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iPhoneに触れる触れるれる

各部の位置、使い方を知るの初歩の基本操作と文字入力位置、使い方を知るい方を知る方を知るを知る知るる

ここで録音するは iPhone の位置、使い方を知る各部の位置、使い方を知るに触れるれて構造を理解します。を知る理解します。

iPhone ６ iPhone ６ s iPhone ７でご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながで録音するご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。視覚障害の位置、使い方を知るある方を知るに触れるってもらアプリを起動いな漢字入力が

らアプリを起動サポーターの位置、使い方を知る方を知るが説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながしてあげて下フリックさい。

まず iPhone を知る片方を知るの位置、使い方を知る手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネルで録音する持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネルってみましょう。その位置、使い方を知る際しっかり握りすぎて、タッチパネルしっかり入力握りすぎて、タッチパネルり入力すぎて、タッチパネル

まで録音する指ダブルタップの練習がが回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をると、誤作動してしまうこともあり入力ますの位置、使い方を知るで録音する、タッチパネルの位置、使い方を知る操作領域をを知る

教えてあげて下さい。えてあげて下フリックさい。

で録音するはスイッチやボタンに触れるって順番に位置を確認していきましょう。に位置を知る確認していきましょう。していきましょう。

表側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知るタッチパネルの位置、使い方を知る下フリックにある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すといボタンがホーム画面ボタンで録音するす。ホーム画面ボタンを知る押すとすと

いつで録音するも最初のホーム画面に戻ります。の位置、使い方を知るホーム画面画面に戻ります。り入力ます。

左フリックの練習横の１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。上にはサイレントスイッチがあり入力ます。切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着えるとマナーモで録音するード文字入力にな漢字入力り入力着

信音するや通知る音するがな漢字入力らアプリを起動な漢字入力くな漢字入力り入力ます。

サイレントスイッチの位置、使い方を知る下フリックには音する量ボタンが２つあり、上のボタンを押すと音量が上がりボタンが２つあり入力、上の位置、使い方を知るボタンを知る押すとすと音する量ボタンが２つあり、上のボタンを押すと音量が上がりが上がり入力、

下フリックの位置、使い方を知るボタンを知る押すとすと下フリックがり入力ます。

面側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知る上部の位置、使い方を知るには電話を受けるの位置、使い方を知る音するを知る出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸すレシーバーの位置、使い方を知る凹みがあります。その凹みの少し下から丸みがあり入力ます。その位置、使い方を知る凹みがあります。その凹みの少し下から丸みの位置、使い方を知る少し下から丸し下フリックからアプリを起動丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すと

いホーム画面ボタンの位置、使い方を知る間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするが画面、つまり入力タッチパネルの位置、使い方を知る操作領域をとな漢字入力り入力ますの位置、使い方を知るで録音する目印にするにする

と良いでしょう。いで録音するしょう。

iPhone ５で録音するは上部の位置、使い方を知る右フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとに、iPhone ６で録音するは右フリックの練習横の１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着にスリープの練習ボタンがあり入力ますこれを知る押すとすと

ディスプの練習レイが消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。えてスリープの練習状態になり、画面に触れても反応しなくなります。にな漢字入力り入力、画面に触れるれても反応しな漢字入力くな漢字入力り入力ます。

iPhone ６で録音するは本ジェスチャー練習体下フリックの位置、使い方を知る左フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとにはイヤホンを知る差し込むジャックがあります。その右には電し込むジャックがあります。その右には電むジャックがあります。その右には電ジャックの練習があり入力ます。その位置、使い方を知る右フリックの練習には電

源ケーブルを差し込むコネクターがあり、充電するときに使います。ケーブルを知る差し込むジャックがあります。その右には電し込むジャックがあります。その右には電むジャックがあります。その右には電コネクの練習ターがあり入力、充電するときに使います。

iPhone ７でご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながで録音するは本ジェスチャー練習体下フリックの位置、使い方を知る左フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとにイヤホンを知る差し込むジャックがあります。その右には電し込むジャックがあります。その右には電むジャックがあります。その右には電ジャックの練習があり入力ません。電源ケーブルを差し込むコネクターがあり、充電するときに使います。ケーブル

を知る差し込むジャックがあります。その右には電し込むジャックがあります。その右には電むジャックがあります。その右には電コネクの練習ターに付属されているアダプターを差し込んでイヤホンを使います。されているアダプの練習ターを知る差し込むジャックがあります。その右には電し込むジャックがあります。その右には電んで録音するイヤホンを知る使います。

スピーカーとマイクの練習も下フリック側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとにあり入力ますからアプリを起動一応確かめて指ダブルタップの練習で録音するふさがな漢字入力いよう注意してくしてく

ださい。

最後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。にに裏面も触れるってみましょう。上の位置、使い方を知るほうにあるの位置、使い方を知るがカメラです。で録音するす。

Siriを知る体験してみようしてみよう

音する声アシスタント Siri

Siri は iPhone についている音する声アシスタントで録音する、音する声による操作や文字の位置、使い方を知る入力、検索なな漢字入力

どを知る行うことができる機能です。うことがで録音するきる機能です。で録音するす。

Siri はとても簡単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっに使えます。いつで録音するもホーム画面ボタンを知る長押すとしするだけ。ポポンとな漢字入力っ

たらアプリを起動 iPhone に話を受けるしかけてください。話を受けるしかける内容は、明日の天気は、外の気温は、タは、明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが日の天気は、外の気温は、タの位置、使い方を知る天気は、外の気温は、タは、外の気温は、タの位置、使い方を知る気は、外の気温は、タ温は、タは、タ

イマーを知る３分間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするセット、な漢字入力ど何でも結構です。で録音するも結構で録音するす。

Siri は視覚障害がある方を知るが iPhone を知る使う際しっかり握りすぎて、タッチパネルに大変有効なツールです。いろいろ試してみな漢字入力ツールで録音するす。いろいろ試してみしてみ

てください。ただし Siri を知る利に使う用するには iPhone がインターネットに接続されている必要されている必要
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があり入力ますの位置、使い方を知るで録音するご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが注意してくください。

VoiceOverに触れるつい方を知るて

1. VoiceOverを知る知るろう

VoiceOver は画面読み上げ機能です。み上げ機能です。で録音するす。

ここで録音するはサポーターの位置、使い方を知る方を知るに向けてけて VoiceOver の位置、使い方を知る概要についてご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

VoiceOver を知るオンにすると iPhone の位置、使い方を知る操作方を知る法が大きく変わってしまうの位置、使い方を知るで録音する、設定を知る行うことができる機能です。う

前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。に基本ジェスチャー練習的なことをしっかり理解しておきましょう。な漢字入力ことを知るしっかり入力理解しておきましょう。

操作方を知る法が変わる点は大きく３つあります。は大きく３つあり入力ます。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つ目は VoiceOver を知るオンにするとタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れした項目を知る枠で囲むカーソルが現れで録音する囲むカーソルが現れむジャックがあります。その右には電カーソルが現れれ

読み上げ機能です。み上げる事です。で録音するす。

２つ目はカーソルで録音する選択した項目を枠で囲むカーソルが現れした項目を知る実行うことができる機能です。するには画面を知るダブルタップの練習することで録音するす。全

ての位置、使い方を知る操作はカーソルで録音する選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてからアプリを起動ダブルタップの練習して実行うことができる機能です。します。

３つ目は上下フリックスクの練習ロールや左フリックの練習右フリックの練習の位置、使い方を知る画面移動が、１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習フリックの練習からアプリを起動３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習フリックの練習に変

わることで録音するす。

2. VoiceOverの初歩の基本操作と文字入力設定方を知る法

ここで録音するはサポーターの位置、使い方を知る方を知るに向けてけて VoiceOver の位置、使い方を知る設定方を知る法を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

まずホーム画面画面からアプリを起動設定ボタンを知るタップの練習します。

次に設定画面で一般をタップします。に設定画面で録音する一般をタップします。を知るタップの練習します。

一般をタップします。画面で録音するアクの練習セシビリティーを知るタップの練習します。

アクの練習セシビリティー画面で録音する VoiceOver を知るタップの練習します。

VoiceOver の位置、使い方を知るスイッチを知るタップの練習してオンにします。

VoiceOver を知るオンにすると iPhone の位置、使い方を知る操作方を知る法が大きく変わり入力ます。

3. VoiceOverの初歩の基本操作と文字入力解除方を知る法

ここで録音するはサポーターの位置、使い方を知る方を知るに向けてけて VoiceOver の位置、使い方を知る解除方を知る法を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

解除方を知る法は設定方を知る法と同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル順で録音するすが、選択した項目を枠で囲むカーソルが現れした後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。に画面を知るダブルタップの練習する必要があ

り入力ます。

まずホーム画面画面からアプリを起動設定ボタンを知るタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動ダブルタップの練習し

ます。

次に設定画面で一般をタップします。に設定画面で録音する一般をタップします。を知るタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動ダブルタップの練習します。

一般をタップします。画面で録音するアクの練習セシビリティーを知るタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動ダブルタップの練習し

ます。

アクの練習セシビリティー画面で録音する VoiceOver を知るタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動ダブル

タップの練習します。

VoiceOver の位置、使い方を知るスイッチを知るタップの練習して選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動ダブルタップの練習してオフに

します。
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4. Siriに触れるよるオン／オフ

ここで録音するは VoiceOver を知る Siri で録音する設定したり入力解除したり入力する方を知る法を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

