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　はじめに 

「カード」と「セット」について 

　指伝話メモリの「カード」に、画像(タップ前・タップ後)、文字(タイトル・サブタイトル・
説明)、音声(読み上げテキスト)を使うことができます。 
カードは自由に作ることができます。 
「カードの束」のことを、「セット」と呼びます。「セット」の設定で、タップ前・タップ
後それぞれの表示の内容を設定できます。

iPad 専用指伝話メモリ
画像と音声を組み合わせて使うアプリです
絵と文字と音声を使ってコミュニケーションします

絵や写真のカードをタップ。カードの表示内容が変わると 
同時に声でことばを伝えるのが基本的な使い方です。 
カードの表示内容は、文字だけ、写真だけ、文字と写真など、 
16通りの組み合わせから選択できます。

絵と文字と音声、組み合わせ方いろいろ！

使い方はあなた次第！

 ・１枚ずつ表示して紙芝居に   ・英単語のクイズ 
 ・フォトアルバム   ・ことばの練習帳 
 ・お店に置く外国人向けの写真入りメニュー

iPadのカメラで撮影した写真でカードを作れます。

フィンランド 
Republic of  
Finland

タップ後にすべてを表示するようにした例カードの中身をつくります
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　基本的な使い方 

セット一覧 

　指伝話メモリを起動すると、セットの一覧が表示されま
す。画面右上のマークで、「プレイモード」と「編集モー
ド」を切り替えます。 

プレイモード 

　プレイモードでは、タップしたセットを
表示します。表示されているセットが多い
場合は上下にスクロールしてください。 

編集モード 

　編集モードでは、セットの編集、新規作
成、削除、コピー、並べ替えを行います。
編集モードにすると、セットのアイコンの
左上に X マークが、アイコンの真ん中に鉛
筆マークが表示されます。 

セットの削除 

　セットのアイコン左上の X マークをタップすると、セットを削除す
る確認画面が表示され、セットを削除することができます。

モードの切り替え

プレイモードでの表示

編集モードでの表示

削除の確認
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セットの並べ替え 

　セットのアイコンを長押しすると、アイ
コンが震える表示になりますので、そのま
まドラックして並び順を変えることができ
ます。 

セットのコピー 

　「コピー」メニューを選択すると、コピー
モードになります。「コピー」メニューの
文字が「キャンセル」に変わります（アイ
コン表示の場合は色がつきます）。コピー
モードを終了するには、キャンセルを選択
してください。 
　コピーモードの状態で、いずれかのセット
をタップすると、一覧に「○○のコピー」と
いう名前のセットが作成されます。 

セットの新規作成 

　新しくセットを追加する方法は、次の章で説明します。 

長押ししてドラッグして移動

メニューが変わります
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　セットの作成 

　編集モードで「新規」メニュー（アイコン表示
では + マーク）を選択して、セットを新規作成
します。 

　　　　　　　　　　　セット名の入力 

　作成するセットの名前を入力します。セット名はセッ
ト一覧に表示される時の名称です。セット名は後から変
更することもできます。 

使用するカードの選択 

　カードで使う画像は、既に作成されてい
るセットの中から選択するか、カメラロー
ルから選択します。画面左下のアイコンで
切り替えます。 
　画像をタップすると、選択されたマーク
がつきます。再度タップすると選択が解除
されます。選択が終わったら、画面右上の
「保存」をタップします。 
　作成されるセットでは、選択された順番
でカードが配置されます。既存のセットか
ら画像を選択した場合は、画像だけではな
くカードの内容もコピーされます。 
　選択をし終わったら画面右上のアイコンを 
タップして保存します。セットの中のカード一覧画面に移動し、それぞれのカードの設定を
行うことができるようになります。 
　作成を中止するには、画面左上のボタンをタップします。 

メニューから「新規」を選択

セット名を入力

画像をタップして選択
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　セットの編集 

　セットの中のカードの一覧画面から、カー
ドを編集します。 

カードの内容の編集 

　カード一覧でカードをタップして、カー
ドの内容を編集します。 
　カードの項目には、タイトル、サブタイ
トル、説明、画像、タップ後の画像、読み
上げテキストの５つがあります。このうち
タイトル、サブタイトル、説明、画像を、
どのように表示するかを別途設定します。
使用する部分だけ入力しても構いません。
例では英語を入れてありますが、用途は限
定されていませんので、自由に使用してく 
ださい。 

カードの動作設定 

　カードの表示方法は、「動作設定」で行います。 
　「セット名」はセット一覧で表示される名称です。「説明」はセットの内容をメモしてお
く場所です。セットの表示では使用されません。「カバービュー」はセット一覧で表示され
るプレビューのアイコンとなるカードを選択してください。

