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ちょこゼミ活用ノート 

ちょこっとゼミナールの動画がもっと見やすくなる！ 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

人材支援グループ・中小企業大学校 
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 みなさま、ちょこゼミを活用くださってありがとうございます。 
 ちょこゼミは新しいコンテンツを用意して、もっとみなさまの経営に役立てて頂
きたいと思っています。 
 ちょこゼミを活用するために、その前にYouTubeの使い方を知りたい、
YouTubeの便利な機能を知りたいなどのご要望にお応えして、活用ノートを作り
ました。 

（１）YouTubeの利用 

■ここから始めよう 
 
 まずは、中小機構のちょこゼミのホームページをひらいて、見たい動画をクリック
してみましょう。 
 右上の画面は「書いてみようよ 経営計画」を選択したところです。右下の画面
のように、YouTubeの画面に切り替わり動画が自動的に再生されますので、そこで
そのまま視聴してください。 
 
 さて、次を見たい場合どうするかです。YouTubeの画面には、他の動画のサムネ
イル（小さな画像）が表示されていますので、それをクリックしてもご覧になれます。
（たとえば赤丸を選ぶ）  
 ただ、これだと動画の内容が分かりません。この場合は、ブラウザの上部に表示
されているタブの＜中小機構：ちょことゼミナール＞（青丸）をクリックして、再度、
中小機構のちょこゼミのページに戻ります。 
そうすると、先ほど動画を選んだ画面が残っているので、次の動画を選ぶことがで
きます。 講座メニューの中に各カテゴリーに分けた動画タイトルが並んでいますの
で、そこをクリックしてください。 

はじめに 
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（１）YouTubeの利用 

■基本操作 
 
1.動画の再生と一時停止 
 動画の再生を一時停止する場合には赤丸をクリックして下さい。再生が一時停止
します。 一時停止を解除するには赤丸を再度クリックして下さい。一時停止したとこ
ろから再生します。 再生の一時停止と一時停止の解除は、動画の画面上をクリック
して行うこともできます。画面を一度クリックすると一時停止、もう一度クリックすると
一時停止の解除です。 
 
2.ボリュームの変更とミュート（消音） 
 再生している動画のボリュームを変更するには青丸のところにマウスを合わせて下
さい。ボリュームを変更するためのスライダーが表示されます。マウスを使って右へ
移動させればボリュームが大きくなり、左へ移動させればボリュームが小さくなります。   
 またベルのアイコンをクリックするとミュート（消音）させることもできます。これはスラ
イダーを一番左まで移動させた場合と同じです。 ミュートを解除するにはもう一度ベ
ルのアイコンをクリックするかスライダーをマウスで移動させて下さい。 

3.任意の位置から再生 
 動画を再生すると動画の下にスライドバーが表示されます（黄丸）。現在全体のど
のあたりを再生しているのかを確認することができます（スライドバーが表示されない
場合は再生中の動画にマウスを合わせて下さい）。 
 スライドバー上の任意の位置でマウスをクリックすると、その位置から再生させるこ
とができます。 
 スライドバー上には現在の再生位置を表す白い丸が表示されていますが、この丸
をマウスで左右に移動させることで画像を確認しながら再生位置を変更することが
できます。 
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（１）YouTubeの利用 

■画面表示 
1.全画面表示 
 動画を全画面表示することもできます。動画の右下にある「全画面」と表示される
アイコンをクリックして下さい（赤丸）。  
 全画面表示から元に戻す場合には、同じボタンをもう一度クリックするか、ESCキー
を押してください。 
 
2.外部モニターに出力 
 iPad３などは、HDMI入力のあるテレビなどへ、DockとHDMIケーブルを使用すること
で接続することができます。 

○全画面表示イメージ 
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（２）もっと便利に使おう 

■YouTubeのアカウントを取ろう  
 YouTube動画は、通常は何かログインなどが必要ではなく、クリックするだけで視
聴することができます。 
 でも、YouTubeのアカウントを取得するといろいろと便利な機能が使えるようになり
ます。 

○ログインするとこんなことができる！ 
 アカウントを取ることでYouTubeの使いやすさがアップします。  
 例えば、動画に評価をつける、コメントを投稿する、動画のマイリス
トを作ることが可能となります。 

