。

ステップ

準備
ツールバーで場面を選択します。読書のボタ
ンを見つけて、アクティビティを開始する前に
ページの中の言葉を確認します。

資料
Snap Core First  
読書の場面
お気に入りの本
快適な場所

役に立つヒント

1

2

3

4
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 ■ ことばの詳細については、 トピックの単語の下にある[ゲームワード]フォルダを確認
してください。

 ■「私の番」、「もう一度プレーする」、「このゲームが好きではない」などのメッセージは、
すでにお使いのデバイスでプログラムされています。

 ■ ユーザーが私の番、あなたの番など適切なボタンを選択して順番を理解できるように
します。

以前にプレーしたことが
ない場合は、ゲームを紹介
してルールを確認します。

ページで確認したことば
を使用してゲームを開始
します。

休憩して、ゲームの進行状
況についてコメントしてく
ださい。

ゲームが完了したら、時間
をかけて意見や感想を言い
合います。

アクティビティ
ゲームをする

ステップ

ゲームのアイデア
Go Fish、War、Bingo、Memory、Candyland 好
きなゲーム

準備
ツールバーでの場面ボタンを選択します。ゲー
ム場面を見つけて、アクティビティを開始する
前にページの中のことばを確認します。

資料
Snap Core First  
ゲームの場面
お気に入りのボードゲーム
やカードゲーム
スナック(オプション)

役に立つヒント

1

2

3

4
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 ■ 編集ボタンを使用して、「お気に入りのチーム名 [ ]」というボタンに [お気に入りのチー
ム] を追加します。

 ■「今日はゲームがありますか」、「このチームが大好きです」、「へたくそ」などのメッセージ
は、すでにデバイスにプログラムされています。

 ■ 空のボタンがある場合は、チームの楽しい応援のための言葉をプログラムしてください。

見ているスポーツイベン
トを紹介し、どのチーム
がプレーしているかを確
認します。

ゲーム中に楽しいコメント
をするためにボタンを探し
て読上る方法を説明します。

アクティビティが終わった

ら、成功したコミュニケー
ションの試みを確認してく
ださい（たとえば、「ボール
を好きなことを示すため
にボールへの指し方がと
ても気に入りました」など）。 

資料
Snap Core First  

スポーツ場面
お気に入りのスポーツイベ
ント
スナック(オプション)

役に立つヒント

1

2

3

ステップ

アクティビティ
スポーツ観戦

7

準備
ツールバーでトピックを選択します。スポーツ
の場面ボタンを見つけて、アクティビティを開
始する前に場面の言葉を確認します。



 ■「外食したい?」、「この場所が大好き」、「何も欲しいものが無い」などのメッセージは、す
でにお使いのデバイスにプログラムされています。

 ■ 給仕スタッフを含め、テーブルの全員と関わるように促します。

レストランに行くことにつ
いて話し合う

レストランに行く前に、会
話例や言葉のモデリング
を開始できます。たとえば、

「夕食に出かけましょう」ボ
タンを選択します。

レストランに着いたら、食
事中に食事の間の言葉や
会話を。

食事を終えたら、成功した
コミュニケーションの試み
を確認します。（例：「「もっ
と」を押したとき、私はもっ
とパンをあげたよね。

資料
Snap Core Firstレストラン
の場面
お気に入りのレストラン
おいしい食べ物

役に立つヒント

1 3

2
4

ステップ

アクティビティ
レストランに行く

7

準備
ツールバーでの場面ボタンを選択します。レス
トラン場面を見つけて、アクティビティを開始す
る前にページにある言葉を確認します。



検索ツールを選択します。

テキストボックスを選択し、検索する単語を入力します。

オプションのリストから、探していた言葉を選択します。

ハイライトされた表示されたパスに従って、単語またはフレーズを見つけます。

単語を検索する

8

1

2

3
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グリッドサイズの変更
ユーザーがボタンを正確に選択出来ることを優先させて下さい。コミュニケーションデバイスに
慣れて使えるようになるには練習が必要です。数の少ないグリッドサイズから始めます。ユーザー
がデバイスの使用に慣れるにつれて、より数の多いグリッドサイズに移動できる場合があります。
グリッドサイズの変更は簡単で、「基本文」のページセットは、グリッドサイズ間で単語の場所に一
貫性が有るように設計されています。

1

2

3

4

5

[編集]ボタンを選択します。

[ページセット] タブを選択します。

[グリッドサイズ]を選択します。

最適化したグリッドサイズの一覧から選択します。

[完了]を選択します。
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ボタンの編集
1

2

9

3

4

5

6

7

8

編集したいボタンがあるページに移動します。

[編集]を選択します。

終了したら、[完了]を選択します。

編集用パネルが画面の下部にポップアップ表示されます。「ボ
タン」がすでにハイライトされていることに注意してください。

編集するボタンを選択します。

ボタンのシンボルを変更するには、次の操作をします。

ボタンに表示されるテキストを変更するには、「ラベル」フィールドに入力します。ボタンが選
択されたときに挿入または音声で読み上されるメッセージを変更するには、[メッセージ] フ
ィールドに入力します。

