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ご注意とお願い 
（1）本資料は関西大学外国語教育学会第 8回研究大会（2014年 3月 9日、関西大学千里山キャ

ンパス）における発表の予稿に対する補充資料です。 

（2）本資料では iOSや Android自身が内蔵している TTSや音声入力については触れていません。 

（3）本資料におけるアプリの価格は執筆時のものです。アプリの価格は予告なく随時改定され

ます。ダウンロードの際には必ずご自身でご確認ください。 

（4）本資料に基づいて行われた作業の結果生じたあらゆる損害について、著者は一切の責任を

負いません。どうか悪しからずご了承ください。 

（5）本資料の中で紹介されている会社名・製品名・ソフトウェア名は一般に各社の商標または

登録商標です。 

 

1. QR コードアプリ 
次ページ以降の資料には、スマートフォンやタブレットで Webページに接続するのに便利なよう

に QRコードを掲載しています。 

iPhone・iPad には QR コードアプリはインストールされていません。以下は iPhone・iPad で使

える QRコードアプリの例です。 

（1）お父さん QR（iOS用） 

無料、広告表示あり、QRコードの読みとりのみ。 

（2）QRdeCODE（iOS用） 

200円、QRコードの開発元のデンソーによるアプリ、QRコードの読みとりと生成。 

 

Android 搭載のスマートフォンやタブレットの場合は、購入時に QR コードアプリがすでにイン

ストールされていることがありますので、QR コードアプリをインストールする前にご確認くだ

さい。以下は Google Playからインストールできる Android用の QRコードアプリの例です。 

（3）QRコードスキャナ（Android用） 

 

なお、QRコードは短縮 URLサービスの bitlyを使用して作成しました。 
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https://itunes.apple.com/jp/app/o-fusanqr/id497353273?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/qrdecode/id365849329?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
https://bitly.com/
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2. TTS 
（1）Voice Dream Reader Lite （iOS用） 

無料、一度に読み上げられる字数に制限あり。 

 

 
 

別に読み上げ字数の制限がない有料版 Voice 

Dream Readerもある。 

 

(2)Acapela TTS Voices（Android用） 

アプリ自体は無料だが、アプリ内購入で必要

な言語の TTS を購入しなければならない。

Android の「設定」→「言語と入力」→「テ

キストの読み上げ出力」で優先するエンジン

として指定する。 

 

 
 

 

3. 音声入力 
(1)Dragon Dictation（iOS用） 

無料、要インターネット接続。初期設定では

日本語で入力する設定になっているので、

Dragon Dictationの「設定」→「言語」で入

力する言語を変更する。 

 

 
 

 

4. 板書動画の作成と公開 
（1）ShowMe Interactive Whiteboard 

（iPad専用アプリ、無料） 

 

 

（2）ShowMe 

http://www.showme.com 

 

 
 

（3）ShowMeで清原が公開している板書動画 

http://www.showme.com/kiyohara 

 

 
 

 

5. 電子書籍 EPUB リーダーア

プリ 
（1）iBooks（iOS用、無料） 

 

 
 

（2）Himawari Reader（Android 用、無料、

広告有り） 

 
 

別に広告が表示されない有料版 Himawari 

Reader Proもある 

 

（3）Webブラウザ Google Chrome＋エクステ

ンションの Readium（パソコン用） 

http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/

browser/ 

 

http://readium.org 
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https://itunes.apple.com/jp/app/voice-dream-reader-lite-text/id563971853?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/voice-dream-reader/id496177674?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/voice-dream-reader/id496177674?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acapelagroup.android.tts&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
http://www.showme.com/
http://www.showme.com/kiyohara
https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.green_fld.himawari
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.green_fld.himawari.pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.green_fld.himawari.pro
http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/
http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/
http://readium.org/
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6. EPUB 作成アプリ 
（1）Creative Book Builder（iOS用、有料） 

 

 
 

テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ ○ ○ 

リフローと固定レイアウト両方作成可能。 

固定レイアウトのみメディアオーバーレイ対応。 

選択問題作成機能あり。 

 

Android用の Creative Book Builder（有料）

も存在するが、機能的にはまだ iOS用に追い

ついていない。 

 
 

 