■YouTubeへのログインとログアウト 
 
1.YouTubeへのログイン 
 YouTubeはGoogle社が提供しているサービスであり、他のGoogleサービスと同じく
Googleアカウントを使用します。 
 Googleアカウントをお持ちでない場合は「Googleアカウントの使い方」を参考に先に
Googleアカウントを取得しておいて下さい。 
 
○GoogleアカウントでYouTubeへログイン 
 
 はじめにGoogleへログインしてください。続いてGoogle画面の右上にあるアプリボタ
ン（赤丸）をクリックして下さい。 この中からYouTubeのアイコン（青丸）をクリックすれ
ば、YouTubeのログイン画面となります 
 
2.YouTubeからのログアウト 
 YouTubeの利用が終わりましたらYouTubeからログアウトしておいて下さい。 
 ログアウトするには画面右上に表示されている自分のプロフィール画像をクリックし
て下さい。「ログアウト」と書かれたリンクボタンをクリックして下さい。YouTubeからのロ
グアウトが完了します。 

○Googleアカウントを取得すれば、
YouTubeにもログイン可能 
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（２）もっと便利に使おう 

■マイチャンネルの作成 
 YouTubeに自分の動画をアップロードしたり、お気に入りの動画の再生リストを作成
する場合にはマイチャンネルを作成する必要があります。特に再生リストはとても便
利ですので、動画のアップロードをしない場合でもマイチャンネルの作成をしてみま
しょう。 
 
1.マイチャンネルの新規作成 
 まずYouTubeにログインします。そして、左上図のように、画面左上に表示されてい
るマーク（赤丸）をクリックして下さい。  
 次に「マイチャンネル」と書かれたリンクボタン（青丸）をクリックして下さい。YouTube
チャンネルとリンクするGoogle+プロフィールの確認画面が表示されますので「OK」ボ
タンをクリックして下さい。マイチャンネルが作成されます。 
 
2.マイチャンネルの表示 
 マイチャンネルを作成しましたらマイチャンネルを表示してみます。YouTubeのホー
ムページで画面左上の「≡」マークをクリックし、表示されたメニューの中から「マイ
チャンネル」をクリックすれば表示されます。 



■「登録チャンネル」への登録 
★どこに登録チャンネルがあるの？？？ 
 お気に入りのチャンネルを＜登録チャンネル＞に登録すれば、いつでもそのチャンネ
ルの動画を視聴することができます。では、ちょこゼミを＜登録チャンネル＞に登録して
みましょう。 
 再生が終了すると下図のような画面になります。ここで、右上図にあるように、チャンネ
ル登録というボタン（赤丸）をクリックすると、ちょこゼミを登録することができます。「OK」
ボタンをクリックすれば登録完了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■登録チャンネル画面の見方 
 登録したちょこゼミのチャンネルを表示すると、そのチャンネルで公開されている動画
の一覧や再生リストなどを見ることができます。 
 右上図の、画面左下の登録ボタンの左側にあるちょこゼミのアイコン（青丸）をクリックし
てください。右下図のような画面になります。 
 チャンネルを表示した時はまず「ホーム」タブが表示されます（赤丸）。この画面では
アップロードした動画や再生リスト、人気のある動画の一部などが表示されています。ま
た画面の右側には「おすすめチャンネル」として他のチャンネルなどが表示されています。 
 チャンネル名の下に表示されている「ホーム」「動画」「再生リスト」「チャンネル」「フリー
トーク」「概要」をクリックするとそれぞれの画面を表示することができます。 
 「動画」タブをクリックするとチャンネルで公開されている動画の一覧を見ることができま
す。 
 「再生リスト」タブをクリックするとチャンネルで作成された再生リストの一覧を見ることが
できます。 
 「チャンネル」タブをクリックするとこのチャンネルの作成者が登録した他のチャンネルの
一覧が「登録チャンネル」と表示されている個所に表示されます。またチャンネルの作成
者はチャンネルを見ているユーザーにお勧めのチャンネルとして表示するように設定して
おくことができます。このチャンネルの一覧が「おすすめチャンネル」と表示されている箇
所に表示されます。 
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（３）チャンネルの利用 

Ｖ 

Ｖ 
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（３）チャンネルの利用 

■チャンネルに新しい動画が追加された時 
 登録したチャンネルに新しい動画が追加された時、メールで通知を受け取れるように
設定する方法を解説します。チャンネル毎に設定が可能ですので特定のチャンネルに
新しい動画が追加された時にメールで通知を希望する場合に設定して下さい。 
 