Siri を知る使えばVoiceOver の位置、使い方を知るオンとオフを知る簡単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっに切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着えることがで録音するきます。

まずホーム画面ボタンを知る長押すとしして Siri を知る呼び出します。び出します。出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸します。

ポポンとな漢字入力ったらアプリを起動マイクの練習に向けてかって「VoiceOver オン」と話を受けるしかけると「はい VoiceOver

を知るオンにしました」と読み上げ機能です。み上げて、VoiceOver が設定されます。

VoiceOver を知るオフにするには Siri を知る呼び出します。び出します。出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸してからアプリを起動「VoiceOver オフ」と話を受けるしかけると

「はい VoiceOver を知るオフにしました」と読み上げ機能です。み上げて VoiceOver が解除されます。

5. VoiceOverの初歩の基本操作と文字入力まと文字入力め

VoiceOver の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながは理解で録音するきましたか。

VoiceOver はオンにした途端に普段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いように普段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようと違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようう操作にな漢字入力るため途惑ってしまう方も多いようってしまう方を知るも多いよういよう

で録音するす。

VoiceOver を知るオンにすれ前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。にもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでおさらアプリを起動いしておきましょう。注意してくする点は大きく３つあります。は３つで録音する

す。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着　タッチしてカーソルで録音する選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてからアプリを起動ダブルタップの練習で録音する実行うことができる機能です。する。

２　スクの練習ロールは１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習からアプリを起動３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習フリックの練習にな漢字入力る。

３　すぐに解除したいときは Siri を知る呼び出します。び出します。出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸し、「VoiceOver オフ」と話を受けるしかける。

また VoiceOver の位置、使い方を知る設定解除方を知る法には、ホーム画面ボタンを知る続されている必要けて３回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を押すとすショートカットを知る

使う方を知る法もあり入力ます。

基本ジェスチャー練習練習

1. ダブルタップ講習会の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するはダブルタップの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

ダブルタップの練習とは１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く画面を知るトトンと２回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を軽く叩くジェスチャーです。く叩くジェスチャーです。くジェスチャーで録音するす。

強く押し込む必要はありません。パソコンのダブルクリックを指で行うイメージです。く押すとし込むジャックがあります。その右には電むジャックがあります。その右には電必要はあり入力ません。パソコンの位置、使い方を知るダブルクの練習リックの練習を知る指ダブルタップの練習で録音する行うことができる機能です。うイメージで録音するす。

画面を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するタッチしな漢字入力がらアプリを起動な漢字入力ぞっていくと、その位置、使い方を知る下フリックにあるボタン名やテキストが読やテキストが読み上げ機能です。

み上げらアプリを起動れます。

目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知る項目を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してそれを知る実行うことができる機能です。したいときにダブルタップの練習を知る使います。

2. ２本指ダブルタップの練習ダブルタップ講習会の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するは２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習は２本ジェスチャー練習の位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに画面を知るトトンと２回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を軽く叩くジェスチャーです。く叩くジェスチャーです。くジェスチャーで録音するす。

素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く２度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ場所をタップするようにします。を知るタップの練習するようにします。

この位置、使い方を知る時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです指ダブルタップの練習を知る揃えすぎると１本指と誤認識されることがありますので注意しましょう。えすぎると１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習と誤認していきましょう。識されることがありますので注意しましょう。されることがあり入力ますの位置、使い方を知るで録音する注意してくしましょう。

２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習はアクの練習ションを知る開始、または停止する際に使います。する際しっかり握りすぎて、タッチパネルに使います。

例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録えば電話を受けるに出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸たり入力電話を受けるを知る切り替えるとマナーモードになり着ったり入力する時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですや、音する楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録やビデオの位置、使い方を知る再生する停止する際に使います。、ボイスメモで録音する録

音するの位置、使い方を知る開始停止する際に使います。な漢字入力どに使います。
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3. 右フリックの練習フリックの練習の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するは右フリックの練習フリックの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

フリックの練習の位置、使い方を知る操作はスワイプの練習と表現れされることもあり入力ますがこの位置、使い方を知るアプの練習リで録音するはフリックの練習と表

現れします。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る右フリックの練習方を知る向けてへスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしくように動かして離します。指の移動は早く短めにしします。指ダブルタップの練習の位置、使い方を知る移動は早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く短めにしめにし

ます。

ゆっくり入力するとタッチやド文字入力ラです。ックの練習と認していきましょう。識されることがありますので注意しましょう。され別の操作になってしまいます。の位置、使い方を知る操作にな漢字入力ってしまいます。

右フリックの練習にフリックの練習すると選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る項目からアプリを起動１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つ次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る項目へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにし進んで読み上げます。んで録音する読み上げ機能です。み上げます。

4. 左フリックの練習フリックの練習の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するは左フリックの練習フリックの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る左フリックの練習方を知る向けてへスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしくように動かして離します。指の移動は早く短めにしします。指ダブルタップの練習の位置、使い方を知る移動は早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く短めにしめにし

ます。

ゆっくり入力するとタッチやド文字入力ラです。ックの練習と認していきましょう。識されることがありますので注意しましょう。され別の操作になってしまいます。の位置、使い方を知る操作にな漢字入力ってしまいます。

左フリックの練習にフリックの練習すると選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る項目からアプリを起動一つ前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知る項目へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにし進んで読み上げます。んで録音する読み上げ機能です。み上げます。

5. ３本指ダブルタップの練習左フリックの練習右フリックの練習フリックの練習の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するは３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習左フリックの練習フリックの練習または３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習右フリックの練習フリックの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

３本ジェスチャー練習の位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する画面を知るスッと刷くように動かして離します。くように動かして離します。指の移動は早く短めにしします。

指ダブルタップの練習は揃えすぎると１本指と誤認識されることがありますので注意しましょう。えず少し下から丸し開いた方を知るが良いでしょう。いで録音するしょう。また指ダブルタップの練習は縦にそろえたほうが良いでしょう。にそろえたほうが良いでしょう。いで録音するしょう。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するの位置、使い方を知るフリックの練習と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようい、指ダブルタップの練習を知る置いた後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。ゆっくり入力と指ダブルタップの練習を知る動かしても認していきましょう。識されることがありますので注意しましょう。します。

ホーム画面画面等作業に隠れたページがあるときに左へフリックすると次のページへ移動しに隠れたページがあるときに左へフリックすると次のページへ移動しれたページがあるときに左フリックの練習へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしフリックの練習すると次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知るページへスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにし移動し、

右フリックの練習へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしフリックの練習すると前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るページへスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにし移動します。

6. スプ講習会リットタップ講習会の初歩の基本操作と文字入力練習

ここで録音するはスプの練習リットタップの練習の位置、使い方を知る練習を知るします。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面にタッチしたまま離します。指の移動は早く短めにしさずに、もう一本ジェスチャー練習別の操作になってしまいます。の位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する画面を知るタッチするジェス

チャーで録音するす。

例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録えば人差し込むジャックがあります。その右には電し指ダブルタップの練習で録音するタッチしている場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をは中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。指ダブルタップの練習や親指ダブルタップの練習、あるいは反対の手の指で画面をの位置、使い方を知る手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネルの位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する画面を知る

タッチします。

スプの練習リットタップの練習はダブルタップの練習と同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があように選択した項目を枠で囲むカーソルが現れした項目を知る実行うことができる機能です。するもう一つの位置、使い方を知るやり入力

方を知るで録音するす。画面からアプリを起動指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしす必要がな漢字入力くダブルタップの練習より入力素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く操作で録音するきるの位置、使い方を知るで録音する便利に使うで録音するす。

応用練習

1. ホー練習ム画面画面

ここで録音するはホーム画面画面の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

ホーム画面画面は iPhone を知る操作する最も基本ジェスチャー練習とな漢字入力る画面で録音する、ホーム画面ボタンを知る押すとすことで録音するいつ

で録音するも戻ります。ることがで録音するきます。
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１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る擦って読み上げながらどこにどんな項目があるかを確認してきましょうって読み上げ機能です。み上げな漢字入力がらアプリを起動どこにどんな漢字入力項目があるかを知る確認していきましょう。してきましょう。

ホーム画面画面の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。上にはステータスバーがあり入力、電波状態になり、画面に触れても反応しなくなります。、現れ在時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです刻、バッテリー残量ボタンが２つあり、上のボタンを押すと音量が上がり

等が表示されています。されています。

画面中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。央にはアプリのアイコンが並んでいます。にはアプの練習リの位置、使い方を知るアイコンが並んでいます。んで録音するいます。iPhone はアプの練習リを知るインストールするこ

とで録音する自分の位置、使い方を知る使いたい機能です。を知る追加していくことができ、それらのアプリを起動するためのしていくことがで録音するき、それらアプリを起動の位置、使い方を知るアプの練習リを知る起動するための位置、使い方を知る

アイコンが横の１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着に４つずつ配置されています。

ホーム画面画面の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。下フリックの位置、使い方を知るド文字入力ックの練習と言うエリアには電話メール等よく使うアプリのアイコンうエリアには電話を受けるメール等よく使うアプの練習リの位置、使い方を知るアイコン

が４つ配置されています。

インストールされたアプの練習リが増え１画面に表示できなくなると右側に新しいホーム画面え１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着画面に表示されています。で録音するきな漢字入力くな漢字入力ると右フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとに新しいホーム画面しいホーム画面画面

