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指導者用デジタル教科書の使い方 （英語用） 

書籍データの表示後に（？）ボタンを押すと参照できる「ヘルプ」を編集した機能一覧です。 

 

基本ツールの使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク先教材の使い方 

p. 8～ 

 

      本文ツール 新出語  重要語句  本文音声   動画  

 

   参考資料  拡大表示 

 

  問題                         補充問題     英作文ツール 

 

        Oral Introduction                Summary                Flash Card 

 

 

 

本文ツール  

 本文ツール選択画面・・p. 11  Text Reading・・・p. 12 

 Dictation・・・・・・・p. 14  Shadowing・・・・p. 15 

 

目 次 

ツールバーA・・・p. 2  

用語解説 ・・・・p. 5 

ツールバーB・・・p. 6 

ツールバーC・・・p. 6 

ページ移動 ・・・p. 7 

ツールバーA を左右どちらで表示するか変更

できます。 

ツールバーB の表示非表示を指定できます。 

ツールバーC の表示、非

表示を指定できます。 
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新出語・Flash Card 

 新出語・・・・・・・p. 16  Flash Card・・・・・p. 17 

 

英作文ツール 

 選択画面・・・・・・p. 18  カード操作画面・・・p. 19 

 

基本ツールの使い方 

ツールバーA      （基本ツールの使い方） 

項番 項目 説明 

1 選択 次のような場合に使います。 

リンクの選択/ふせんをめくる/線，文字，図形，画像な

どの選択また，次の図に示すようなテキストボックスへ

の入力，ボタンのクリックなどがある場合にも使います。  

2  線，図形などを描いたり，スタンプを押したりする場合

に使います（書きこみツール）。なお，使用できるスタン

プの種類は，教材によって異なります。  

 ペン ［ペン］を選択した場合は，自由線を描けます。 

直線 ［直線］を選択した場合は，水平線，垂直線または斜線

を描けます。  

図形 ［図形］を選択した場合は，正方形，長方形，正円，楕

円，三角形，または多角形を描けます。  

道具 ［道具］を選択した場合は，直線定規，分度器，コンパ

ス，三角定規などを使用できます。  
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項番 項目 説明 

3 

 

消しゴム 書きこみ，ふせん，はりつけた画像，作成したリンクな

どを消す場合に使用します。このボタンをクリックした

後，消したい線や図形をクリックするか，ドラッグして

消したい箇所をなぞります。  

すべて消

す 

現在開いているページ内の書きこみ，ふせん，はりつけ

た画像，作成したリンクなどをすべて消す場合に使用し

ます。  

4 拡大・縮小 ページを拡大または縮小する場合に使用します。マウス

カーソルが＋の状態で，マウスでドラッグしてページ内

の拡大したい範囲を指定することで，拡大できます。範

囲を指定して拡大すると，拡大後にマウスカーソルがツ

ールバーA の になりますので，マウスをドラッグ

することで表示位置の調整ができます。 

また， または をクリックすることでも拡大・縮小

ができます。  

5 見開き 拡大・縮小または表示位置を移動しているページを，初

期表示に戻す場合にクリックします。  

6 移動 ページ内の表示位置を移動する場合に使用します。  

 

7   

戻る 

一つ前の状態に戻す場合に使用します。  

 

やり直す 

一つ前の状態に戻したことをやり直す場合に使用しま

す。  
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項番 項目 説明 

8  ふせん，ふきだし，または文字をはりつける場合に使い

ます。  

  

ふせん 

［ふせん］を選択した場合は，ページ内にふせんを貼れ

ます。ふせん上に文字を書いたり，ふせんをめくったり

できます。  

 

ふきだし 

［ふきだし］を選択した場合は，ページ内にふきだしを

追加できます。ふきだしの形を選んだり，ふきだし上に

文字を書いたりできます。  

 

文字 

［文字］を選択した場合は，ページ内に文字を書くエリ

アを追加し，その中に文字を追加できます。  

9 画像はりつけ ページ内に画像をはりつける場合に使用します。 

  

10 スナップショット 現在表示しているページのスナップショットを撮る場合

に使用します。  

11 バインダー バインダー内にあるスナップショットページを表示した

り，キャンバスを作成したりする場合に使用します。ま

た，ビューア間で送受信した成果物を参照する場合にも

使用します。  
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用語解説       （基本ツールの使い方） 

