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はじめに
指伝話メモリ

基本的な機能 
　タップすると合成音声でことばを伝え、表示が変わるアプリです。 
　得点計算、時間の計測などは行いません。 
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アプリの種類について 
　指伝話メモリは、絵カードの編集、閲覧を行う機能があります。編集はiPadでのみ可能です。 
　絵カードの閲覧専用のアプリは２種類あります。閲覧用アプリは、指伝話メモリから書き出したセットを読
み込んで閲覧することができます。 
　　YMプレーヤー：　有償アプリ。閲覧のための全機能がついています。 
　　YMビューアー： 　無償アプリ。流暢な日本語と英語の音声は読み上げられません。 
　　　　　　　　　　　ただし、iOSの各国語の音声は読み上げることができます。iOSの音声に日本語も 
　　　　　　　　　　　ありますが、指伝話が持つ流暢な音声とは異なります。 

　また、言語聴覚士向けの専用版「指伝話メモリ for ST」があります。これはAppStoreでの一般販売は行っ
ていません。このST版には、言語聴覚士向けの専用の絵カードが付属している他、ST版から書き出したセッ
トを一般用の指伝話メモリで開いた場合に絵カードの編集ができないようにする機能もあります。 
　ST版のご購入については、直接お問い合わせください。 

この本の中で使用するサンプルの画像やセットについて 
　この本で使用するサンプルの画像は、指伝話をお使いの方が指伝話製品とともにお使いいただく場合には、
自由にお使いいただいて結構です。ファイルは指伝話のウェブサイト（www.yubidenwa.jp）からダウンロー
ドしていただけます。 
　なお、商用の二次配布を行う場合は、事前に有限会社オフィス結アジアの許可を取ってください。指伝話利
用者間で配布や共有であれば、事前連絡の必要はありません。

タップすると、ことばを伝え、画面表示も変わる（例）

トマト

指伝話メモリ 指伝話メモリ
for ST

YMプレーヤー YMビューアー
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指伝話メモリの基本
絵カードをタップすると、合成音声でことばを伝えるアプリです。
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カードの内容を設定する画面

４項目全部を表示した状態のカード タイトルとサブタイトルだけを表示した状態のカード

サブタイトル

タイトル

画像 
ここをタップすると 
画像を選択できる

説明 
ここは読み上げない

読み上げテキスト

基本ルール 
・１枚のカードに表示できる内容は、タイトル、サブタイトル、説明、画像の４項目です。 
・画面をタップすると、合成音声でことばを読み上げます。その内容は表示項目とは別に設定します。
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基本ルール（続き） 
・１画面中に表示できるカードの枚数は、１、２、４、８、９、１６枚の中から指定できます。 
・画面をタップすると、画面表示内容を切り替えます。
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　タイトル、サブタイトル、説明、画像の４つの項目について、それぞれ表示・非表示の指定ができます。画
像については、タップ後に違う画像を表示することも可能です。タップ前後の表示の組み合わせは、384通り
になります。それぞれに対して、１画面に表示するカード枚数が６通りあるので、都合2,304通りの表示方法
があることになります。

カードの表示の仕方を設定をする画面

タップする前の 
表示項目を指定

タップした後の 
表示項目を指定

タップした時の画面の 
切り替わり方の指定

１画面に表示する 
カード枚数を指定

表示をランダムに 
することができる

カードに画像とタイトルを表示する場合で、１ページの表示カード枚数を変えた表示例

１ページに１枚のカードを表示する場合で、表示項目の設定を変えた表示例
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細かな機能（使いながら必要な機能を覚えてください） 
・タイトルバーを隠す。 
・ページ送りボタンを表示する。 
・最後のページまで表示したら先頭ページに戻す。 
・ページをめくって元に戻した時に、画面表示を元に戻す。 
・編集モードでアイコンでボタンを表示（通常は文字で表示）する。 
・プレイモードで編集ボタンを表示する。 
・起動時に特定のセットを開く。 
・話者、速度、音程、音量を指定する。 
・画面タップ時の切り替え表示方法を変更する。 
・タップした後に違う画像を表示する。 
・タップした後に違うセットを表示する。 
・セットを書き出して他のiPad/iPhone/iPod touchに送る、それを受けとる。 

ことばの説明 
　・セット：　絵カードの束のこと。絵カードはセットごとに管理されています。 
　・動作設定：　カードをタップした時の動作を設定する画面です。セットごとの動作はこの画面で設定 
　　　　　　　　します。 
　・編集モード、プレイモード：　セットの編集を行うのが編集モード、作成されたセットを見るのが 
　　　　　　　　　　　　　　　　プレイモードです。 

