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お品書き
iPadの基本操作

iTunes U
世界の大学の講義や公開講座を入手する

Podcast
外国語学習番組やニュースから娯楽番組など様々な番組を入手する 

パソコンでiTunes UやPodcastを利用する（別紙資料）

デジタル音楽プレーヤーにiTunes UやPodcastを転送する（別
紙資料）
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iPadの基本操作

ホームボタン
とにかく迷ったら「家」に帰ろう！

音量ボタン

電源スイッチ

音消しスイッチ
または
画面回転切り替えスイッチ
（設定による）

iPadについて詳しくはAppleのWebサイトで。http://www.apple.com/jp/ipad/
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iPadは指で操作する
しばらく触らなかったら
節電のために画面が暗く
なる。

ホームボタンを押して目
覚めさせる。

画面に出てきたロック解
除の→を右に動かす。 ロック解除
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iTunes U

世界の様々な大学の講義や公開講座のビデオや音声が
無料で入手できる。講義資料を配付している授業も。

アメリカを中心にヨーロッパ・オセアニア・アジアの
大学も参加。

日本からは現在、関西大学・慶應義塾大学・東京大
学・ 中央大学 ・明治大学・早稲田大学が参加。
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iTunesアプリを起動する

iTunesアプリのアイコン
に指で触れて起動する。

iTunesアプリを使うに
は、インターネット接続
が必要。
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iTunes Store
iPadの画面の下の方に見えるメニュー

音楽、映画、オーディオブック（本を朗読した音声）
の有料販売のコーナー

PodcastとiTunes Uは無料！

ダウンロードの状況表示
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iTunes Uに入ったところ
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iTunes U  ：大学名で探す

Universites & Collegesに触
れる。

大学名のアルファベット
のリストから見たい大学
を選ぶ。
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試しに見てみる(1)

見たい講義に触れると、
一覧が開く。
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試しに見てみる(2)

見たい回のタイトルに触
れると、プレビューが開
く。

プレビューはインター
ネットにつながっていな
いと見られない。
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試しに見てみる(3)

しばらく待つと、再生ボ
タンが現れる。

再生ボタンに触れると再
生が始まる。

再生ボタン
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試しに見てみる(4)
自由に止めたり進めた
り、全画面表示に切り替
えることができる。

再生画面に触れると、
その度に再生・停止・全
画面拡大ON/OFFのボタ
ンが現れたり消えたりす
る。 全画面に拡大停止

13

13



気に入ったらダウンロード
ダウンロードすると、イン
ターネット接続がないところ
でも見られる。

「無料」に触れると、表示
が「エピソードを入手」に
変わる。

「エピソードを入手」に触
れると、ダウンロードが始
まる。
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ダウンロードしたものを見る(1)

ダウンロードしたものは
iPodアプリで見る。

ホームボタンを押して、
起動した時の最初の画面
に戻る。

ホームボタン
とにかく迷ったら「家」に帰ろう！
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ダウンロードしたものを見る(2)

iPodアプリのアイコンに
触れる。

iPodアプリが開いたら、
iTunes Uを選ぶ。
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iTunes Uの「歩き方」

人気のある講義の中から探してみる。

自分の興味のある分野で講義を探してみる。

キーワードを入力して検索してみる。
iTunes Uの共通言語は英語、自分の興味のあることを英単語
で検索すると見つかりやすい。
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人気ランキングを見る
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カテゴリで見る
最初カテゴリは「すべ
て」が自動的に選ばれて
いる。

左上のカテゴリで見たい
分野を選んでから、
「おすすめ」や「ランキ
ング」を見ると、自分が
選んだ分野のものだけに
なる。
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iTunesUの言語カテゴリでランキングを表示させた例
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キーワードで検索する(1)
右上の角の検索ボックスに単語を入力する。
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検索語の入力(1)
検索ボックスに触れると、キーボードが現れる。

地球儀のマークを押さえていると、入力言語のリストが現れる。
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検索語の入力(2)

入力言語を選んだら、検索したい語を入力する。

キーボードのSearch（検索）に触れると、検索が始まる。

【注】
日本で販売されているiPadは、初期設定では日本語入力と英語入力しか
ONになっていないが、iPadは約４０の言語の入力に対応している。例
えば、先ほどの画面では中国語入力がONになっている。
「設定」→「一般」→「キーボード」→「新しいキーボードを追加…」
で日本語・英語以外の言語の入力を追加できる。
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キーワードで検索する(2)
有料販売の音楽や映画が先に表示される。

下の方にスクロールすると、無料のiTunesUやPodcastが出てくる。
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iTunes Uとは何か？

Apple社が高等教育機関向けに提供するサービス。
http://www.apple.com/jp/education/itunes-u/

学校単位でAppleに申し込む。

言わば一種の「文教地区」。
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Podcastとは何か？
Podcastは自然発生的に始まったダウンロード可能なイン
ターネット放送。Apple社はすでに配信されているPodcast
へのリンク集を提供しているだけ。音声や動画はそれぞれ
の配信者が配信している。

学校や会社だけでなく、個人でもPodcastを配信していれ
ば、iTunesのPodcastにリンクの掲載を申し込める。

外国語学習番組やニュースから娯楽番組まで幅広い内
容。言わば「繁華街」のようなもの。
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iTunes Store
iPadの画面の下の方に見えるメニュー

音楽、映画、オーディオブックの有料販売
PodcastとiTunes Uは無料！
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Podcastに入ったところ