《スナップショット 》 

表示している教材のページを編集可能な状態で保存できる機能です。  

《バインダー》 

キャンバス，スナップショットページ，ビューア間の連携で送受信した成果物などを，実際のバ

インダーのようにまとめておくことができる機能です。バインダーから，キャンバスやスナップ

ショットページの一覧を参照したり，開いたりできます。なお，バインダー内には，すべての授

業履歴のデータが保存されます。  

《キャンバス 》 

無地の白いページのことです。キャンバスに線，図形，ふきだし，画像などを追加して，教材を

作成できます。  

《成果物 》 

教材への書きこみ，教材を使用した記録，スナップショットページおよびキャンバスの総称です。  
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ツールバーB      （基本ツールの使い方） 

項番 項目 説明 

1  ツールバーA とあわせて，3 種類の設定の書きこみツールを並べ

ておくことができます。 

2  追加した書きこみの表示・非表示を切り替える場合に使用します。 

3  追加したふせんの表示・非表示を切り替える場合に使用します。 

4  追加したリンクの表示・非表示を切り替える場合に使用します。 

5  目次を表示する場合に使用します。 

6  ふせん一覧を表示する場合に使用します。一覧からふせんを選ぶ

ことで，該当のページを開くことができます。 

7  教材に収録されているコンテンツの一覧を表示する場合に使用し

ます。一覧からコンテンツを選ぶことで，該当のページを開くこ

とができます。 

ツールバーC      （基本ツールの使い方） 

項番 項目 説明 

1  教材作成の各機能を使用する場合にクリックします。 

 

 

ページ内に，他ページ，他ファイル，またはウェブへのリンクを

作成する場合に使用します。 

 

ページ内に追加したふせん，ふきだし，文字，図形などを選択し

編集する場合に使用します。また，選択すると表示される を

クリックすることで，設定の変更，コピー，はりつけ，削除，回

転，反転などができます。 

 

教材から紙面を取りこむ場合に使用します。許可されている紙面

のみ取りこみができます。 

 

紙面上の任意の範囲を選んで，画像として取りこむ場合に使用し

ます。 
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項番 項目 説明 

2  2 画面表示にするときに使用します。 

3  別の教材を，本棚からもう 1 冊開く場合に使用します。 

4  開いている教材を閉じる場合に使用します。 

5  先生と児童・生徒の端末間を接続する場合に使用します。この機

能はご利用いただけません。 

6  先生と児童・生徒の端末間を接続する場合に使用します。この機

能はご利用いただけません。 

7  現在表示しているページを印刷する場合に使用します。 

なお，教材で印刷禁止となっている部分がある場合，グレーで網

掛けされて印刷されます。 

8  教材の輪郭の表示，ページめくりアニメーションの表示，グリッ

ドの設定など，ページの表示設定を行う場合に使用します。 

9  

 

ビューアの全画面表示とウィンドウ表示を切り替える場合に使

用します。 

10  ビューアを終了する場合に使用します。 

ページ移動       （基本ツールの使い方） 

 

教材のページを左にめくる場合は［＜］，右にめくる場合は［＞］をクリック

します。 

また，特定のページを指定して移動する場合は， をクリックします。  
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リンク先教材の使い方 

本文ツール(English Communication のみ) 

本文ツールを別画面で表示します。  

本文ツールは，Text Reading，Dictation，Shadowing の 3 種類を準備しており

ます。 

1. Text Reading 

音声の再生やカラオケ表示など基本的な機能を持つ本文ツールです。 

2. Dictation 

Text Reading に単語を隠す機能を追加した本文ツールです。 

3. Shadowing 

Text Reading の機能から発話練習に必要な機能だけを精選し，テキストのフェ

ードインやフェードアウト，カラオケのタイミングの遅延設定を追加した本文

ツールです 

それぞれのツールの詳細につきましては p. 11 をご参照ください。 

新出語(English Communication のみ) 

新出語ビューアを別画面で表示します。 

新出語ビューアでは，本文内の新出語を一覧で表示するほか，音声の再生，和訳の

表示をすることができます。 

重要語句(English Communication のみ) 

重要語句ビューアを別画面で表示します。 

重要語句ビューアでは，本文内の重要語句の一覧が表示され，語句を選択すると各語

句の和訳や例文が表示できます。例文がある場合には例文の音声も再生できます。 

音声(English Communication のみ) 

教科書の本文を紙面上で再生します。一時停止や停止はボタンをクリックした際に立

ち上がるメニューで操作できます。 

動画(English Communication のみ) 

動画ビューアを別画面で表示します。 

動画ビューアでは，再生ボタンをクリックすると動画が再生できます。  
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参考資料(English Communication のみ) 