の位置、使い方を知るページが作らアプリを起動れます。

ホーム画面画面の位置、使い方を知るページを知る移動するには３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する左フリックの練習か右フリックの練習にフリックの練習します。

またド文字入力ックの練習の位置、使い方を知るすぐ上に並んでいます。んで録音するいる丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すといド文字入力ットの位置、使い方を知る列の編集を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、上または下フリックに一本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習フリッ

クの練習することで録音するもホーム画面画面を知る移動することがで録音するきます。

ド文字入力ックの練習に配置されているアプの練習リはページが移動しても変わる事です。はあり入力ません。

2. アプ講習会リを知る起動

起動ここで録音するはアプの練習リを知る起動する練習を知るします。

アプの練習リを知る開くには左フリックの練習フリックの練習もしくは右フリックの練習フリックの練習で録音するアプの練習リを知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つずつ読み上げ機能です。み上げて目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知る

アプの練習リを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。す方を知る法と、一般をタップします。指ダブルタップの練習で録音するタッチして画面を知る擦って読み上げながらどこにどんな項目があるかを確認してきましょうり入力な漢字入力がらアプリを起動目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るアプの練習リを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れするや

り入力方を知るがあり入力ます。

また選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしたアプの練習リを知る起動する方を知る法にはダブルタップの練習とスプの練習リットタップの練習があり入力ます。

カーソルの位置、使い方を知る移動とアプの練習リの位置、使い方を知る起動方を知る法は自分の位置、使い方を知る使いやすい方を知るを知る選ぶと良いでしょう。いで録音するしょう。

3. フリックの練習からアプリを起動アプ講習会リを知る起動

ここで録音するは左フリックの練習右フリックの練習フリックの練習で録音する目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るアプの練習リを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してダブルタップの練習で録音する起動する練習を知るします。

ホーム画面画面を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する触れるれて、右フリックの練習または左フリックの練習フリックの練習していくと、アプの練習リ名やテキストが読が１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つずつ読み上げ機能です。

み上げらアプリを起動れますからアプリを起動目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るアプの練習リが見つかったら画面をダブルタップして開きます。つかったらアプリを起動画面を知るダブルタップの練習して開きます。

4. タッチからアプリを起動アプ講習会リを知る起動

ここで録音するはタッチして後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。で録音する指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしさず画面を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。り入力な漢字入力がらアプリを起動目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るアプの練習リを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。して、スプの練習リットタップの練習

で録音する起動する練習を知るします。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る擦って読み上げながらどこにどんな項目があるかを確認してきましょうると選択した項目を枠で囲むカーソルが現れされたアプの練習リ名やテキストが読が１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つずつ読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れますからアプリを起動、目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るア

プの練習リが見つかったら画面をダブルタップして開きます。つかったらアプリを起動その位置、使い方を知る指ダブルタップの練習を知る画面からアプリを起動離します。指の移動は早く短めにしさずに、もう１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習の位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する画面を知るスプの練習リットタッ

プの練習して開きます。

5. 電話を受けるを知る受けるける

ここで録音するは着信があったときに電話を受けるを知る受けるける練習を知るします。

着信があると連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２の位置、使い方を知る番に位置を確認していきましょう。号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２な漢字入力らアプリを起動名やテキストが読前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。を知る読み上げ機能です。み上げます。電話を受けるを知る受けるけるには次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る２

つの位置、使い方を知る方を知る法があり入力ます。
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１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着　画面を知る２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習する。

２　応答ボタンを選択して画面を１本指でダブルタップする。ボタンを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れして画面を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習する。

通話を受ける終了後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。電話を受けるを知る切り替えるとマナーモードになり着るには２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習します。

6. 電話を受けるを知るかける

ここで録音するは電話を受けるを知るかける練習を知るします。

まずホーム画面画面下フリックにあるド文字入力ックの練習からアプリを起動電話を受けるアプの練習リを知る起動します。

電話を受けるアプの練習リ画面の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。下フリックにある５つの位置、使い方を知るタブの位置、使い方を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。からアプリを起動電話を受けるを知るかける方を知る法を知る選び出します。ます。ここ

で録音するは履歴、連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２、キーパッド文字入力からアプリを起動電話を受けるを知るかける方を知る法を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着　履歴からアプリを起動電話を受けるを知るかける。発信着信履歴を知る確認していきましょう。して電話を受けるを知るかける方を知る法で録音するす。画面下フリックの位置、使い方を知る

タブの位置、使い方を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。からアプリを起動履歴を知るダブルタップの練習します。履歴リストからアプリを起動相手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネルを知る選び出します。ダブルタップの練習する

と電話を受けるを知るかけることがで録音するきます。通話を受ける終了後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。電話を受けるを知る切り替えるとマナーモードになり着るには２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習しま

す。

２　連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２からアプリを起動電話を受けるを知るかける。あらアプリを起動かじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があめ登録されている連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２リストからアプリを起動電話を受けるを知るかけ

ます。画面下フリックの位置、使い方を知るタブの位置、使い方を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。からアプリを起動連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２を知るダブルタップの練習し、相手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネルを知る選び出します。ダブルタップの練習すると

電話を受けるを知るかけることがで録音するきます。

３　キーパッド文字入力からアプリを起動電話を受けるを知るかける。テンキーを知る表示されています。させ、直接電話を受ける番に位置を確認していきましょう。号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２を知る入力して電話を受ける

を知るかける方を知る法で録音するす。画面下フリックの位置、使い方を知るタブの位置、使い方を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。からアプリを起動キーパッド文字入力を知る開き、数字ボタンを知る選んで録音するダブ

ルタップの練習し、電話を受ける番に位置を確認していきましょう。号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２を知る入力（１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着７でご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが７でご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知る押すとして天気は、外の気温は、タ予報を知る聞くなど）してから、発信ボくな漢字入力ど）してからアプリを起動、発信ボ

タンを知るダブルタップの練習すると電話を受けるを知るかけることがで録音するきます。この位置、使い方を知るほかにもよく使う項目に

連絡先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２を知る登録しておいて、電話を受けるを知るかける方を知る法もあり入力ます。また留守番に位置を確認していきましょう。電話を受けるタブを知る開くと

留守番に位置を確認していきましょう。電話を受けるサービスに接続されている必要します。

7. ボイスメモで録音するで録音する録音するする

ここで録音するはボイスメモで録音するを知る使って音する声を知る録音するする練習を知るします。

今から説明する手順で操作してみましょう。からアプリを起動説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながする手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル順で録音する操作してみましょう。

まずボイスメモで録音する起動し画面中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。央にはアプリのアイコンが並んでいます。にある録音するボタンを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してダブルタップの練習すると録音するが始

まり入力ます。

次に設定画面で一般をタップします。に同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があボタンを知るもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでダブルタップの練習して一時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです停止する際に使います。させてみましょう。

今から説明する手順で操作してみましょう。度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでは２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習で録音する録音するを知る開始してみましょう。停止する際に使います。する時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですも２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブル

タップの練習を知る使います。

最後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。に録音するを知る完了します。録音するボタンの位置、使い方を知る右フリックの練習にある完了ボタンを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してダブルタップの練習しま

す。

警告が出てきて録音したボイスメモの削除、保存、タイトルの編集をすることができまが出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸てきて録音するしたボイスメモで録音するの位置、使い方を知る削除、保存、タイトルの位置、使い方を知る編集を知るすることがで録音するきま

す。

録音する内容は、明日の天気は、外の気温は、タにタイトルを知るつける文字入力の位置、使い方を知る方を知る法は後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。ほど練習します。

録音する内容は、明日の天気は、外の気温は、タを知る保存するには保存ボタンを知るダブルタップの練習し、ボイスメモで録音するを知る保存ウインド文字入力ウで録音する

保存を知るダブルタップの練習します。

練習用画面で録音するはボイスメモで録音するを知る立ち上げた状態からスタートします。ち上げた状態からスタートします。上げた状態になり、画面に触れても反応しなくなります。からアプリを起動スタートします。
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8. ボイスメモで録音するを知る再生するする

ここで録音するは録音するしたボイスメモで録音するを知る再生するする練習を知るします。

今から説明する手順で操作してみましょう。からアプリを起動説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながする手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル順で録音する操作してみましょう。まずボイスメモで録音する起動し、再生するしたいメモで録音するの位置、使い方を知る

タイトルを知るダブルタップの練習します。再生するボタンを知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してダブルタップの練習すると再生するが始まり入力

ます。再生する中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。にもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでダブルタップの練習すると停止する際に使います。します。右フリックの練習下フリックの位置、使い方を知る練習へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてダブ

ルタップの練習すると練習画面に進んで読み上げます。んで録音する練習で録音するきます。

9. 音する声文字入力

ここで録音するは音する声による文字入力を知る練習します。

音する声入力は最も簡単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっな漢字入力文字入力方を知る法で録音する iPhone に話を受けるしかけるだけで録音するその位置、使い方を知る内容は、明日の天気は、外の気温は、タを知る文字に変換

してくれます。

メモで録音するアプの練習リを知る使って次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル順で録音する操作してみましょう。

まずホーム画面画面からアプリを起動メモで録音するアプの練習リを知る起動し画面右フリックの練習上の位置、使い方を知る新しいホーム画面規ボタンをダブルタップします。ボタンを知るダブルタップの練習します。