28

28



Podcastの「歩き方」

人気のある番組のランキングの中から探してみる。

自分の興味のある分野で探してみる。

キーワードを入力して検索してみる。
Podcastでは英語以外に日本語もOK。多くの日本の番組が登
録されている。
例えば、大阪府立大学で検索してみてください！
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Podcastの人気ランキング
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Podcastのカテゴリー
最初カテゴリは「すべ
て」が自動的に選ばれて
いる。

左上のカテゴリで見たい
分野を選んでから、
「おすすめ」や「ランキ
ング」を見ると、自分が
選んだ分野のものだけに
なる。
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Podcastの教育カテゴリでランキングを表示させた例
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試しに見てみる(1)

見たい番組に触れると、
一覧が開く。
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試しに見てみる(2)

見たい回のタイトルに触
れると、プレビューが開
く。

プレビューはインター
ネットにつながっていな
いと見られない。
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試しに見てみる(3)

しばらく待つと、再生ボ
タンが現れる。

再生ボタンに触れると再
生が始まる。

再生ボタン
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試しに見てみる(4)

自由に止めたり進めたり、全画面表示に切り替えることが
できる。

再生画面に触れると、その度に再生・停止・全画面拡大
ON/OFFのボタンが現れたり消えたりする。
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気に入ったらダウンロード
ダウンロードすると、イン
ターネット接続がないところ
でも見られる。

「無料」に触れると、表示
が「エピソードを入手」に
変わる。

「エピソードを入手」に触
れると、ダウンロードが始
まる。
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ダウンロードしたものを見る(1)

ダウンロードしたものは
iPodアプリで見る。

ホームボタンを押して、
起動した時の最初の画面
に戻る。

ホームボタン
とにかく迷ったら「家」に帰ろう！
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ダウンロードしたものを見る(2)

iPodアプリのアイコンに
触れる。

iPodアプリが開いたら、
Podcastを選ぶ。
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外国語学習に役立つ
音声Podcastの特徴

音声Podcastは再生速度の調整が可能。
再生画面の１×の部分に触れると、2分の1速・等速・倍速の
切り替えができる（iPhone・iPod touch・iPadのみの機能）。

一部の音声Podcast番組は文字を音声に埋め込んでいる。
iPhone、iPod touch、iPadでは、再生中に画面に触れると、音
声に埋め込まれた文字の表示と非表示が切り替わる。
（「設定」→「iPod」で「歌詞／Podcast 情報」をONにして
おく必要有り）。
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iPad（iPhone・iPod touch）の
音声Podcast再生画面の例

再
生
速
度
調
節
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iTunes U・Podcastのもう1つの特徴
iTunes UとPodcastでは主に動画や音声が配信されていま
すが、一部の講義や番組ではそれに加えて講義資料や
説明のプリントも配信している。

配布される講義資料やプリントのファイル形式はPDF・
またはEPUBと呼ばれるもの。

これらをダウンロードにはiBooksという無料のアプリを
追加インストールする必要あり。
http://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
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iTunes U・Podcastで配布されるPDFやEPUBには閉じた本の形
のアイコンがついている。

動画や音声と同様に「無料」の部分に触れると、表示が
「ダウンロード」に変わるので、もう一度触れる。

EPUBはiBooksアプリの中にダウンロードされる。iBooksアプ
リを開けて読む。

PDFは最初からインストールされているWebブラウザのSafari
を使ってすぐに表示される。但し、これは実はまだiPadの中
にはダウンロードされていない。ダウンロードしたい時は
手動でiBooksの中にダウンロードする。
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iTunes UやPodcastのPDF表示
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付録

今回の講座ではiPad購入時にすでにインストールされているiTunesアプリ等を
使いましたが、アプリは自分で後から追加することもできます。
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アプリを自分で追加する

iPadは自分でアプリを追加することができる。
生涯学習や教育に役立つアプリがたくさんある。

アプリには無料と有料がある。

アプリはApp Storeからダウンロードする。
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アプリを追加するには？
アプリを追加するには、App Storeのアカウントとイン
ターネット接続が必要。

App Storeのアカウントを取るためには、メールアドレス
と支払い手段が必要。

支払い手段は自分名義のクレジットカード、または
Appleの販売するプリペイドカード（iTunes Card）。
iTunes Cardはコンビニや大型電器店で販売している。
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クレジットカードを使わずにApp Store アカウントを作
成する方法がある。下記のAppleのWebページ参照。

http://support.apple.com/kb/HT2534?viewlocale=ja_JP

とりあえず無料アプリを試したい
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中国語学習に関するアプリ
中国語学習に関するアプリについては、以下の論文が参考になる。

中西千香「もっとつながる中国語学習～iPhone 設定からアプリ活用ま
で～」
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/pdf7/nakanishi100.pdf

中西千香「中国語アプリ探訪(1) ～発音学習から音声付読み物まで～」
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/pdf8/nakanishi101.pdf

中西千香「中国語アプリ探訪(2)～中国の食習慣・消費習慣からみえるも
の～」
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/pdf8/nakanishi102.pdf
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この資料は大阪府立大学2011年度公開講座「ポッドキャストで生涯学習」の資
料です。ご興味のある方にコピーして配ってもかまいません。但し、その際は内
容を変更しないでください。また、この資料を著者の許諾無しに販売すること
はできません。

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。

資料の記述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及
び大阪府立大学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
ますようお願いいたします。
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