背景資料や参考になる Web サイトへのリンクが一覧表示されます。閲覧したいペ

ージの左側にあるボタンをクリックすると該当のページが表示されます。 

※Web サイトを閲覧する場合にはインターネット接続環境が必要です。 

拡大表示 

拡大表示ビューアを別画面で表示します。 

拡大表示上に以下のアイコンがあった場合にはそれぞれの機能が利用できます。 

 

スピーカーボタンをクリックすると音声が再生できます。 

 

 

解答ボタンをクリックすると解答が表示できます。 

 

 

マスクをクリックすると，隠れているテキストや解答が表示できます。 

問題 

問題ビューアを別画面で表示します。 

問題ビューアでは紙面上の問題の問題文の音声再生や解答の表示ができます。 

補充問題(English Communication のみ) 

補充問題ビューアを別画面で表示します。 

補充問題ビューアでは本課各 Part の本文に関連する紙面上にない問題を表示し，

解答(例)を表示することができます。 
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英作文ツール 

英作文ツールを別画面で表示します。 

英作文ツールビューアは選択した選択した問題や文章を単語単位のカードに分割し

て，単語の並べ替えができるツールです。カードはつなげて一つの大きなカードにする

ことも可能です。 

詳しい操作方法は p. 18 をご参照ください 

Oral Introduction 

Oral Introduction ビューアを別画面で表示します。 

Oral Introduction ビューアは本文の導入音声の再生と，そのテキストの表示ができ

ます。 

Summary（English Communication のみ) 

Summary ビューアを別画面で表示します。 

Summary ビューアは本文の要約例の再生と，そのテキストの表示ができます。 

Flash Card（English Communication のみ) 

Flash Card ビューアを別画面で表示します。 

Flash Card ビューアでは，本課の新出語や語句のフラッシュカードを簡単な操作

で表示することができます。 
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本文ツール 

本文ツールは，本課の本文の表示や音声の再生，新出語の表示などを行うことのできるツールで

す。本文ツールは 3 種類を準備しています。 

１．Text Reading： 本文の表示や音声の再生などの一般的な機能を兼ね備えた本文ツール 

２．Dictation  ： Text Reading に単語を空欄にする機能を追加した本文ツール 

３．Shadowing ： Text Reading から表示機能を精選し，カラオケのアニメーションが選択

できるようになっている本文ツール 

一つだけご利用いただくことも可能ですが，授業中の活動に合わせて使い分けてご利用いただく

と便利です。 

本文ツール選択画面 

 起動方法 

紙面上の左記のアイコンを押してください。 

 画面とその役割 

 

 

 

 

 

 

各ツールボタンをクリックすると，  上記のチェックボックスにチェックを入れて各ツー 

そのツールを別画面で表示します。    ルボタンをクリックすると，そのツールが普段使う 

     ツールとして設定され，次回からそのツールが自動

     的に起動します。 
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Text Reading 

 起動方法 

本文ツール選択画面の TEXT READING ボタンをクリックしてください。 

 画面とその役割 

 

①アンダーラインの入っている文が選択されている文です。選択された文を切り替えたい場

合には，切り替えたい文をクリックするとアンダーラインが移動し，選択された文が切り

替わります。 

②左下にある再生ボタンで音声を再生します。 

③表示設定では，表示形式の設定(Paragraph, Sentence, Sight Translation, Phrase 

Reading)と，新出語や重要語句，意味区切りのスラッシュなどの本文付加情報の表示，非

表示の切り替えができます。本文付加情報の設定できる項目は，表示形式によって異なり

ます。 

   Paragraph         Sentence 
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        Sight Translation            Phrase Reading 

④音声の設定では，音声の再生範囲や再生間隔，再生回数の切り替えが設定できます。 

⑤その他に表示フォントや白黒反転表示の設定ができます。 

⑥Preset を切り替えると，ナビゲーションで設定できる項目がワンタッチで切り替えること

ができます。 

 『SAVE』ボタンをクリックすると Preset Name で指定した名前で設定が保存できます。 

『ADD』をクリックすると新しく設定が追加できます。 

・新出語や重要語句のマークを表示している際に，マークの入っている単語をクリックする

と，和訳などが拡大表示されます。 

      

   新出語拡大表示      重要語句拡大表示 
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Dictation 

 起動方法 

本文ツール選択画面の DICTATION ボタンをクリックしてください。 

 画面とその役割 

 

①表示や音声の再生設定などの基本的な操作は Text Reading と共通です。 

②ナビゲーションの右下にある『DICTATION SETTING』をクリックすると，ディクテーシ

ョンの設定モードに切り替わります。 

 