すると画面の位置、使い方を知る上半分はメモで録音する入力するテキストフィールド文字入力が表示されています。され、画面の位置、使い方を知る下フリック半分には

入力用の位置、使い方を知るキーボード文字入力が表示されています。されます。

キーボード文字入力の位置、使い方を知る左フリックの練習下フリックの位置、使い方を知るほうに配置されている音する声入力ボタンを知るダブルタップの練習し、ポンと

チャイム画面音するがな漢字入力ると録音する状態になり、画面に触れても反応しなくなります。にな漢字入力り入力ます。

マイクの練習に向けてかって「今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タは良いでしょう。いお天気は、外の気温は、タで録音するす。」と話を受けるしかけてみましょう。話を受ける終えたらアプリを起動２

本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習するとポンとな漢字入力って挿入された今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タは良いでしょう。いお天気は、外の気温は、タで録音するすと入力された

内容は、明日の天気は、外の気温は、タを知る読み上げ機能です。み上げます。

画面右フリックの練習上は新しいホーム画面規ボタンをダブルタップします。で録音するな漢字入力く完了ボタンにな漢字入力っていますの位置、使い方を知るで録音するダブルタップの練習すると入力されたテ

キストが保存されます。

10. キー練習ボー練習ド文字入力文字入力

ここで録音するは画面上に表示されています。されるオンスクの練習リーンキーボード文字入力による文字入力を知る練習します。

オンスクの練習リーンキーボード文字入力にはいくつかの位置、使い方を知る種類があり入力ます。

ホーム画面画面からアプリを起動メモで録音するアプの練習リを知る起動し、新しいホーム画面規ボタンをダブルタップします。を知るダブルタップの練習します。

画面の位置、使い方を知る下フリック半分にキーボード文字入力が表示されています。されるの位置、使い方を知るで録音する左フリックの練習下フリックにある次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知るキーボード文字入力ボタンを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし

ます。

画面を知るダブルタップの練習したまま指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしさずに上下フリックにド文字入力ラです。ックの練習すると日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語かな漢字入力、日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語

ローマ字、絵文字、イングリッシュUS、の位置、使い方を知る順番に位置を確認していきましょう。に読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。

日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語ローマ字で録音するの位置、使い方を知る文字入力で録音する「良いでしょう。い天気は、外の気温は、タ」と入力する場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をで録音する説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

キーボード文字入力を知るド文字入力ラです。ッグしな漢字入力がらアプリを起動「Ｙ」を探して、見つけたらダブルタップします。」を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。して、見つかったら画面をダブルタップして開きます。つけたらアプリを起動ダブルタップの練習します。

高い声で「Ｙ」と読み上げられたら同様に「Ｏ」「Ｉ」を入力します。い声で録音する「Ｙ」を探して、見つけたらダブルタップします。」と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたらアプリを起動同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ様に「Ｏ」「Ｉ」を入力します。に「Ｏ」「Ｉ」を入力します。」「Ｉ」を入力します。」を知る入力します。

キーボード文字入力上部の位置、使い方を知るに漢字変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが表示されています。されるの位置、使い方を知るで録音する改良いでしょう。の位置、使い方を知る良いでしょう。と言うエリアには電話メール等よく使うアプリのアイコンう漢字の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながからアプリを起動良いでしょう。いを知る

選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてダブルタップの練習します。

同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ様に「Ｏ」「Ｉ」を入力します。に「Ｔ」「Ｅ」「Ｎ」「Ｋ」「Ｉ」と入力し変換候補から天気を選択して、ダブル」「Ｅ」「Ｎ」「Ｋ」「Ｉ」と入力し変換候補から天気を選択して、ダブル」「Ｎ」「Ｋ」「Ｉ」と入力し変換候補から天気を選択して、ダブル」「Ｋ」「Ｉ」と入力し変換候補から天気を選択して、ダブル」「Ｉ」を入力します。」と入力し変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをからアプリを起動天気は、外の気温は、タを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れして、ダブル

タップの練習します。

左フリックの練習下フリックにあるその位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができるボタンを知る押すとすと数字や句読み上げ機能です。点は大きく３つあります。記号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２等の位置、使い方を知るキーに切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着えることがで録音するきる

の位置、使い方を知るで録音する丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとを知る入力します。

で録音するは練習してみましょう右フリックの練習下フリックの位置、使い方を知る練習へスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしを知るダブルタップの練習してください。
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英字の位置、使い方を知る English(US)キーボード文字入力の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をもアルファベット配列の編集的なことをしっかり理解しておきましょう。には同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があで録音するす。順には並んでいます。

んで録音するいませんの位置、使い方を知るで録音する、慣れない間はゆっくり文字を探して使用してください。れな漢字入力い間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするはゆっくり入力文字を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。して使用してください。

・入力文字は、すべて半角文字にな漢字入力り入力ます。ID やパスワード文字入力の位置、使い方を知る入力時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですには自動的なことをしっかり理解しておきましょう。に切り替えるとマナーモードになり着

り入力替えるとマナーモードになり着わり入力ますの位置、使い方を知るで録音するまったく使わな漢字入力いわけにはいきません。少し下から丸しずつで録音するも慣れない間はゆっくり文字を探して使用してください。れてください。

以上が基本ジェスチャー練習の位置、使い方を知るジェスチャー練習で録音するす。次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る章の入力と編集は、iPhone の位置、使い方を知る文字入力で録音する良いでしょう。く使われている

日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語かな漢字入力入力キーを知る使って、より入力詳しい文章の入力と編集方法を練習します。しい文章の入力と編集の位置、使い方を知る入力と編集方を知る法を知る練習します。

文章の入力と編集の初歩の基本操作と文字入力入力と文字入力編集

　文章の入力と編集の位置、使い方を知る入力には、キーボード文字入力入力か音する声入力を知る使います。

キーボード文字入力は「日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語かな漢字入力」「日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語ローマ字」「英語かな、日本語」「絵文字」な漢字入力どがあり入力、切り替えるとマナーモードになり着り入力

替えるとマナーモードになり着えて使います。

設定で録音する使うキーボード文字入力を知る選べますが、今から説明する手順で操作してみましょう。回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をは「日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語かな漢字入力」を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。心に使い方を練習しまに使い方を知るを知る練習しま

す。

キー練習ボー練習ド文字入力の初歩の基本操作と文字入力種類

日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語－かなキーボードの概要を説明します。かな漢字入力キーボード文字入力の位置、使い方を知る概要を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながします。

４行うことができる機能です。５列の編集の位置、使い方を知るキーの位置、使い方を知る配列の編集にな漢字入力っています。

画面の位置、使い方を知る下フリックを知るな漢字入力ぞって、「あかさたな漢字入力」と読み上げ機能です。み上げれば、「日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語かな漢字入力」キーボード文字入力にな漢字入力っていま

す。

中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。央にはアプリのアイコンが並んでいます。の位置、使い方を知る３列の編集（２列の編集、３列の編集、４列の編集）が 50 音するキーで録音するす。上段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようからアプリを起動「あかさ」、「たな漢字入力

は」、「まやらアプリを起動」、最下フリック段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようの位置、使い方を知る中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。央にはアプリのアイコンが並んでいます。は「わ」の位置、使い方を知るキーという配置で録音するす。

「あ」の位置、使い方を知るキーを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れして、ダブルタップの練習を知る繰り返すと「い」「う」「え」「お」と順り入力返すと「い」「う」「え」「お」と順すと「い」「う」「え」「お」と順

に切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着わり入力、該当の文字でストップすると読み上げた文字が入力されます。の位置、使い方を知る文字で録音するストップの練習すると読み上げ機能です。み上げた文字が入力されます。

「わ」の位置、使い方を知るキーは「わ」「を知る」「ん」の位置、使い方を知る３文字で録音するす。

「わ」の位置、使い方を知る左フリックの練習隣の「濁点」「半濁点」「小文字」の入力では、の位置、使い方を知る「濁点は大きく３つあります。」「半濁点は大きく３つあります。」「小文字」の位置、使い方を知る入力で録音するは、 -例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録えば、「ビ」を知る入力

する場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、まず、「ひ」と入力した後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。、左フリックの練習下フリックの位置、使い方を知る「小文字、濁点は大きく３つあります。、半濁点は大きく３つあります。」キーを知るダブル

タップの練習することにより入力、「バ」とな漢字入力り入力ます。さらアプリを起動に、ダブルタップの練習することによって

「ぱ」とな漢字入力り入力ます。

拗音するの位置、使い方を知る小文字の位置、使い方を知る「ゃ　ゅ　ょ」も、濁点は大きく３つあります。の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をと同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があように、「小文字、濁点は大きく３つあります。、半濁

点は大きく３つあります。」キーを知る用いることによって拗音するとな漢字入力り入力ます。「

わ」の位置、使い方を知る右フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知るキーは読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れませんが、「、」「。」「？」「！」を知る入力する

キーで録音するす。

５０音するの位置、使い方を知る右フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知る５列の編集目には、上からアプリを起動「削除」「空白」「改行」になっています。「」「改行うことができる機能です。」にな漢字入力っています。「
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削除」キーは、挿入ポイント（編集ポイント、縦にそろえたほうが良いでしょう。棒カーソル）の左側の文字を一文字カーソル）の位置、使い方を知る左フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知る文字を知る一文字

削除します。

「空白」「改行」になっています。「」キーは、スペースを知る入力します。文字を知る入力したあとは、変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをを知る切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着