7. EPUB 作成ソフト（パソコ

ン用） 
7.1  ワープロソフトから書き出す 
（1）一太郎 2014徹（Windows用、有料） 

http://www.justsystems.com/jp/products/

ichitaro/ 

 
テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ × ○ 

リフローと固定レイアウト両方作成可能。 

 

（2）Pages ver.5（Mac OS X Mavericks 用、

有料） 

https://www.apple.com/jp/mac/pages/ 

 
テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

7.2  EPUB作成専用ソフト 
(1)FUSEe（Windows用、有料） 

http://fusee.jp 

 
テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ ○ ○ 

リフローと固定レイアウト両方作成可能。 

 

 

(2)Smart ePub（Windows用、有料） 

http://www.openend.co.jp/productsinfo/s

martepub/ 

 
テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

8. EPUB 作成 Web サービス 
（1）でんでんコンバーター（無料） 

http://conv.denshochan.com 

 

 
 
テキスト 画像 Webリンク 音声 動画 

○ ○ ○ × × 

メディアオーバーレイの作成支援機能あり。 

http://blog.livedoor.jp/denden_proj/archives

/32984962.html 

 

（2）パブー（基本機能は無料、有料で機能

追加） 

http://p.booklog.jp 

 

 
 
テキスト 画像 Web リンク 音声 動画 

○ ○ ○ × × 
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https://itunes.apple.com/jp/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tigernghk.android.cbb&hl=ja
http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/
http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/
https://www.apple.com/jp/mac/pages/
http://fusee.jp/
http://www.openend.co.jp/productsinfo/smartepub/
http://www.openend.co.jp/productsinfo/smartepub/
http://conv.denshochan.com/
http://blog.livedoor.jp/denden_proj/archives/32984962.html
http://blog.livedoor.jp/denden_proj/archives/32984962.html
http://p.booklog.jp/
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9. 付録 
(1)PingPong 

スマートフォン、タブレットで使うクリッカ

ーアプリ、学習者の反応を選択肢・自由記述、

絵で知ることができる。教員は Facebook ま

たは Googleの IDでログインする。学習者は

アプリをインストールするだけでよく、アカ

ウントは必要ない。アプリ無しで Webブラウ

ザのみで動作するバージョンも開発中のよ

うだ。 

 

PingPong - リアルタイムアンサーチェック

システム（iOS用、無料） 

 

 
 

PingPong - リアルタイムアンサーチェック

システム（Android用、無料） 

 

 
 

 

(2)清原文代「“宅女”の部屋」リンク集 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohar

a/zhainv/ 

 

 
 

NHK「テレビで中国語」テキスト 2013年 4月

号から 2014 年 3 月号まで連載したコラムの

ためのリンク集。中国語学習に役立つ Webペ

ージやアプリを紹介している。 

 

 

(3)清原文代「デジタルフラッシュカードの

作り方 音が出てゲームもできる単語カード

を無料で作る！」 

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohar

a/JACLE_Kansai_2012_Quizlet/ 

 

 
 

単語やフレーズの音声付きカードセットを

無料で作成できる Webサービス Quizletを紹

介した Webページ。清原が作成して公開して

いる中国語入門〜初級用（308 語）のカード

セットへのリンクもある。 

なお、この Webページを作った当時、Quizlet

は日本語インターフェースを提供していた

が、現在は英語インターフェースのみである。 

 

Quizlet でカードセットを作成するにはアカ

ウントが必要だが（基本機能は無料、有料で

機能追加）、学習者がすでに公開されている

カードセットを使用するだけであれば、アカ

ウントは必要ない。カードセットはパソコ

ン・タブレット・スマートフォンいずれでも

使用できる。 

http://quizlet.com 

 

 
 

 

本資料は JSPS科研費 23501090及び 25370642

の助成を受けたものです。 
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http://classpp.com/
https://itunes.apple.com/jp/app/pingpong-riarutaimuansachekkushisutemu/id734147693?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/pingpong-riarutaimuansachekkushisutemu/id734147693?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.waterbear.pingpong&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.waterbear.pingpong&hl=ja
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/%7Ekiyohara/zhainv/
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/%7Ekiyohara/zhainv/
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/%7Ekiyohara/JACLE_Kansai_2012_Quizlet/
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/%7Ekiyohara/JACLE_Kansai_2012_Quizlet/
http://quizlet.com/
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