
TD Snap Core First
トレーニングカード



これは、TD 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

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。

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。
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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、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、視線入力、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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TD Snap Core First用語集

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。

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。

「ことばリスト」および「場面」の単語
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。

すぐに話す
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。

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」、「場面」、「すぐに話す」な
どのツールを見つけてください。
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TD Snap Core First用語集

はじめに...次に
最初に何が起こるか、その後に何が起こる
かを個人に示します。

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。

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。

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
小さなアクティビティのセットの順序を示
します。

行動サポート（各場面にあります）
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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り参加する機会を提
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、TD 
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。」
 ■テストする事ではなく、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。
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AACの使用

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。

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
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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TD 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（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TD Snap Core First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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大事な情報
サポートとトレーニング： http://creact.co.jp

テクニカルサポートの電話番号： 03-3444-5401

メモ：:

http://creact.co.jp
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アクティビティ: 本を読む
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。

1

2

3

4

資料
 ■ TD Snap Core First 
読書の場面

 ■ お気に入りの本
 ■ 快適な場所

ステップ

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。 

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(たとえば、これまでどうあなたはどう思う？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。

役に立つヒント
 ■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。



ステップ

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。
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アクティビティ: ゲームをする
ゲームのアイデア
Go Fish、War、Bingo、Memory、Candyland 好きなゲーム

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

します。

1

2

3

4

資料
 ■ TD 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
 ■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。
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アクティビティ: スポーツ観戦

役に立つヒント
 ■ 編集ボタンを使用して、「お気に入りのチーム [ ]」というボタンに [お気に
入りのチーム名] 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。

準備
ツールバーで場面を選択します。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。

1

2

3

資料
 ■ TD Snap Core First 
スポーツの場面
 ■ お気に入りのスポーツイ
ベント
 ■スナック(オプション)

ステップ

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
てアクティブにす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）。



ステップ

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、食事の間の言葉や会話を使っ
てモデル化します。

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！」）。
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役に立つヒント
 ■「外食したい?」、「この場所が大好き」、「何も欲しいものがない」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。

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

1

2

3

4

資料
 ■ TD 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
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単語を検索する

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。

検索ツールを選択します。1

2

3

4
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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できるようにすることを優先することをお勧めしま
す。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、TD Snap Core First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。

[編集]ボタンを選択します。

[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。

1

2

3

4

5

[ページセット] タブを選択します。



TD SnapでGoogleアシスタントを使用

成功へのヒント
 ■ 音楽を大音量で再生すると、音楽をオフにしたり、コマンドを実行したりするのが難し
くなる場合があります。
 ■ Googleコマンドを送信したときに期待した応答が得られない場合は、別の表現を試
すか、より具体的にしてください。 
例：「OK Google、照明をつけて」が機能しない場合は、「OK Google、居間の照明をつ
けて」を試してみてください。
 ■ なお、外付けのGoogleスピーカーを使用する場合は、コマンドの前に「Ok Google」と
言う必要があります。
 ■ヘルプや、ホームオートメーション機能のバックアップシステムを使用することができ
ます。
 ■ゲームは、特定の応答を必要とせず、応答するのに十分な時間を与える場合に最適に
機能します。

TD Snapで利用できるGoogleアシスタントのページは、機能ごとにまと
められています。これらのページのボタンを使用すると、日常のタスクを
管理したり、音楽を再生したり、質問したり、Googleアシスタントを使用し

て家を管理したりすることができます。

TD SnapでGoogleアシスタントページを見つけるには
ツールバーでダッシュボード 
を選択します。

1

2 Googleアシスタントを選択 
します。

追加のハードウェアは必要ありま
せん。

Google Nestミニデバイスまたは
Googleアシスタント対応スピーカー
が必要です。

Logitech Harmony Hubが
必要です。

スマートコンセント、電球、サ
ーモスタットが必要です。

アイコンは、そのボタンを使用するために必要な機器を示しています
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TD SnapでGoogleアシスタントを使用

Google Homeアプリは必要ですか？
Do I need the Google Home app?
はい、追加機器（Google Nest Mini、スマートプラグなど）を購入した場合は、スマートフ
ォンやタブレットにGoogle Homeアプリが必要です。

Googleアカウントは必要ですか？
はい、Googleアシスタントを使用するには無料のGoogleアカウントが必要で
す。GoogleアカウントをTD Snapに接続する必要があります（[編集] > [ユーザー] > 
[Googleに接続]）。

音楽は聴けますか？
はい、外部のGoogleスピーカー（Google Nest Mini、Google Home Nestなど）を使用し、
デバイスで音楽が聞こえることを確認する必要があります。 

家の照明を制御できますか？
はい、適切な機器があれば、家の照明を制御できます。

私の家にはスマート家電があります。Googleアシスタントで操作できますか？
はい。詳細については、スマート家電に付属のガイドを参照してください。

緊急電話にGoogleアシスタントを使用できますか？
いいえ。Googleアシスタントは、緊急サービスを呼び出す
ことはできません。

サポートを受けるにはどうすればよいですか？
TD Snapソフトウェアに関する問題については、Tobii 
Dynavoxテクニカルサポートにお問い合わせください。 

スマート機器に関する問題については、メーカーのWeb
サイトにアクセスしてください。

Googleサポートのトラブルシューティング
https://qrco.de/GoogleAssistantExplore
https://qrco.de/GoogleAssistantHelp
https://qrco.de/GoogleNestHelp

TD Snapガイドの
Googleアシスタン

トの全文を読むに
は、QRコードをスキャ

ンしてください。
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https://qrco.de/GoogleAssistantHelp
https://qrco.de/GoogleNestHelp
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ボタンの編集

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。

編集したいボタンがあるページに移動します。1

[編集]を選択します。2

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。

3

編集するボタンを選択します。

ボタン記号を変更するには、次の操作をします。

4

5

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。

7

6

8

終了したら、[完了]を選択します。9
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行動サポートの編集

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。1

[編集]を選択します。2

編集サポートのボタンを選択します。3

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。

4

5

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、ビヘイビアサ
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。

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

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！

これは同期ボタンで
す。TD Snapのトップ
バーにあります。
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ページの共有と保存： ファイルに保存

TD Snap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。

ファイルに同期
または保存し

ますか?

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々とページをシ
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。
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Core FirstへのPathways

Core FirstへのPathwaysは、TD Snap Core Firstユーザーへの関わり方に
ついて専門家が解説する無料のコンパニオンアプリです。

Pathwaysは、TD Snap Core Firstを使った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。
 ■ TD Snap Core Firstを設
定する
 ■ 編集方法を学習してTD 
Snap  
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
 ■ 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

Pathways for Core Firstは英語版に対応しています。

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。
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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。

http://myTobiiDynavox.com
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追加サポート

株式会社クレアクト
03-3442-5401

TD Community
qrco.de/TDFB

TD Snapサポートページ
qrco.de/SnapHelp

Tobii Dynavox学習ハブ 
(英語のみ)
learn.tobiidynavox.com

#12007990 Tobii Dynavox Snap Core First Training Cards v.1.3 - ja-JP

http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/SnapHelp
http://learn.tobiidynavox.com