1.アップデート通知を受け取るかどうかの設定 
 チャンネルの更新情報に関する設定を行うにはYouTubeのホームページで左上に表
示されている「≡」アイコンをクリックし、表示されたメニューの中から「登録リストを管理」
をクリックして下さい。登録済のチャンネルを管理する画面が表示されます。新しい動画
が追加された時にメールで通知を受け取りたいチャンネルがある場合にはチャンネルの
右側で「アップデート通知を受け取る」の列にあるチェックボックスをチェックして下さい。
以上で設定は完了です。チェックを付けたチャンネルで新しい動画がアップロードされた
時にメールで通知が届きます。ちょこゼミのチャンネルも、新しい動画をアップしていく予
定ですので、設定しておいてください。 
 「おすすめチャンネル」に表示されているチャンネルは「ホーム」タブの画面を表示した
時に画面右側に表示されます。「概要」タブをクリックすると現在見ているチャンネルに
関する概要が表示されます。 全てのチャンネルにここで紹介した情報が掲載されている
わけではありません。チャンネルによって表示される内容は異なりますのでご注意下さい。 
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（４）コメントの投稿と管理 

■コメントの投稿と管理 
 公開されている動画にコメントを投稿することができます。投稿することで、動画に対
する意見交換なども可能になります。あるいは、動画に関する質問でも構いません。 
 どんどんコメントを投稿しましょう。 
 
1.コメントの投稿 
 ではコメントを投稿してみましょう。画面の下の方へスクロールしていくとコメントを投稿
するためのテキストエリアが表示されます（赤丸）。テキストエリアを一度クリックするとコ
メントを入力できるようになります。コメントの入力が終わったら、「投稿」と表示されたリ
ンクボタン（青丸）をクリックして下さい。コメントが投稿されます。投稿されたコメントは、
動画のコメント掲載欄に他のコメントと一緒に表示されます。 
 
2.Google+への共有 
 YouTubeでコメントを投稿した場合、デフォルトの設定ではGoogle+へも自動的に共
有されます。コメントだけではなく動画そのものも共有されます。 
 コメント投稿時にGoolge+への共有をしたくない場合はコメントを投稿する前に
「Google+でも共有する」のチェックを外して下さい。これでGoogle+へは共有されずに
YouTubeのコメント欄だけに投稿されます。 
 
3.コメントに返信する 
 他の人が投稿したコメントに対してコメントを返信することもできます。返信を行う場合
は、返信を行いたいコメントの下に表示されている「返信」と書かれたリンクボタンをク
リックして下さい。 
 通常のコメントと同じように返信内容を入力して下さい。入力が終わりましたら「返信」
と書かれたリンクボタンをクリックして下さい。返信が投稿されます。 
 返信の場合は、元になったコメントの下にインデントされて表示されます。 

■動画に関する問い合わせ 
 
 動画に対するご希望やご意見などがありましたら問い合わせをお
願いします。 
 中小機構のちょこゼミサイトに問い合わせボタンがありますので、
ここから希望、意見、質問などを問い合わせることが可能です。 
 あなたのメールアドレスへ、返信があります。 
 またお電話による問い合わせは、こちらまでお願いいたします。  
 
  中小機構 人材支援グループ  ちょこゼミ担当 
      TEL:03-5470-1645 
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（４）コメントの投稿と管理 

■動画を評価する 
 公開されている動画には評価を付けることができます。高い評価と低い評価のいず
れも可能です。ちょこゼミの動画がいいと思ったら、どんどん高い評価をつけてください。
高い評価をつけることで、大勢の注目を集め、さらに動画が視聴される可能性も高くな
ります。 
 
1.動画を評価する 
 では実際に動画に評価をつけてみましょう。評価をするにはYouTubeにログインして
いる必要があります。現在はこの動画には高い評価も低い評価も付けられていません。
赤丸のところをクリックすれば高い評価、その左側をクリックすれば低い評価となります。 
 
2.高評価を付けた動画一覧 
 自分が高い評価を付けた動画は後から確認することができます。YouTubeのホーム
ページで画面左上に表示されている「≡」アイコンをクリックし、表示されたメニューの
中から「高く評価した動画」と書かれたクリックボタンをクリックして下さい（青丸）。自分
で高い評価を付けた動画の一覧が表示されます。タイトルをクリックすれば動画を再
生することができますので、高い評価を付けた動画を後から見直したい場合に、高い
評価を付けた動画一覧の機能は便利です。 
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（５）動画の共有 