タイトルバーの表示 
　カード表示の際、タイトルバーが表示されていない時は、次の方法で表示させることができます。　 
　（１）カードを２本指でタップする。 
　（２）カードの中を、画面の上から下に１本指でスワイプする。 
　なお、タイトルバーが表示されている時に非表示にするには、次の方法で行います。 
　（１）カードを２本指でタップする。 
　（２）カードの中を、画面の下から上に１本指でスワイプする。 

　カードが表示さえてからタイトルバーが自動的に消えるまでの秒数を設定画面で指定することができます。
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材料 
　（１）野菜の写真　　　　　　　１６枚（８枚でも可能） 
　（２）野菜の名前の写真　　　　１６枚（８枚でも可能） 
　（３）野菜の断面の写真　　　　　８枚 
　（４）トランプの模様になる画像　２枚（１枚でも可能） 

今日のメニュー
野菜の画像を使ってさまざまなセットを作ってみよう！

7

（１）

（２）

（３）

（４）

材料の下ごしらえ 
　素材は、iPadを使い撮影した野菜の写真です。横向けに撮影した写真は、縦横
比を加工しなくても絵カードにそのまま使えて便利です。

進め方 
　野菜の画像を使って、画面タップでできるさまざまな操作のセットを４つのステップに分けて作ります。 
　　ステップ１：素材そのままで楽しむ。 
　　　　　　　　　　（１）話す　（２）聞いて選ぶ　（３）英語で話す 

　　ステップ２：素材を少しアレンジする。 
　　　　　　　　　　（１）読んで選ぶ　（２）色をつけてみる 

　　ステップ３：違う素材と組み合わせる。 
　　　　　　　　　　（１）絵合わせゲーム　（２）考えて話す 

　　ステップ４：出来上がりを組み合わせる。 
　　　　　　　　　　（１）タップして進む

　文字の絵カードは、指伝話メモリの標準の機能で文字だけを表示することも可能ですが、
大きな字にしたり、色や場所を自由に設定したりする他、一枚の画像としてカードを作ると便
利です。iPadに付属のプレゼンテーションツール「Keynote」を使い、画像として書き出し
たものを使う方法もあります。 
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出来上がり 
　（１－１）話す 

　 

（１－２）聞いて選ぶ 

　（１－３）英語で話す 

　（２－１）読んで選ぶ 
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質問：「これは何ですか？」

質問：「◯◯はどれですか？」

質問：「英語で何といいますか？」

質問：「字を読んで、選んでください。」

画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。
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　（２－２）色をつけてみる 
　 

　（３－１）絵合わせゲーム 

　（３－２）考えて話す 

　（４）タップして進もう 
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２枚めくって同じ絵を合わせるゲームです。

質問：「これは何ですか？」

タップして次に進みます。時々前に戻ります。最後は絵合わせです。

質問：「これは何色のものですか？」 画面をタップすると写真に色がつき、
音声で伝えます。

画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。
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絵カードを作成
（１-１）話す
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新規セットの作成 
　セット一覧で新しいセットを作成します。

質問：「これは何ですか？」 画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

最初に表示されるセット一覧

１．編集モードに移る

２．新規ボタンを押して、 
　　新しいセット名を入力する

使う写真の選択画面

３．セットに使う写真、または既存のカードを 
　　選択し、最後に保存をタップする

左はセット、右は写真のライブラリ

タップして選択

セットの中のカード一覧

４．選択した写真が、セットの中のカード一覧 
　　に表示される

編集：カードの並べ替えや削除 
追加：写真を選択してカードを追加 
動作設定：セットの表示方法を設定

タップしてカードの内容を編集

５．画面左上のマークをタップし、作成したセ 
　　ットを閲覧する
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カードの内容を編集 
　表示する内容を登録します。

１．タイトルと読み上げテキストを登録し、 
　　最後に保存ボタンをタップする

カードの内容を編集する画面

セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　１ 
　　　ランダム表示　なし 

表示スタイル： 
　　　画像を表示　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　タイトルを表示　　オン 
　　　画像を表示　　　　オン 
　　　タップアクション　回転

絵カードを表示 
　実際に閲覧してみましょう。 
　

トマト
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絵カードを作成
（１－２）聞いて選ぶ
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質問：「◯◯はどれですか？」 画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　４ 
　　　ランダム表示　なし 

表示スタイル： 
　　　サブタイトルを表示　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　タイトルを表示　　　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　回転

　ランダム表示は「ページ毎」を選択すると、１ページに表示されるカードの中で表示位置がランダムにな
ります。「セット全体」にすると、最初にセットを表示する時に全体の中で表示位置がランダムになります。

　ランダム表示は、セットを表示しなおすタイミングで設定されます。ページ送りの時には設定しなおされ
ることはありません。
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絵カードを作成
　（１－３）英語で話す
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セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　１ 
　　　ランダム表示　セット全体 