える「次に設定画面で一般をタップします。候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いを」に変わり入力ます。

「改行うことができる機能です。」キーは、次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る行うことができる機能です。に改行うことができる機能です。します。文字を知る入力したあとは、「確定」の位置、使い方を知るキーにに

変わり入力ます。

５０音するの位置、使い方を知る左フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとの位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着列の編集目は、上からアプリを起動「完了」「逆順」「モで録音するード文字入力切り替えるとマナーモードになり着替えるとマナーモードになり着」と半分の位置、使い方を知る大きさの位置、使い方を知る

「次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知るキーボード文字入力」「音する声入力」の位置、使い方を知る二つのキーが並んでいます。つの位置、使い方を知るキーが並んでいます。んで録音するいます。

「完了」キーは、同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があキーで録音する入力する文字が続されている必要く場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着文字送ります。（１文字ずり入力ます。（１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着文字ず

つ確定するの位置、使い方を知ると同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ結果です。）で録音するす。）

「逆順」キーは、テンキー入力の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、「あいうえお」の位置、使い方を知る順に候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが現れれますが、こ

の位置、使い方を知るキーを知る押すとすと、「あいうえお」が「おえういあ」の位置、使い方を知る逆順にな漢字入力り入力ます。

「モで録音するード文字入力切り替えるとマナーモードになり着替えるとマナーモードになり着」キーは、入力モで録音するード文字入力を知る変更します。「その他文字」はアルファベットします。「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる文字」はアルファベット

の位置、使い方を知る入力モで録音するード文字入力、「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる数字」は数字と記号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２の位置、使い方を知る入力モで録音するード文字入力、「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができるかな漢字入力」はかな漢字入力入力

モで録音するード文字入力とな漢字入力り入力ます。「次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知るキーボード文字入力」は、キーボード文字入力を知るタイプの練習を知る切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着えます。「音する

声入力」キーは、音する声入力を知る開始するときに使用します。

キー練習ボー練習ド文字入力で録音するの初歩の基本操作と文字入力かな漢字入力漢字入力

　キーボード文字入力で録音するの位置、使い方を知る入力には、タッチの位置、使い方を知る方を知る法の位置、使い方を知る違う操作になるため途惑ってしまう方も多いよういで録音する、「標準入力モで録音するード文字入力」「タッチ入力モで録音するード文字入力」

「ダイレクの練習トタッチ入力モで録音するード文字入力」の位置、使い方を知る３種類があり入力ます。

モで録音するード文字入力を知る変えるときには、ローターを知る使用して、「入力モで録音するード文字入力」に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせ、上下フリックスワイ

プの練習で録音する目的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知るモで録音するード文字入力に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせます。本ジェスチャー練習講習会では、「標準入力モード」のみで練習を行いで録音するは、「標準入力モで録音するード文字入力」の位置、使い方を知るみで録音する練習を知る行うことができる機能です。い

ますの位置、使い方を知るで録音する、使い慣れない間はゆっくり文字を探して使用してください。れてきたらアプリを起動他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができるの位置、使い方を知るモで録音するード文字入力を知る試してみしてください。

まず文字を知るタップの練習して探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。します。ダブルタップの練習した時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに、読み上げ機能です。み上げた文字が入力されま

す。

1. ダブルタップ講習会に触れるよる入力

例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録えば、「う」を知る入力したい時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですは、「あ」に一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで触れるれて「あ」と読み上げ機能です。み上げるの位置、使い方を知るを知る確認していきましょう。し

たらアプリを起動、画面の位置、使い方を知るどこで録音するもいいの位置、使い方を知るで録音する、タタ、タタ、タタ、とダブルタップの練習を知る３回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を行うことができる機能です。な漢字入力います。

ダブルタップの練習するご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながとに、あ、い、う、と読み上げ機能です。み上げるはずで録音するす。慣れない間はゆっくり文字を探して使用してください。れな漢字入力いうち上げた状態からスタートします。は、日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習

語かな、日本語.入力はこの位置、使い方を知る方を知る法がおすすめで録音するす。

2. スプ講習会リットタップ講習会に触れるよる入力

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着つの位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する「あ」に触れるれたままで録音する、他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができるの位置、使い方を知る指ダブルタップの練習で録音する画.の位置、使い方を知るどこかを知る、タ、タ、タ、と３回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をタッ

プの練習すると「う」が入力されます。この位置、使い方を知るとき「あ」に触れるれている指ダブルタップの練習がずれな漢字入力いよう注意してくす

る必要があり入力ます。
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3. フリックの練習入力

文字を知るホールド文字入力（約１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着秒、ダブルタップの練習＆ホールド文字入力）すると、効なツールです。いろいろ試してみ果です。）音するが鳴って、上下左って、上下フリック左フリックの練習

右フリックの練習に割り当てられた文字が表示されます。り入力当の文字でストップすると読み上げた文字が入力されます。てらアプリを起動れた文字が表示されています。されます。

左フリックの練習、上、右フリックの練習、下フリックの位置、使い方を知る順に時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです計回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をり入力で録音する「い段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いよう」からアプリを起動「お段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いよう」が表示されています。されます。その位置、使い方を知る方を知る向けてにフ

リックの練習するか、指ダブルタップの練習を知る滑らせて読み上げられたところで指を離すと入力されます。らアプリを起動せて読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れたところで録音する指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしすと入力されます。

標準入力モで録音するード文字入力で録音するも指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにししたタイミングで録音する文字が入力されるの位置、使い方を知るで録音する注意してくしてください。

4. メモで録音するアプ講習会リを知る使い方を知るって、入力の初歩の基本操作と文字入力練習を知るしましょう

ホーム画面ボタンを知る長押すとしすると、「ピピン」と Siri が応答ボタンを選択して画面を１本指でダブルタップする。、「メモで録音するを知る起動」と話を受けるしかける

とメモで録音するアプの練習リが起動します。

「新しいホーム画面規ボタンをダブルタップします。メモで録音する」まで録音する右フリックの練習スワイプの練習し、ダブルタップの練習。（「新しいホーム画面規ボタンをダブルタップします。メモで録音する」「先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２頭に挿入ポインに挿入ポイン

ト」と応答ボタンを選択して画面を１本指でダブルタップする。）。ダブルタップの練習することで録音する、挿入ポイントが「先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２頭に挿入ポイン」からアプリを起動「末尾」、「末」、「末

尾」、「末」からアプリを起動「先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２頭に挿入ポイン」に切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着わり入力ます。

5. 　かな漢字入力文字を知る入力してみます

　　例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録「今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タは良いでしょう。い天気は、外の気温は、タで録音するす」

文字を知る入力すると、iPhone がいくつかの位置、使い方を知る変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをを知る提示されています。します。

下フリックスワイプの練習で録音する順に変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れ、上スワイプの練習で録音する候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが逆順で録音する戻ります。り入力ます。該当の文字でストップすると読み上げた文字が入力されます。

する候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをがあれば、ダブルタップの練習で録音する確定され、メモで録音するに入力されます。な漢字入力ければ文字入力

を知る続されている必要けます。

文字数が増え１画面に表示できなくなると右側に新しいホーム画面えると候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが変わっていき該当の文字でストップすると読み上げた文字が入力されます。する候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸た段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いよう階で確定します。これはで録音する確定します。これは

ローターの位置、使い方を知る機能です。で録音する「自動テキスト読み上げ機能です。み上げ」に設定するとこの位置、使い方を知る機能です。が使えます。ひらアプリを起動が

な漢字入力入力を知る行うことができる機能です。うと、自動的なことをしっかり理解しておきましょう。にこの位置、使い方を知る機能です。が設定されます。

右フリックの練習中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。段と違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようの位置、使い方を知る「次に設定画面で一般をタップします。候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いを」キーを知るダブルタップの練習することによって、変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをが読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れ

ます。逆順はで録音するきません。必ず、確定・入力は「確定」キーの位置、使い方を知るダブルタップの練習で録音する行うことができる機能です。います。

英字の位置、使い方を知る入力。左フリックの練習下フリックの位置、使い方を知る「モで録音するード文字入力切り替えるとマナーモードになり着替えるとマナーモードになり着」キーに触れるれると、現れ在がかな漢字入力入力モで録音するード文字入力の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、

「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる文字」と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる文字」キーを知るダブルタップの練習すると、英字

に切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着わって「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる数字」と読み上げ機能です。み上げます。

モで録音するード文字入力切り替えるとマナーモードになり着替えるとマナーモードになり着キーは、現れ在の位置、使い方を知る入力モで録音するード文字入力で録音するな漢字入力く、次に設定画面で一般をタップします。の位置、使い方を知る入力モで録音するード文字入力を知る読み上げ機能です。み上げることに

な漢字入力っていますの位置、使い方を知るで録音する、注意してくしてください。再度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで、左フリックの練習下フリックの位置、使い方を知る「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができる文字数位」キーを知るダブル

タップの練習すると、「その位置、使い方を知る他ボタンを押すと数字や句読点記号等のキーに切り替えることができるかな漢字入力」と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れ、数字モで録音するード文字入力に切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着わり入力ます。

数字の位置、使い方を知る入力。

１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を目の位置、使い方を知るタップの練習で録音するそれぞれの位置、使い方を知る数字が入力され、２回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を目以上の位置、使い方を知るタップの練習を知る行うことができる機能です。うと、記号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２が