■おすすめ動画の共有 
 あなたが見たちょこゼミの動画を、他の人にも見てもらいましょう。 
 より多くの人にちょこゼミ動画を見ていただき、ちょこゼミの輪を広げていきましょう。  
 YouTubeでは、ボタンをクリックするだけで、FacebookやTwitterなどに投稿できます。  
 また、動画のURLをメールで連絡してもらうこともできます。 

■メール、SNSへの共有 
 
1.メールを送る（右上図） 
 ちょこゼミの動画をほかの人にも見てもらいたいと思ったら、まずURLをメールで送っ
てみましょう。 
 ホームメニューの共有をクリックすると＜共有＞の項目が出てきますので、その中の
＜メール＞（赤丸）を選びます。続いてその下の欄に送り先のメールアドレスを、その下
のメッセージ欄にもメッセージを書いて、左下の送信ボタン（青丸）をクリックすればメー
ルが送信されます。 
 
2.SNSへの共有（右下図） 
 動画のURLを取得して手動でSNSに共有することもできますが、主要なSNSへは簡単
に共有できる仕組みが用意されています。 
 「共有」と書かれたリンク（赤丸）をクリックすると、主要なSNSへ共有するためのアイコ
ンが表示されます。 
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（５）動画の共有 

□Facebookへの共有 
 
 例としてFacebookへ共有してみます。事前にFacebookにログインした上で
「Facebook」のアイコンをクリックします。(ログインしていない場合は後でログイン画面が
表示されます)（下図参照） 

  ログインした上で、右上図の赤丸の「Facebook」のアイコンをクリックします。 
  Facebookへ共有するための投稿テンプレートが表示されます（右下図）。このままでも
いいですし何かメッセージを追加することもできます。 
 ここでは、＜とても分かりやすい内容です。みなさんもぜひ見てください＞といったメッ
セージを追加しました。準備ができましたらFacebookに投稿」ボタン（青丸）をクリックして
下さい。  
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（５）動画の共有 

□Google+への共有 
 Google+へ共有する場合もTwitterやFacebookと同じように行うことができるのですが、
Google+へ共有した場合は、共有する時に記載したメッセージが動画のコメント欄にも合
わせて表示されるので注意が必要です。 
 では実際に試してみます。事前にGoogle+にログインした上で「Google+」のアイコン（赤
丸）をクリックします（右上図）。Google+へ共有するための投稿テンプレートが表示され
ます（右下図）。このままでもいいですし何かメッセージを書くこともできます。共有先を一
般公開か特定のサークルかなど指定して下さい。準備ができましたら「共有」ボタンをク
リックして下さい。Google+へ共有されます。 
 Google+へ共有した後で動画のコメント欄を見てみるとGoogle+へ共有した時に追加し
たメッセージがコメントとして表示されています。Google+で共有することでコメント欄に表
示された場合には「Google+から」と言う表示がコメントに表示されます。このように
Google+へ共有した場合には、動画のコメント欄の方にも表示されることを覚えておいて
下さい。 
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（５）動画の共有 

■動画をWebサイトやブログに埋め込む 
 動画ごとに用意されている埋め込みコードを使って、動画をWebサイトやブログの記事
の中に簡単に埋め込むことができます。自分でブログを活用している方はぜひトライして
みてください。 
 
1.埋め込みコードの取得 
 動画をブログなどに埋め込むには埋め込みコードを取得する必要があります。埋め込
みコードを取得するには動画の下の方に表示されている「共有」と書かれたリンク（赤丸）
をクリックし、さらに「埋め込みコード」と書かれたリンクボタンをクリックして下さい。埋め込
みコードが表示されます（青丸）。 
 ここに表示されたコードをブログの記事などに挿入することでブログに動画を埋め込むこ
とができます。 
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（６）再生リスト 

■再生リスト 
 再生リストは、自分用に複数の動画を集めてリストにしたものです。お気に入りの 
動画をジャンル別にまとめて管理することにも使えます。また、再生リストにまとめ 
た動画は自動で順に再生することもできます。 
 
 自分が繰り返し見たいと思う動画を再生リストに加えてみましょう。次回以降は、 
この再生リストで簡単に視聴できます。 
 コンテンツが増えてきたら、自分なりの学習コースを作成することもできます。 
 例えば、No.201起業準備→No.101経営計画→No.203創業資金といった流れで 
動画をまとめて順に見ていくことができます。 
 