表示スタイル： 
　　　タイトルを表示　　　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　サブタイトルを表示　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　回転 
音声： 
　　　話す人　　JULIE

質問：「英語で何といいますか？」 画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

カードの内容を編集 
　表示する内容を登録します。

１．サブタイトルと読み上げテキストを編集 
　　し、最後に保存ボタンをタップする

カードの内容を編集する画面

サブタイトル：　　　英語名を登録 
読み上げテキスト：　英語を入力 
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ちょっと一息
読み上げテキストの工夫
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　読み上げテキストに書かれた文章は、セットの動作設定の画面で「話す人」で指定した話者の声で発話
します。音量、速度、音程を指定することができます。 

カードごとに話し方を変更する 
　動作設定の画面で決めた「話す人」の設定にかかわらず、カードごとに話し方を指定することができます。
読み上げテキストの中に [ ] を使って指定します。（タグによる指定） 

　・話者の指定： [ ] の中に話者名を書くと、それ以降のテキストをその話者で読み上げます。 
　　　　　　　[Sayaka]  [Haruka] [Sho] [Ryo] [Julie] [Paul] 
　　　　　　　システムの音声を使って、フィンランド語、ロシア語、中国語などにすることも可能です。 
　　　　　　　詳しくは別紙のタグに関する説明書を参照してください。 

　・速度の指定：[S:xx ] 
　　　　　　　Sに続けて50～400の数字を書きます。 
　・音程の指定：[P:xx ] 
　　　　　　　Pに続けて50～200の数字を書きます。 
　・音量の指定：[V:xx ] 
　　　　　　　Vに続けて0～500の数字を書きます。０を指定すると声を出さなくなります。 

タップすると各国語で挨拶をする 
サンプル

フィンランド語を話す設定
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絵カードを作成
（２－１）読んで選ぶ
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セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　９ 
　　　ランダム表示　なし 

表示スタイル： 
　　　サブタイトルを表示　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　タイトルを表示　　　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　回転 

カードを追加する 
　真ん中に配置する文字のカードを追加し、カードの順番を整えます。

１画面に９枚のカードを表示する時は 
画面を縦にしてからカードを並べると 
わかりやすい

カードを並べ替える

質問：「字を読んで、選んでください。」 画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。

カードを追加

１．カードを追加した後、編集をタップして 
　　カードの順番を並べ替える

編集モードにした後、カードをドラッグして
並べ替える
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ちょっと一息
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iPadで写真の加工をしよう
　写真の加工は、Photoshopなど専用のアプリもありますが、標準の写真アプリの中にある 
機能を使って工夫することができます。 

モノクロに変換するなら、「写真」アプリが便利 
　・写真を表示し、「編集」ボタンをタップします。 
　・画面左側に表示されるツールから、色の調整のアイコンをタップします。 
　・好きな色の調整をタップして選び、「完了」をタップして保存します。 
　・色だけではなく、サイズや傾きなどの調整をすることができます。 

写真アプリで変更したい写真を開きます 編集モードに入ります

パレットから「モノ」を選択 色の調整のアイコンをタップ

簡単なお絵描きをするなら、「指伝話ボード」アプリが便利 
　指伝話ボードは、手描き用のアプリですが、写真を読み込んでそこに 
描き込んだり、それを写真のライブラリに保存することができます。 
　線の色や太さも変えられますし、白い色で画像の上に描けば写真を 
くり抜くような仕上げもできます。 
　iPadで撮影した画像にすぐに手描きをした画像を指伝話メモリに取り 
込んで使うと、お！ってことになります。:-)

iPadで表示中の画面を使いたいなら、スクリーンショットを使う 
　地図アプリなど他のアプリで表示している画面を使いたい場合は、表示中の画面をそのまま画像にする
ことができます。電源スイッチを押しながらホームボタンをタップすると、画面のスクリーンショットが写
真のライブラリに保存されます。 
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カードの内容を編集する画面

絵カードを作成
（２－２）色をつけてみる
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セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　１ 
　　　ランダム表示　なし 

表示スタイル： 
　　　サブタイトルを表示　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　タイトルを表示　　　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　ディゾルブ 

画像を変更する 
　タップ前の画像をモノクロ、タップ後の画像をカラーにします。

１．画像をタップし写真ライブラリから選択 
　　しなおす

タップ後の画像も選択します。

質問：「これは何色のものですか？」 画面をタップすると写真に色がつき、
音声で伝えます。

　タップアクションを「ディゾルブ」にすると、同じ形の画像の場合、じわっと色がついたり文字が浮き出
たような視覚効果になります。 
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カードの内容を編集する画面