入力されます。

英字・数字は変換を知るせずに、「確定」すると、半角文字が入力されます。どうしても

全角にしたい場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをで録音する全角文字を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてください。

数字については変換候補が表示されるので改良の良と言う漢字の説明から良いをの位置、使い方を知る読み上げ機能です。み上げで録音する全角半角の位置、使い方を知る区別の操作になってしまいます。がな漢字入力いため判断できませんで録音するきません。

Web で録音するは、半角英数字の位置、使い方を知る入力を知る要求されることが多く、全角英数字が求められることはされることが多いようく、全角英数字が求されることが多く、全角英数字が求められることはめらアプリを起動れることは

少し下から丸な漢字入力いで録音するす。

13



全角が半角か読み上げ機能です。み上げで録音する判定したい場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をは、日の天気は、外の気温は、タ本ジェスチャー練習語かな、日本語の位置、使い方を知る読み上げ機能です。み上げで録音するは判別の操作になってしまいます。で録音するきませんの位置、使い方を知る

で録音する、言うエリアには電話メール等よく使うアプリのアイコン語かな、日本語を知るローター機能です。で録音する English(US)にすることによって判別の操作になってしまいます。します。

ローターの位置、使い方を知るカテゴリーを知る「文字」に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせて、上下フリックスワイプの練習で録音する一文字ずつ読み上げ機能です。み上げる

と、半角数字の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、通常の英語で読み上げますが、全角数字の場合、「フル・ウィの位置、使い方を知る英語かな、日本語で録音する読み上げ機能です。み上げますが、全角数字の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、「フル・ウィ

ヅット・ディジット・ワン」「フル・ウィヅゥ・ディジット・ツゥー」「フル・ウィ

ヅゥ・ディジット・スリー」と読み上げ機能です。み上げ、半角と区別の操作になってしまいます。で録音するきます。

挿入ポイント（入力ポイント）の位置、使い方を知る移動。

ローターの位置、使い方を知る移動単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ位を知る「文字」「単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語」に設定すします。上下フリックスワイプの練習を知る行うことができる機能です。い、挿入

ポイントを知る移動させます。下フリックスワイプの練習によって読み上げ機能です。み上げた文字で録音するは、単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語の位置、使い方を知る次に設定画面で一般をタップします。に挿入ポ

イントがあることに注意してくしてください。

音する声に触れるより入力入力

音する声入力するには、キーボード文字入力の位置、使い方を知る音する声入力を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。してダブルタップの練習すると「ピン」と

な漢字入力って音する声入力が開始されます。音する声入力中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。は自動変換され何でも結構です。も読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れませんの位置、使い方を知る

で録音する、iPhone を知る信頼して入力してください。連続入力は４０秒間です。して入力してください。連続されている必要入力は４０秒間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするで録音するす。

途中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。で録音する終わるには２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習します。音する声入力終了と同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに入力された文

字列の編集が読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。キチンと修正した文章にしたい場合はある程度小刻みに入力した文章の入力と編集にしたい場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をはある程度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで小刻みに入力

した方を知るが良いでしょう。いと思います。長い文章では編集の確認と編集ポイントの移動に時間がかかいます。長い文章の入力と編集で録音するは編集の位置、使い方を知る確認していきましょう。と編集ポイントの位置、使い方を知る移動に時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするがかか

り入力大変で録音するす。

音する声入力を知る開始するもう一つの位置、使い方を知る方を知る法は２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習で録音するす。開始終了が同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ動作

な漢字入力の位置、使い方を知るで録音する、こち上げた状態からスタートします。らアプリを起動の位置、使い方を知る方を知るがやり入力やすいかもしれません。

音する声入力を知る楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録に使うには修正した文章にしたい場合はある程度小刻みに入力を知るしな漢字入力いで録音するすむジャックがあります。その右には電ような漢字入力使い方を知るにな漢字入力り入力ます。たとえば使っ

ていくと入力エラです。ーが多いようい単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語がわかってきますの位置、使い方を知るで録音する、その位置、使い方を知る単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語だけはキーで録音する入力する

と修正した文章にしたい場合はある程度小刻みに入力が少し下から丸な漢字入力くて済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２みます。また、自分だけの位置、使い方を知るための位置、使い方を知る文章の入力と編集とか、家族や友人などで誤変や友人な漢字入力どで録音する誤変

換の位置、使い方を知る文章の入力と編集を知る正した文章にしたい場合はある程度小刻みに入力しく読み上げ機能です。み替えるとマナーモードになり着えてくれたり入力、笑って許してくれる場合は、ちょっとしたメモって許してくれる場合は、ちょっとしたメモしてくれる場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をは、ち上げた状態からスタートします。ょっとしたメモで録音する

な漢字入力どは誤変換もその位置、使い方を知るまま利に使う用すると楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録に使えます。ストレスを知るためるより入力笑って許してくれる場合は、ちょっとしたメモって便利に使うに

使いましょう。

文字列の編集の初歩の基本操作と文字入力編集

文字を知る「削除」するには、

挿入ポイントの位置、使い方を知る移動の位置、使い方を知る後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。、キーボード文字入力の位置、使い方を知る右フリックの練習上の位置、使い方を知る「削除」キーを知るダブルタップの練習します。

削除された文字を知る、通常の英語で読み上げますが、全角数字の場合、「フル・ウィの位置、使い方を知る読み上げ機能です。み上げより入力少し下から丸し低音するの位置、使い方を知る音する声で録音する読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。

削除キーを知るダブルタップの練習＆ホールド文字入力すると、挿入ポイントからアプリを起動文字が順次に設定画面で一般をタップします。削除されます。

指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしすと、削除が中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。止する際に使います。され、削除した最後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。の位置、使い方を知る数個の文字列を読み上げます。の位置、使い方を知る文字列の編集を知る読み上げ機能です。み上げます。

入力や削除を知る取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。すには、取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。し操作（誤って削除した場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を）を知るします。入力し

た文字列の編集が間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にする違う操作になるため途惑ってしまう方も多いようっていた場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をや誤って文字列の編集を知る削除した場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をな漢字入力どは、その位置、使い方を知る操作の位置、使い方を知る取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。
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し操作を知る行うことができる機能です。うと、直前に基本的なことをしっかり理解しておきましょう。の位置、使い方を知る状態になり、画面に触れても反応しなくなります。に戻ります。り入力ます。方を知る法としては、iPhone を知る小刻みに振るると、るると、

「取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。す。入力」と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れますの位置、使い方を知るで録音する、左フリックの練習右フリックの練習フリックの練習によって「取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。す」ボタ

ンまで録音する移動し、ダブルタップの練習すると取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。すことがで録音するきます。

文字列の編集の位置、使い方を知るコピー・切り替えるとマナーモードになり着り入力取り消すには、取り消し操作（誤って削除した場合）をします。入力しり入力・貼り付けなどの編集操作をします。り入力付けな漢字入力どの位置、使い方を知る編集操作を知るします。

ローターの位置、使い方を知る編集機能です。を知る使って、文字列の編集を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし、「コピー」「カット」「ペースト

（貼り付けなどの編集操作をします。り入力付け）」を知る行うことができる機能です。うことがで録音するきます。

先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２ほどの位置、使い方を知るローター機能です。を知る使って、編集ポイントを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしたい文字の位置、使い方を知る先に登録済の番号なら名前を読み上げます。電話を受けるには次の２頭に挿入ポインまで録音する移動しま

す。文字列の編集を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れするには、ローターを知るテキスト選択した項目を枠で囲むカーソルが現れに合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせ、上下フリックスワイプの練習で録音する「文字

選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ」「行うことができる機能です。選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ」「ページ選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ」「すべてを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ」の位置、使い方を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ位からアプリを起動選んで録音する、右フリックの練習スワイプの練習

を知る行うことができる機能です。い、選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしたい文字列の編集の位置、使い方を知る最後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。の位置、使い方を知る文字まで録音する移動するとその位置、使い方を知る間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするが選択した項目を枠で囲むカーソルが現れされます。選択した項目を枠で囲むカーソルが現れし

た文字列の編集を知る確認していきましょう。するには、３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習を知るすると「選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る・・・」と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れま

す。

カット・コピー・ペーストを知る実行うことができる機能です。するには、ローターを知る「編集」に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせ、上下フリックスワ

イプの練習によって、目的なことをしっかり理解しておきましょう。とする編集操作（カット、コピー）を知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れします。ダブルタップの練習す

ると、実行うことができる機能です。して操作内容は、明日の天気は、外の気温は、タが読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。

カット・コピーした文章の入力と編集を知るペースト（貼り付けなどの編集操作をします。り入力付け）するには、コピーした文字列の編集は挿入

ポイントの位置、使い方を知る右フリックの練習側のタッチパネルの下にある丸いボタンがホームボタンです。ホームボタンを押すとに挿入されるの位置、使い方を知るで録音する、それを知る念頭に挿入ポインに挿入ポイントに移動します。ローター

を知る「編集」に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせ、上下フリックスワイプの練習によって、ペーストを知る選択した項目を枠で囲むカーソルが現れして、ダブルタップの練習する

と、実行うことができる機能です。して操作内容は、明日の天気は、外の気温は、タが読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れます。