■再生リストの作成 
1. 新しい再生リストを作成する 
 新しい再生リストを作成する場合は、YouTube画面左上の＜追加＞と書かれたボ 
タン（赤丸）をクリックし、＜新しい再生リストを作成＞と書かれたリンクボタン（青丸）をク
リックしてください（右上図）。 
 再生リストのタイトルを入力するテキストボックスが表示されますので、例えば「起業関
連」と入力してください。 
 再生リストのタイトルを入力し公開範囲の設定が終わりましたら、＜作成＞と書かれ 
たリンクボタン（黄丸）をクリックしてください（右中図）。再生リストができました。 
 
2. 再生リストに動画を追加する 
 再生リストに動画を追加するには、まず追加したい動画のページを表示してください。 
 動画の右上に表示される＜追加＞と書かれたリンクボタンをクリックしてください（右下
図）。 
 追加先となる再生リストを選択する画面が表示されます。右下図の例では先ほど作成 
した「起業関連」（赤丸）をクリックしました。 
 再生リストへの追加が完了しました。必要であればメモを入力しておくこともできます。 
メモを入力した場合は、＜メモを追加＞と書かれたリンクボタンをクリックしてください。 
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（６）再生リスト 

3. 再生リストの作成と動画の追加を同時に行う 
 再生リストの作成と動画の追加を同時に行うこともできます。 
 まず追加したい動画のページを開きます。動画の右下にある＜追加＞と書かれたリン
クボタンをクリックすると追加先の再生リストを選択する画面が表示されます。 
 ここで作成済みの再生リストをクリックするのではなく、その下にある＜新しい再生リスト
を作成＞をクリックし、そして再生リスト名を入力すれば、新しい再生リストが作成されると
ともに再生リストに動画が追加されます（右図）。 
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（６）再生リスト 

■再生リストの編集 
 再生リストのタイトルや説明を編集する方法と再生リストに追加した動画を並べ替えたり
削除する方法です。 
 
1.再生リストの詳細画面の表示 
 再生リストに対して様々な編集を行うにはまず再生リストの詳細画面を表示します。画
面左上の＜≡＞マーク（赤丸）をクリックして下さい。そして表示されたメニューの再生リ
ストの中の「起業関連」（青丸）をクリックして下さい。 作成済の再生リストの一覧が表示
されます。（右上図） 
 
2.タイトルと説明の編集 
 再生リストのタイトルを編集するには、タイトルの位置にマウスを合わせると右端に鉛筆
アイコンが表示されますのでクリックして下さい。  
タイトルを編集するためのテキストボックスが表示されますので新しいタイトルを入力して
下さい。入力が終わりましたら「完了」と書かれたリンクをクリックして下さい。  
 また＜説明を追加＞（黄丸）をクリックすれば、説明を書き加えることができます（右下
図）。 
 
3.再生リストの中の動画の並び替え 
 再生リストには追加した順番に動画が並んでおり、リストを「すべて再生」した場合、1番
目の動画から順に再生されていきます。再生の順番を変えるには再生リスト内での動画
を並べ替える必要があります。  
 動画を並び替えるには、並び替えを行いたい再生リストの右側にある「その他▼」と書
かれたリンクをクリックして下さい（右下吹き出し図）。表示される「一番上に移動」または
「一番下に移動」というメニューをクリックすれば一番上または一番下に移動することが
できます。 
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（６）再生リスト 

■再生方法 
 
 再生リストに動画を追加すると順番に動画を再生することができます。 
 
1.再生リストを再生する手順 
 YouTubeのホームページで画面左上にある「≡」のアイコンをクリックして下さい。そ
して表示されたメニューの中から「再生リスト」と書かれたリンクをクリックして下さい。 
再生リストの一覧が表示されます（右上図）。 
 この画面の場合、個別に作成した再生リストに加えて高い評価をした動画の一覧で
ある「評価の高い動画」なども表示されます。  
 この中で「すべて再生」をクリックすれば、No.201「何からはじめる 起業準備」から
再生が始まります。  
 
2.再生リストの再生画面 
 再生リストの再生を行うと次のような画面が表示されます。単独の動画を再生する
場合の画面と異なる点は、動画が再生されている右側に再生リストに追加された動
画の一覧が表示されていることです（右下図） 。  
 再生リストを再生すると、追加されている動画の最初の動画から再生が開始されま
す。最初の動画の再生が最後までいくと、次の動画の再生が開始されます。最後の
動画が再生されると最初の動画に戻り再生されます。  
 