カードの一覧画面

カードの編集画面
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カードの動作を設定する画面（続き）

カードの表示 

　「表示枚数」：１ページ（画面）に何枚のカードを表示するかを指定します。 
　「ランダム表示」：カードの表示をランダムに表示することができます。ページの中でラ 
ンダムにするか、セット全体でランダムにするかの指定ができます。 
　「表示スタイル」「タップ後の表示スタイル」：カードの表示内容と、タップした後の表
示内容を指定します。何を表示させるかを指定してください。 
　「タップアクション」：タップしたときの画面の切り替え方を選べます。 
　「スライドショー」：カードの表示を自動的にページ送りするスライドショーモードにす
ることができます。繰り返しやページ送りの間隔(秒)も指定できます。 
　「音声」：タップした時に発する音声の設定をします（音量、音程、速度、話者）。 
なお、読み上げテキストの中にタグを書いて、音量、音程、速度、話者を切り替えることも
可能です。(タグについては8,9ページを参照ください) 

カードの追加 

　「追加」メニューをタップして、新しい
カードを追加することができます。画像の
選択画面に移動しますので、選択してくだ
さい。 

カードの削除 

　「編集」メニューをタップすると編集
モードになります。各カードの左上の X 
マークをタップしてカードを削除します。
カードを長押ししてプルプルしたら、 
カードの並び順を変えることができます。

カード一覧の編集モードの状態

カードの動作を設定する画面
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タグについて

指伝話メモリの読み上げテキストでは、［ ］でくくられた文字は読みません。 
これを利用して、さまざまな指定のタグを使うことができます。
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はじめての指伝話（2015.3）  © Office Yui Asia Limited. All rights reserved.

http://www.yubidenwa.jp/
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[話す人を指定するタグ] 
　書き方　：　[ ] の中に、話す人の名前を書きます。 
　　　　　　　SHO, HARUKA, SAYAKA, RYO, JULIE, PAUL, Systemから選んでください。 
　　　　　　　SystemはiOSの音声で、表のようなタグをつけると外国語も音声にできます。 
　例１　　：　話す人をことばによって変える 
　　　　　　　[Sayaka]こんにちは。私はさやかです。 
　　　　　　　[Julie] I am Julie. Nice to meet you. 
　　　　　　　[Ryo] りょうです。よろしくお願いします。 
　例２　　：　Systemとタグで外国語を使う 
　　　　　　 [system:fi-FI] Hei. Hauska tavata. （フィンランド語） 

タグの書き方 音声になる言語

[system:ar-SA] アラビア語 (Saudi Arabia) [system:cs-CZ] チェコ語 (Czech Republic)

[system:en-ZA] 英語 (South Africa) [system:da-DK] デンマーク語 (Denmark)

[system:th-TH] タイ語 (Thailand) [system:es-MX] スペイン語 (Mexico)

[system:nl-BE] オランダ語 (Belgium) [system:fr-CA] フランス語 (Canada)

[system:en-AU] 英語 (Australia) [system:nl-NL] オランダ語 (Netherlands)

[system:de-DE] ドイツ語 (Germany) [system:fi-FI] フィンランド語 (Finland)

[system:en-US] 英語 (United States) [system:es-ES] スペイン語 (Spain)

[system:pt-BR] ポルトガル語 (Brazil) [system:it-IT] イタリア語 (Italy)

[system:pl-PL] ポーランド語 (Poland) [system:ro-RO] ルーマニア語 (Romania)

[system:en-IE] 英語 (Ireland) [system:no-NO] ノルウェー語 (Norway)

[system:el-GR] ギリシャ語 (Greece) [system:zh-HK] 中国語 (Hong Kong)

[system:id-ID] インドネシア語 (Indonesia) [system:zh-TW] 中国語 (Taiwan)

[system:sv-SE] スウェーデン語 (Sweden) [system:sk-SK] スロバキア語 (Slovakia)

[system:tr-TR] トルコ語 (Turkey) [system:zh-CN] 中国語 (China)

[system:pt-PT] ポルトガル語 (Portugal) [system:ru-RU] ロシア語 (Russia)

[system:ja-JP] 日本語 (Japan) [system:en-GB] 英語 (United Kingdom)

※注意：自動的に翻訳する機能ではありません。 
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カードの表示

　カードは、タップの前後で表示する内容を変えることができます。また、タップ時に合成
音声でテキストを読み上げることができます。２つの画像を用意し、タップ前とタップ後で
画像を変えることもできます。 
　４つの情報を表示する組み合わせは16通りです。タップの前後の組み合わせなので16×16
通りとなり、読み上げテキストの有無でその2倍となります。１ページに表示するカードの 
枚数は1, 2, 4, 8, 9, 16の６通りありますので、16×(16+8)×2×6=4,608通りの表現ができ
ることになります。 
　さらに、1ページに2枚以上のカードを表示する場合、表示位置をランダムにすることが
できます。その方法は、ページ内でのランダム表示かセット内でのランダム表示かを指定で
きます。読み上げる音声は、４種類の日本語と２種類の英語に加えて、iOSの持つ32種類の
言語（中国語、韓国語、ロシア語など）も使うことができる上、一つのカードの中で複数言
語を一緒に使うこともできます。 