Siriを知る使い方を知るってみよう

 設定

ボイスオーバー　オン／オフ

Wi-Fi を知るオンにして（Wi-Fi がオンにな漢字入力る）

 電話を受ける

～さんに電話を受ける

スピーカーで録音する◯◯に電話を受ける

ハンズフリーで録音する◯◯に電話を受ける

 メッセージ

～にメッセージ、すぐ行うことができる機能です。きます

メッセージを知る読み上げ機能です。んで録音する」

昨日の天気は、外の気温は、タ○○からアプリを起動きたメッセ―ジを知る読み上げ機能です。んで録音する

◯◯に今から説明する手順で操作してみましょう。すぐ行うことができる機能です。くと伝えてえて

◯◯さんに「今から説明する手順で操作してみましょう。すぐ行うことができる機能です。く」とメッセージを知る送ります。（１文字ずる

 メール

今から説明する手順で操作してみましょう。行うことができる機能です。きますとメールして

あと○分後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。に到着しますと○○にメールして
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○○宛てにメール画面を作成しててにメール画面を知る作成してして

 カレンダー

９時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに会では、「標準入力モード」のみで練習を行い議を設定を知る設定

 アラです。ーム画面 アラです。ーム画面を知るすべて OFF にして

３分後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。にタイマー

7時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに起こして

 リマインダー

午後にに裏面も触ってみましょう。上のほうにあるのがカメラです。５時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに病院に行くことを思い出させてに行うことができる機能です。くことを知る思います。長い文章では編集の確認と編集ポイントの移動に時間がかかい出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸させて

21時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですにテレビを知る見つかったら画面をダブルタップして開きます。るとリマインド文字入力

13時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに電話を受けるを知るするとリマインド文字入力

○時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですにテレビを知る見つかったら画面をダブルタップして開きます。るとリマインド文字入力

 メモで録音する帳

◯◯とメモで録音する（メモで録音するアプの練習リに◯◯とメモで録音するされる）

メモで録音するする　ボールペン購入

 Siri で録音する iPhone の位置、使い方を知る位置を知る確認していきましょう。

Hey Siri　どこにいるの位置、使い方を知る

（電源ケーブルを差し込むコネクターがあり、充電するときに使います。接続されている必要時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです自動 ON返すと「い」「う」「え」「お」と順答ボタンを選択して画面を１本指でダブルタップする。する）

 Siri で録音するの位置、使い方を知る問いかけの例（追加）いかけの位置、使い方を知る例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録（追加していくことができ、それらのアプリを起動するための）

・FaceTime ～と Facetime

・Skype ～さんと Skype

・App Store App Store で録音する◯◯を知る探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。して（App Store で録音する◯◯アプの練習リを知る検索なす

る）

・いま平成して何でも結構です。年？

・1 ポンド文字入力は何でも結構です。グラです。ム画面？

・1 ド文字入力ルはいくらアプリを起動？

・東京の人口は何人？の位置、使い方を知る人口は何人？は何でも結構です。人？

・スカイツリーの位置、使い方を知る高い声で「Ｙ」と読み上げられたら同様に「Ｏ」「Ｉ」を入力します。さは？

・7+7÷7+7ｘ 7-7＝

・今から説明する手順で操作してみましょう。私はどこにいるのはどこにいるの位置、使い方を知る

・４５００円の２０％はの位置、使い方を知る２０％は

・～の位置、使い方を知る画像を検索を知る検索な

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タ傘は必要？は必要？

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タの位置、使い方を知る天気は、外の気温は、タは

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タの位置、使い方を知る野球の結果はの位置、使い方を知る結果です。）は

・ここからアプリを起動○○まで録音するの位置、使い方を知る道順

・○○からアプリを起動○○まで録音するの位置、使い方を知る行うことができる機能です。き方を知るを知る教えてあげて下さい。えて

・車で○○までの道順で録音する○○まで録音するの位置、使い方を知る道順

・徒歩で○○までの道順で録音する○○まで録音するの位置、使い方を知る道順

・目的なことをしっかり理解しておきましょう。地まであと何分？まで録音するあと何でも結構です。分？

・○○（曲名やテキストが読）の位置、使い方を知る曲を知るかけて

・○○（ジャンル）の位置、使い方を知る曲を知る流してして

・○○（歌手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル名やテキストが読）の位置、使い方を知る曲を知る流してして
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・～で録音するピザが食べたいが食べたいべたい

・○○と検索なして

・○○を知る調べてべて

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タの位置、使い方を知る日の天気は、外の気温は、タ付を知る教えてあげて下さい。えて

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タは平成して何でも結構です。年？

・今から説明する手順で操作してみましょう。日の天気は、外の気温は、タは西暦何でも結構です。年？

・今から説明する手順で操作してみましょう。年（来年・去年）の位置、使い方を知る干支は？

・早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。起きは三文の位置、使い方を知る徳とはどういう意味？とはどういう意してく味？

・忖度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでとはどういう意してく味？

・〇〇の位置、使い方を知る住所をタップするようにします。は?

・○○とは

・○○の位置、使い方を知る意してく味

iPhoneを知る便利に使うに触れる使い方を知るう

さらアプリを起動に便利に使うに使えるジェスチャーや iPhone を知るもっと使いやすくする設定方を知る法な漢字入力どを知る紹介しますします。

1. ２本指ダブルタップの練習タップ講習会

ここで録音するは２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習は２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知るトンと一回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を軽く叩くジェスチャーです。く叩くジェスチャーです。くジェスチャーで録音するす。指ダブルタップの練習の位置、使い方を知る間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするを知る少し下から丸し開

くと良いでしょう。いで録音するしょう。２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習を知るすると読み上げ機能です。み上げ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る音する声を知る一時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです停止する際に使います。します。再開し

たいときはもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するタップの練習します。

2. ２本指ダブルタップの練習上下フリックフリックの練習

ここで録音するは２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習上下フリックフリックの練習の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習上下フリックフリックの練習は２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る上または下フリック方を知る向けてへスッと弾くように動かして離します。指の移動は早く短めにしスーッと刷くように動かして離します。くように動かして離します。指の移動は早く短めにし

します。指ダブルタップの練習の位置、使い方を知る移動は早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。めにします。

上にフリックの練習すると画面の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。上の位置、使い方を知る項目からアプリを起動すべての位置、使い方を知る項目を知る順番に位置を確認していきましょう。に読み上げ機能です。み上げていきます。

下フリックにフリックの練習すると現れ在選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る項目からアプリを起動すべての位置、使い方を知る項目を知る順番に位置を確認していきましょう。に読み上げ機能です。み上げていきます。

画面の位置、使い方を知る構成してを知る最初のホーム画面に戻ります。に把握りすぎて、タッチパネルしたり入力選択した項目を枠で囲むカーソルが現れ項目が多いようい画面で録音するまずは聞くなど）してから、発信ボき流してしてあたり入力を知るつける

な漢字入力どに利に使う用すると便利に使うで録音するす。

3. ３本指ダブルタップの練習ダブルタップ講習会

ここで録音するは３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習は、３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知るボタンを知る２回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を軽く叩くジェスチャーです。く叩くジェスチャーです。くジェスチャーで録音するす。素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。

く２度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があじ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ場所をタップするようにします。を知るタップの練習するようにします。指ダブルタップの練習は揃えすぎると１本指と誤認識されることがありますので注意しましょう。えず少し下から丸し開いた方を知るが良いでしょう。いで録音するしょう。

３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習は VoiceOver の位置、使い方を知る読み上げ機能です。み上げを知るオフにしたいときに使います。

オンにしたいときはもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するダブルタップの練習します。
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２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習との位置、使い方を知る違う操作になるため途惑ってしまう方も多いよういは、２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習タップの練習は読み上げ機能です。み上げ中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。の位置、使い方を知る項目の位置、使い方を知る音する声を知る一時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです停止する際に使います。するの位置、使い方を知るに

対の手の指で画面をして、３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習は VoiceOver の位置、使い方を知る読み上げ機能です。み上げを知る全てオフにします。V

oiceOver が急に読み上げなくなった場合はこのジェスチャーがオンになった可能性があに読み上げ機能です。み上げな漢字入力くな漢字入力った場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をはこの位置、使い方を知るジェスチャーがオンにな漢字入力った可能です。性があがあ

り入力ますの位置、使い方を知るで録音する、注意してくしましょう。

4. ３本指ダブルタップの練習トリプ講習会ルタップ講習会

ここで録音するはスクの練習リーンカーテンの位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するトリプの練習ルタップの練習すると画面が全く表示されています。されな漢字入力くな漢字入力るスクの練習リーンカーテンと言うエリアには電話メール等よく使うアプリのアイコンう

機能です。がオンにな漢字入力り入力ます。もともとは画面表示されています。の位置、使い方を知る必要がな漢字入力いユーザが食べたいが使うことで録音する、無駄なな漢字入力

電池消えてスリープ状態になり、画面に触れても反応しなくなります。費を防ぐことなどができる機能です。を知る防ぐことなどができる機能です。ぐことな漢字入力どがで録音するきる機能です。で録音するす。

解除するには再度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するトリプの練習ルタップの練習します。

意してく図せずに画面が表示されず読み上げだけが機能している場合はスクリーンカーテンがせずに画面が表示されています。されず読み上げ機能です。み上げだけが機能です。している場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をはスクの練習リーンカーテンが

オンにな漢字入力っている場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をがあり入力ますの位置、使い方を知るで録音する注意してくしましょう。