※ 再生リストの中の動画の順番を並び替える方法は「再生リストの中の動画の並び替
え」を参照されて下さい。  
 順番に再生されるのを待つばかりではなく、再生リストの中の特定の動画をすぐに再
生したい場合には動画の一覧の中の動画をクリックして下さい。その動画が再生され
ます。  
 この動画の再生が終わると、その次の動画からまた順番に再生されていきます。 
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（６）再生リスト 

■「後で見る」リスト 
 気になった動画を後から簡単にチェックできるための仕組みである「後で見る」リスト
の使い方について解説します。 
 忙しいときや再生時間の長い動画など、時間が空いた時に見たい動画は、「後で見
る」リストに追加登録してみましょう。 
 「後で見る」リストを再生すると、登録された動画を連続再生してみることができます。 
 
1.「後で見る」リストに動画を追加する 
 再生リストの場合は自分でまず再生リストを作成した上で動画を追加しましたが「後
で見る」リストの場合はあらかじめ用意されていますので事前の準備などは必要なく気
になった動画があったらすぐにリストに追加することができます。  
 「後で見る」リストに動画を追加するには、画面右下の「追加」と書かれたリンクをク
リックし、表示された再生リストの一覧の中にある「後で追加」をクリック（赤丸）すれば
動画を追加することができます（右上図）。  
 
2.「後で見る」リストの表示 
 「後で見る」リストを表示するにはYouTubeのホームページ左上に表示されている
「≡」アイコンをクリックし、表示されてメニューの中から「後で見る」メニューをクリックし
て下さい。  
 「後で見る」リストが表示されます（右下図）。  
 
 基本的な使い方は再生リストの場合と同じです。リストに追加された動画を再生した
り順番を並び替えたりリストに追加した動画を削除することができます。ただ公開設定
は非公開のみです。またタイトルを変更したりリストを共有することはできません。  
 
※ 再生リストの編集や再生方法については「再生リストの編集」や「再生リストの再生
方法」を参照して下さい。 
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（７）画面のプリントアウト 

 動画中の資料などをプリントアウトしたい場合は、次のような画面キャプチャー機能等を
使うことができます。 
 
■Windows PC 
 プリントしたい場面で動画を止めて、Print Screen（キーボードのPrtSc/SysRqキー）を
押して、画面をキャプチャーします。 
 次に、スタートボタンを押して「すべてのプログラム」の中のアクセサリーの中から、
ペイントを起動させます。 
 ペイントに貼付け（ペースト）すると、キャプチャーした場面が写真として張り付きま
す。 
 これをプリントアウトすることで、印刷物として見ることができます。 
 
■i Pad/i Pad mini 
 はじめに、場面のスクリーンショットを撮ります。 
「ホームボタン」と「オン/オフボタン」を同時に押すことで、スクリーンショットによって場面
を撮影することができます。上手く撮影できない場合は、「ホームボタン」を押しながら
「オン／オフボタン」を押します（または「オン／オフボタン」を押しながら「ホームボタン」
を押します）。 
 次に、写真アプリを起動します。撮影したスクリーンショットは、写真アプリの「カメラロー
ル」アルバム内に保存されます。 
 これらをプリントアウトすることで、印刷物として見ることができます。 

（８）スマートフォンやタブレットでちょこゼミを見よう 

 スマートフォンにYouTubeアプリをインストールしよう。 
 
■Android版 
  Android版スマートフォンやタブレットには、YouTubeアプリが初期状態ですでに 
 インストールされています。アプリ一覧画面からYouTubeアプリを起動してください。 
  検索画面で「ちょこゼミ」を検索してみましょう。 
 
■iPhone版YouTubeアプリをインストール 
  ホーム画面の「App Store」を起動して、YouTubeを検索します。 
  YouTubeアプリの詳細画面が表示されますので、無料→インストールをタップします。 
  続けて、AppleIDのパスワードを入力し、OKをタップするとインストールされ、YouTube   
 アプリのアイコンが表示されます。 
  アイコンをタップしてアプリを起動します。 
 
■動画を再生しよう。 
 
  再生画面はPC版と少し変わりますが、アイコンなどは同じですので、同様に操作でき   
 ます。 