カードの表示方法

１ページに表示する 
カードの枚数
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セットの送受信

　作成したセットを、他の人や他の端末に渡すことができます。相手側には、指伝話メモリ
もしくはYMプレーヤー（指伝話メモリプレーヤー）がインストールされていることが必要
です。 
　送受信には、AirDropを使うことを推奨します。メールで送信することも可能ですが、
セットの中の枚数が多い場合にはメールに添付するファイルサイズが大きくなりますのでご
注意ください。 
　なお、iPadの機種、iOSのバージョンによっては、AirDropが使用できない場合もありま
す。iOS 8以降をお使いください。また、カードのバックアップのために、AirDropを使っ
てMacにセットを渡すことができます。この方式を使用すれば、書き出したファイルをUSB
メモリに入れて渡したり、FTPサーバーを経由して渡したりが可能になります。 

セットの送信方法 

　セットの中のカード一覧のメニューで
「書き出し」を選択します。セットのファ
イルが準備され、送信方法の選択画面が表
示されます。 

　AirDropの相手を選択して送信するか、
「メールで送信」を選択してメールの添付
書類として送信してください。 

セットの受信方法 

　AirDropで送信した場合、受信側のiPhone 
/iPadでは、開くアプリを指定する画面が表示 
されますので、「YMプレーヤー」もしくは 
「指伝話メモリ」を選択してください。その後、
読み込まれたセットがアプリの中に追加され 
ます。 

書き出す

受信側に表示される画面
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環境設定

　起動後のセット一覧の画面の右上のアイ
コンをクリックして、指伝話メモリ全体に
関わる動作の設定を行います。 

　「消音」：消音設定をオンにしている場
合は各セットで音声の設定に関わらず音声
を再生しません。 

　「タイトルバーを隠す」：　絵カードを
表示する際、画面上部のメニューバーの 
表示をいつ消すか(もしくは常に表示するか)
を設定します。 
　この設定に関わらず、カード表示中に表示されている１枚のカードの中を指２本でタップ
すると、メニューの表示・非表示を切り替えることができます。また、指１本で下にスワイ
プ（メニュー表示）または上にスワイプ（メニューを隠す）して行うこともできます。 

　「ページ送りボタンを表示」：　オンに
すると、カード表示時に画面の下側にペー
ジ送りの矢印ボタンが表示されます。 

　「表示をくりかえす」：　セットのカー
ドが最後まで進んだときに、最初のカード
に戻ってくりかえします。

環境設定画面

タイトルバーが表示されている状態 タイトルバーの表示時間の設定

ページ送りボタンを表示した状態
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　「ページ再表示でカードを戻す」：　ページを再表示したとき、タップ前のもとの表示に
戻します。 

「編集モードで絵のボタンを使用」：　編集モードのメニューに表示するアイコンを、文字
か絵のどちらを使うかを設定します。 

「プレイモードで編集ボタンを表示」：　 
プレイモードのメニューバーに、編集ボタ
ンを表示するかどうかを設定します。セッ
トを作成しながらプレイモードで動きを確
かめている場合は、編集モードに移動でき
ると便利です。 

「起動時の動作」：　起動時に指定した
セットを表示させることができます。通常
はセット一覧が表示されます。 
　起動時とは、最初に指伝話メモリを表示した時のことを指します。一度起動された後は、
アプリは完全に終了しない限り他のアプリ
を使用したとしてもバックグラウンドに移
動しただけですので、再度指伝話メモリを
呼び出しても、「起動時」の動作とはなり
ません。 
　完全にアプリを終了させるには、ホーム
ボタンをダブルタップして起動中のアプリ
を表示し、アプリを上にドラッグする形で
終了させてから、再度アプリアイコンをタッ
プして起動してください。 

メニューを文字表示にした状態 メニューをアイコン表示にした状態

画面右上に表示された編集モードに移動するボタン

起動時に表示するセットを選択
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「サンプルセットを追加」：　サンプルセットを追加します。 
　既にサンプルセットがある場合は、それとは別に追加します。

「ホームページから追加」：　ホームページでいくつかのサ
ンプルをご紹介しています。セットをダウンロードしていた 
だくことができます。サンプルセットは順次新しいものを追加して参ります。 

「SMS」：　セット書き出し時に、SMSを利用できるようにします。セットの中身が多い
と容量が増えますので、AirDropを使うのが一番良い方法です。 

追加の確認画面