5. ロー練習ター練習と文字入力上下フリックフリックの練習

ここで録音するはローターの位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

２本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音するつまみを知る回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をすように時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです計回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をり入力、または半時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです計回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域をり入力に回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を転させると、読み上げ速させると、読み上げ機能です。み上げ速

度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで、音する量ボタンが２つあり、上のボタンを押すと音量が上がり、ヒント、コンテナ、見つかったら画面をダブルタップして開きます。出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸し、文字、単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語、と読み上げ機能です。み上げていきます。

それぞれ移動した内容は、明日の天気は、外の気温は、タで録音する、上または下フリックにクの練習リックの練習することで録音する操作します。例えば電話に出たり電話を切ったりする時や、音楽やビデオの再生停止、ボイスメモ録えばロー

ターが読み上げ機能です。み上げ速度おさらいしておきましょう。注意する点は３つでに選択した項目を枠で囲むカーソルが現れされている場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を、上にフリックの練習するたび出します。に早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く読み上げ機能です。み上げ、下フリック

にフリックの練習するたび出します。に遅く読み上げるようになります。く読み上げ機能です。み上げるようにな漢字入力り入力ます。

単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をは読み上げ機能です。み上げを知る項目ご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながとで録音するはな漢字入力く、記載されている単語ごとに読み上げていきされている単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっ語かな、日本語ご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながとに読み上げ機能です。み上げていき

ます。下フリックフリックの練習で録音する進んで読み上げます。むジャックがあります。その右には電、上フリックの練習で録音する戻ります。る動作とな漢字入力り入力ます。文字の位置、使い方を知る場合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面を一音するご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながとに読み上げ機能です。

み上げます。入力されている文字を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着字ずつ確認していきましょう。する際しっかり握りすぎて、タッチパネルな漢字入力どに有効なツールです。いろいろ試してみで録音するす。

またインターネットの位置、使い方を知るページを知る閲覧している際には行、ホームコントロールが追加されしている際しっかり握りすぎて、タッチパネルには行うことができる機能です。、ホーム画面コントロールが追加していくことができ、それらのアプリを起動するためのされ

ます。

6. ４本指ダブルタップの練習ダブルタップ講習会

ここで録音するは４本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習の位置、使い方を知る説明します。視覚障害のある方に触ってもらいながを知るします。

４本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習は４本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知るトトンと２回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を軽く叩くジェスチャーです。く叩くジェスチャーです。くジェスチャーで録音するす。少し下から丸し難

しいジェスチャーで録音するすが、４本ジェスチャー練習の位置、使い方を知る指ダブルタップの練習を知るで録音するきるだけ同じ手順ですが、選択した後に画面をダブルタップする必要があ時に画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーですに触れるれるようにすると良いでしょう。いで録音するしょ

う。

４本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習を知るするとヘルプの練習を知る開始中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。と読み上げ機能です。み上げらアプリを起動れて VoiceOver の位置、使い方を知るヘルプの練習モで録音するー

ド文字入力にな漢字入力り入力、行うことができる機能です。ったジェスチャーの位置、使い方を知る種類とその位置、使い方を知る使い方を知るを知る教えてあげて下さい。えてくれます。

VoiceOver の位置、使い方を知るヘルプの練習を知る終えるにはもう一度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで４本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習ダブルタップの練習するとヘルプの練習を知る停止する際に使います。中の項目から１つ次の項目へ進んで読み上げます。と

読み上げ機能です。み上げて停止する際に使います。します。

7. 使い方を知るい方を知るやすくする工夫

ここで録音するは iPhone を知るさらアプリを起動に使いやすくする設定を知るご説明します。視覚障害のある方に触ってもらいなが紹介しますします。
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 １番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着　まず画面の位置、使い方を知る回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を転させると、読み上げ速を知る制限しましょう。画面の状態によって画面構成が変わってしまうしましょう。画面の位置、使い方を知る状態になり、画面に触れても反応しなくなります。によって画面構成してが変わってしまう

と操作に迷ってしまいますので、初めから回転表示を制限しておくと良いでしょう。ってしまいますの位置、使い方を知るで録音する、初のホーム画面に戻ります。めからアプリを起動回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を転させると、読み上げ速表示されています。を知る制限しましょう。画面の状態によって画面構成が変わってしまうしておくと良いでしょう。いで録音するしょう。

 ２　VoiceOver を知る簡単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっにオンオフする。

ホーム画面ボタンを知る素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く３回ると、誤作動してしまうこともありますので、タッチパネルの操作領域を押すとすトリプの練習ルクの練習リックの練習で録音する VoiceOver の位置、使い方を知るオンオフが簡単に使えます。いつでもホームボタンを長押しするだけ。ポポンとなっにで録音するき

るよう設定で録音するきます。ホーム画面画面からアプリを起動一般をタップします。、アクの練習セシビリティー、ショートカット、と

順番に位置を確認していきましょう。に選んで録音する行うことができる機能です。き、VoiceOver の位置、使い方を知る項目にチェックの練習を知る入れます。これで録音するホーム画面ボタンを知るト

リプの練習ルクの練習リックの練習するたび出します。に VoiceOver の位置、使い方を知るオンとオフを知る切り替えるとマナーモードになり着り入力替えるとマナーモードになり着えらアプリを起動れます。

 ３　便利に使うな漢字入力設定で録音する自分に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をった設定に変更します。「その他文字」はアルファベットする。

アクの練習セシビリティーや VoiceOver の位置、使い方を知る設定画面で録音するは、グレイスケール、色反転させると、読み上げ速、ホーム画面ボ

タンクの練習リックの練習の位置、使い方を知る間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にする隔、読み上げ機能です。み上げ速度おさらいしておきましょう。注意する点は３つで、ズーム画面機能です。、より入力大きな漢字入力文字、な漢字入力ど便利に使うな漢字入力機能です。が

付いていますからアプリを起動、必要に合は中指や親指、あるいは反対の手の指で画面をわせて設定してみてください。

 ４　指ダブルタップの練習紋認していきましょう。証でロックを解除する。で録音するロックの練習を知る解除する。

指ダブルタップの練習紋認していきましょう。証でロックを解除する。機能です。が搭載されている単語ごとに読み上げていきされている iPhone で録音するは、ロックの練習解除の位置、使い方を知る際しっかり握りすぎて、タッチパネルに、いち上げた状態からスタートします。いち上げた状態からスタートします。パスコード文字入力を知る

入力する手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル間が画面、つまりタッチパネルの操作領域となりますので目印にするが入らアプリを起動ず、素早く画面をトトンと２回軽く叩くジェスチャーです。く操作で録音するきるようにな漢字入力るの位置、使い方を知るで録音するパスコード文字入力を知る設定して、プの練習ラです。

イバシーやセキュリティーを知る向けて上してはいかがで録音するしょうか。ホーム画面画面からアプリを起動、設定、

Touch ID とパスコード文字入力、と順番に位置を確認していきましょう。に進んで読み上げます。み、パスコード文字入力を知る入力して指ダブルタップの練習紋を知る追加していくことができ、それらのアプリを起動するためのを知る選び出します。ます。

ホーム画面ボタンに指ダブルタップの練習を知る触れるれて離します。指の移動は早く短めにしす作業に隠れたページがあるときに左へフリックすると次のページへ移動しを知る繰り返すと「い」「う」「え」「お」と順り入力返すと「い」「う」「え」「お」と順して、指ダブルタップの練習紋を知る登録してください。登録は五

つまで録音するで録音するきます。登録が完了したらアプリを起動、登録した指ダブルタップの練習で録音するホーム画面ボタンに触れるれるだけで録音する、ロッ

クの練習を知る解除で録音するきます。

 ５　アプの練習リの位置、使い方を知る配置を知る変える。

頻繁に使うアプリの配置を変更してもらうなどのちょっとした工夫でも使いやすくなりに使うアプの練習リの位置、使い方を知る配置を知る変更します。「その他文字」はアルファベットしてもらアプリを起動うな漢字入力どの位置、使い方を知るち上げた状態からスタートします。ょっとした工夫で録音するも使いやすくな漢字入力り入力

ます。アプの練習リを知るダブルタップの練習したまま長押すとしし、指ダブルタップの練習を知る離します。指の移動は早く短めにしさず移動することで録音するアプの練習リの位置、使い方を知る配

置を知る変更します。「その他文字」はアルファベットで録音するきます。サポーターの位置、使い方を知る方を知るに手で持ってみましょう。その際しっかり握りすぎて、タッチパネル伝えてってもらアプリを起動うと良いでしょう。いで録音するしょう。

 ６　コントロールセンターを知る呼び出します。び出します。出すレシーバーの凹みがあります。その凹みの少し下から丸す。

画面の位置、使い方を知る１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着番に位置を確認していきましょう。上の位置、使い方を知るステータスバーにある項目を知るどれか選択した項目を枠で囲むカーソルが現れしてからアプリを起動、３本ジェスチャー練習指ダブルタップの練習で録音する画面を知る上に

フリックの練習すると、コントロールセンターが表示されています。され、機内モで録音するード文字入力、Wi-Fi、画面横の１番上にはサイレントスイッチがあります。切り替えるとマナーモードになり着向けてき

ロックの練習、な漢字入力どの位置、使い方を知る設定を知るオンオフで録音するきます。設定を知る終えたらアプリを起動ホーム画面ボタンを知る押すとすと元の画の位置、使い方を知る画

面に戻ります。り入力ます。

講習会では、「標準入力モード」のみで練習を行い資料おわりおわり入力
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