③ディクテーションモードでテキストをクリックすると単語の目隠し設定ができます。 

④『Blank』のスイッチで，目隠しの表示，非表示が設定できます。 

⑤『Range』では，一度に目隠しを設定する範囲が設定できます。 

⑥『DICTATION SAVE』ボタンで，現在の目隠しの設定を保存できます。 
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Shadowing 

 起動方法 

本文ツール選択画面の SHADOWING ボタンをクリックしてください。 

 画面とその役割 

 

①表示や音声の再生設定などの基本的な操作は Text Reading と共通です。 

②『Karaoke』では，フェードイン，フェードアウト，通常のカラオケの 3 種類から選択で

きます。 

③カラオケのタイミングを通常のカラオケタイミングから 0秒から 2秒の間で 0.1秒単位で

遅れる設定ができます。 
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新出語・Flash Card 

新出語ツール 

新出語ツールでは，教科書本文の新出語を一覧で表示や単語単位で表示することや，単語の

音声を再生することができます。 

 起動方法 

紙面上の左記のアイコンを押してください。 

 画面とその役割 

 

①画面左下の再生ボタン，『Range』が Single Words の場合は単語の左に表示されるスピー

カーボタンをクリックすると音声が再生できます。 

②各 Part の新出語をリスト，または 1 単語ごとに表示します。また，発音記号や和訳の表示

ができます。また，音声の再生範囲や再生間隔などを設定できます。 

       Word List Display    Word Focus Display 

③プリセットの操作は本文ツールと共通です。 
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Flash Card 

Flash Card では，教科書本文の新出語や重要語句をのフラッシュカードを簡単な操作で表示

できるツールです。 

 起動方法 

紙面上の左記のアイコンを押してください。 

 画面とその役割 

 

①Lesson の設定を行うと，Part 情報が更新されます。各 Part のチェックボックスにチェッ

クを入れると，その Part の単語がすべて選択されます。 

 『WORD』ボタンをクリックすると，ワードのリストが表示，単語単位で表示する単語が

設定できます。 

②Flash Card の表示の設定です。単語の表示順，和訳や単語の表示順，単語のテキストの表

示時間，カードの自動送り設定，自動送りの時間が設定できます。 

③画面真ん中にある『FLASH CARD START』をクリックすると Flash Card が開始します。 

 

④プリセットの操作は本文ツールと共通です。 
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英作文ツール 

英作文ツールは，英作文ツールでは，選択した問題や文章を単語単位のカードに分割して，

単語の並べ替えができるツールです。カードはつなげて一つの大きなカードにすることも可

能です。並べ替え問題にご利用いただけるだけでなく，文章をブロック単位に分けて文法事

項の解説などにもご利用いただけます。  

文の選択画面 

 

①カード表示したい文章の表示したい形式のボタンをクリックするとカード操作画面を表示

されます。 

  解答を見る ・・・解答の順番でつながったカードが表示されます。 

  シャッフル ・・・並べ替え問題の時のみ可能です。初期状態では括弧内の単語はランダ

ムに並べられ，括弧外はそれぞれつながった状態で表示されます。 

  全シャッフル ・・初期状態で，すべての単語がランダムに並べ替えられた状態で表示さ

れています。 

②画面一番下には自由にテキストを入力することができるテキストボックスが表示されてい

ます。テキストを入力した後『入力順で表示』または『全シャッフル』をクリックすると

カード操作画面が表示されます。入力された文は半角スペースやピリオドの単位で単語と

認識され，それぞれがカードになって表示されます。 
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文の選択画面 

 

●各カードはドラックすることで画面内を自由に移動させることができます。 

●カード同士を重ねると下にあるカードの右端または左端が赤くなります。その状態でドロ

ップするとカードが結合されます。 

●既に結合されているカードには，両端だけでなく，単語間にカードを結合することができ

ます。 

●2 単語以上を結合したカードの単語間に表示している分割ボタン（  ）をクリックする

とカードが分割されます。 

●画面上部のテキストボックスにテキストを入力し，右側にある『追加』をクリックすると

カードが追加されます。スペース区切りで単語を入力すると複数枚のカードを一度に追加

できます。 

●『戻る』ボタンをクリックすると文の選択画面に戻ります。 

●『解答』ボタンをクリックすると，解答が分割不可の一枚のカードで表示されます(テキス

ト入力欄からカード操作画面を表示させた場合には入力順のカードが表示されます) 