絵カードを作成
（３－１）絵合わせゲーム
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セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　１6 
　　　ランダム表示　ページ毎 

表示スタイル： 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　ディゾルブ 

画像を変更する 
　タップ前の画像を全部共通の柄、タップ後はそれぞれの写真。

１．画像をタップし写真ライブラリから選択 
　　しなおす

タップ後の画像も選択します。

　出来上がったら、カードを追加するところでセットから追加する方を選び、いま作ったセットを選択し
ます。１６枚を選択してセットを作成すると、もう１式の絵カード合わせができます。 
　ランダム表示にした時に、次のページにするだけで並べ替えができています。子どもたちは必ず「もう１
回」というので、準備しておくのがよいです。 

２枚めくって同じ絵を合わせるゲームです。

２．画像は同じものを２つずつ８種類、合計 
　　１６作成します。



(c) Office Yui Asia Limited. 2016. All rights reserved.指伝話メモリ　３分クッキング　『野菜編』
www.yubidenwa.jp

カードの内容を編集する画面

絵カードを作成
（３－２）考えて話す
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セットの表示方法を設定 
　画面の動作を指定します。

１．動作の内容を選択し、最後に保存をタッ 
　　プする

表示： 
　　　表示枚数　　　９ 
　　　ランダム表示　ページ毎 

表示スタイル： 
　　　サブタイトルを表示　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 

タップ後の表示スタイル 
　　　タイトルを表示　　　オン 
　　　画像を表示　　　　　オン 
　　　タップアクション　　回転 

画像を変更する 
　タップ前の画像を断面の写真、タップ後は丸のままの写真にします。

１．画像をタップし写真ライブラリから選択 
　　しなおす

タップ後の画像も選択します。

　質問のカードを常に同じ場所に表示したい場合は、カードを並べ替えた後、ランダム表示をなしにします。
ただし、毎回同じ場所に表示されるようになります。質問カードを固定して他の画像だけ並べ替えたい場合
は、作ったセットを追加で読み込み複数用意しておくことで、あたかもランダムに表示されたように見せる
こともできます。

２．質問用のカードを作り、質問のことばを 
　　発するようにしておきます。 
　　（全部野菜でも構いません。）

質問：「これは何ですか？」 画面をタップすると答えが表示され、
音声で伝えます。
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カードの内容を編集する画面

絵カードを作成
（４）タップして進もう
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画像を変更する 
　タップ前の画像をトランプの模様になる画像、タップ後は丸のままの写真にします。

１．「セットに移動」をタップして、移動先　 
　　のセットを一覧から選択

タップして次に進みます。時々前に戻ります。最後は絵合わせです。

　画面をタップした時の動作に、他のセットに移動する指定ができます。通常はタップして音声で話すとこ
ろを他のセットに移動することになります。 
　上記の仕組みは、６つの異なるセットを作っておき、タップした時に次のセットにいくようにしています。

　各セットの設定で、ランダム表示を指定しておくと、そのセットに移動する度にカードの表示位置が変わ
ります。ランダム表示をやめれば、同じ場所に表示されることになります。
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書き出し先の指定

カードセットの転送
他のiPadやiPhone, iPod touchに絵カードセットを転送する
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セットの転送方法 
　セットは、端末間でBluetooth（AirDrop）を使って転送することができます。転送先は、iOSに限らず
macOSのパソコンにも転送することができます。macOSのパソコンからiPadに転送することも可能で
す。 
　また、メールやメールやSMSに添付して送ることもできますが、画像が多い場合にはファイルサイズが
大きくなることに注意してください。 
　iOS9では、メモ帳に書き出したセットを貼り付けることができるようになりました。 
　ウェブサイト上にアップされているセットのファイルを、Safariで開くことで指伝話メモリに取り込むこ
とができます。多くの人に公開して配布する場合には便利です。

１．「書き出し」をタップして準備する

　指伝話メモリで作成した絵カードセットを書き出し、他のiPad, iPhone, iPod touchに転送することが
できます。 
　指伝話メモリはiPad専用のアプリなので、iPhone, iPod touchでは使用できませんが、閲覧するための
アプリのYMプレーヤー、YMビューアーを使用して、絵カードを閲覧することができます。 

　訪問先の家にセットを渡してくる、先生が作った教材を生徒に渡す、作った人が仲間とセットを共有する
など、さまざまな利用シーンが考えられます。

　同じiPad上で、指伝話メモリからYMプレーヤーにセットをコピーする場合は、一旦メモ帳に貼ったもの
を取り込む手順にすると便利です。

セットのカード一覧の画面

２．転送先を指定する

AirDropの共有の他、メールでの送信も可能ですが、
ファイルサイズに注意してください。


