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かかわらず，

「直接タッチ」による読み上げ

視知覚に困難
があると考え

「ステップ読み」ボタン
ピンチアウトによる拡大
「自動読み」ボタン

読み上げ速度の調節ボタン
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児童の取り組みの様子

補助がなくとも授業に参加できる
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