[スタイル]を選択して、ボタンの色、境界線、フォント、またはレイアウトを変更します。

アクションを編集して、ボタンが選択されたときの動作を変更します。

写真を追加するには、[カメラ] ボタンを選択します。

シンボルを検索するには、[検索] ボタンを選択します。
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サポート編集用パネルの下部にある [プレ
ビュー] ボタンを選択して、行動サポートへ
の変更をプレビューします。

終了したら、[完了]を選択します。

アクション（ミニスケジュール、ビジュアルタイ
マー、最初に、次に、スクリプト）を選択します。

任意の行の鉛筆アイコンを選択して、変更
を加えます。

行動サポートの編集
1 行動サポートの編集を含む [サポート] ペー

ジを検索します。

2 [編集]を選択します。

3 編集サポートのボタンを選択します。

4

5

6

7
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ページの共有と保存：
同期

同期を使用すると、次のことが可能になります。

 ■ 複数のデバイスで同じバージョンのページセットを使用する

 ■ ページセットを他の人と共有する

 ■ リモートで編集する

 ■ ページセットを1回のクリックでクラウドに保存する

これは同期ボタンで
す。Snap Core Firstの
トップバーにあります。

コピーとは異なり、同期されたページはクラウド内の最新バージョンを介して相互に接続され
ます。

[同期]を選択すると、クラウドに加えた変更を送信し、他の人が加えた変更を受け取ります。

接続されたすべてのデバイスが同期すると、すべてのページセットのバージョンが同じになり
ます！
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ページの共有と保存：
ファイルに保存

10

ファイルに同期または保存
しますか?

スナップのユーザーとページをファイルにバックアップできます。これら
のファイルは、myTobiiDynavox.comに保存して共有することも、デバイ
スやUSB上にローカルに保存することもできます。 

ファイルに保存
ファイルに保存することは、あなたとは別の、
独自の編集をしたい人 と々ページをシェアした
り、ページセット全体ではなく、一部のページ
を保存または共有する場合に適しています。

インターネットに接続していないときは、ファ
イルに保存すると便利です。自分用のバックア
ップファイルを作成するとか、USBドライブに
ファイルを入れて他の人と共有するのに適し
ています。

「ファイルに保存」は、ユーザーをバックアッ
プする唯一の方法であり、すべての設定が含
まれます。

同期
同期は、ユーザーが複数のデバイス間を移動
する場合に最も便利です。  
多くの場合、学校で使うデバイスとは別に家
で使うデバイスを持っています。2つのデバイ
ス間でページセットを同期して、一貫性を確保
します。

同期を使用して、ユーザーに迷惑をかけること
なくリモートで編集することもできます。 
たとえば、PCでページセットを編集している
間、ユーザーはコミュニケーションデバイスを
引き続き使用できます。PC で同期し、コミュニ
ケーションデバイスで同期して変更を受け取
ります。

同期は、単一のデバイスの便利なバックアップ
方法としても使用できます。同期するたびに、
クラウドへのバックアップを作成します。



Pathways for  
Core Firstの詳細につ
いては、このコードをス

キャンしてください。

Pathways for Core First
Pathways for Core Firstは、Snap Core First ユーザーへの関わり方につ
いて専門家のガイダンスを提供する無料のコンパニオンアプリです。

 ■ スナップを設定する

 ■ 編集方法を学習してCore 
Firstをカスタマイズする

 ■ 楽しいアクティビティを使っ
て試してみてください

 ■ コミュニケーションスキル
を構築する

 ■ 使い方のスキルを構築する

Pathwaysは、Snap Core スナップとのAACコミュニケーシ
ョンのメリットを最大限に引き出すのに役立つスキルをス
テップバイステップで提供します。

 ■ 社会的スキルを構築する

 ■ ポジティブな行動の促進

 ■ 目標にするグリッドを使用
して目標を特定する

 ■ 成長を促すためのヒントを
学習する

 ■ 成長を観察する
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Pathways for Core Firstは英語版に対応しています。



myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavoxに参加すると、次のこと
ができるようになります。

 ■ システムを安全にバックアップする

 ■ 無料ツールとリソースをダウンロードする

 ■ 無料のCore Firstレッスンプランを確認する

 ■ 利用可能な更新について学習する 

 ■ テクニカルサポートとFAQにアクセスする

 ■ ページセットとページバンドルを共有する

myTobiiDynavox.com

無料のmyTobiiDynavox.comアカウントを使用すると、バックアップ用
のクラウドストレージ、ページセットの同期と共有、レッスンプランなど、
さまざまな特典を利用できます。
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株式会社クレアクト：03-3442-5401


