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指導者用デジタル教科書の使い方 （数学用） 
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.7 
 
 問  傍用問題  シミュレータ 
 

 参照  パワーポイント 
 

問・傍用問題 
 問・傍用問題・・・p.8 
 

シミュレータ 
 シミュレータ・・・p.9 
 

  

目 次 
ツールバーA・・・p. 2 
用語解説 ・・・・p. 4 
ツールバーB・・・p. 5 
ツールバーC・・・p. 5 
ページ移動 ・・・p. 6

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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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，⻑方形，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。  

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。
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項番 項目 説明

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。

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。  
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項番 項目 説明

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。

 

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 

問 
教科書の問を表示します。  
「解答表示」「問題表示」ボタンで解答画面と問題画面を切り替えます。  
ページ内の移動については， または，ページ左右に表示されている をク
リックします。 
（詳しくはｐ.8 参照） 

傍用問題 
傍用問題を表示します。 
その範囲に該当する問題のリストから，選択した問題を表示します。（問題の引用
書籍の該当ページ数と番号を記載） 
「解答表示」「問題表示」ボタンで解答画面と問題画面を切り替えます。 
ページ内の移動については， または，ページ左右に表示されている をク
リックします。 

（詳しくはｐ.8 参照） 

シミュレータ 
例題内のグラフや図をシミュレータで表示します。 
右下の[－][ｏ][＋][←][↓][↑][→]にて表示する位置や拡大率を変更できます。
[ｏ]は拡大率のみ初期状態にリセットします。 
コントロールパネル内のスライダーを操作して，グラフや図を動かします。 
（詳しくはｐ.9 参照） 

参照 
教科書紙面上の文字をクリックすると，関連する画像を表示します。 

PowerPoint ファイル 
PowerPoint のファイルが開きます。 

※Microsoft® Office® PowerPoint® が開ける環境が必要です。 
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問・傍用問題 

問題と解答を紙面とは別画面で表示します。 
 起動方法 

紙面上の左記のアイコンを押してください。 

 

 問題選択画面（傍用問題のみ） 
教科書問に関連する類題（傍用問題）があ
る場合は， ボタンがあります。 をク
リックすると，問題選択画面が表示されま
す。その中から問題を選択し，クリックす
ると問題別画面で表示されます。 

 
 
 
 
 問題画面・解答画面（問，傍用問題共通） 

問題が別画面で拡大して表示されます。 
 

をクリックします。 

解答画面が表示されます。 
 
問題画面に戻るには， をクリ
ックするか，下のタブをクリックして移動
します。 
 

画面を閉じる場合には，右下の［×］をク
リックします。 
 
問題や解答が⻑い場合は一画面に収まり
ません。ページ内の移動については， ま
たは，ページ左右に表示されている

をクリックします。 

  

解答表示 

問題表示 

問題画面・解答画面 

問題選択画面
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シミュレータ 

例題内のグラフや図をシミュレータで表示します。 
 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 

 
 グリッドの設定 

をタップすると右の画面が表示されます。チェ
ックボックスのチェックを外すと，各箇所が非表
示になります。 

 
 グリッドの表示位置の変更 

 
－，＋でグリッドを縮小，拡大します。o で初期の拡大率に戻ります。 
矢印でグリッドの表示エリアを移動します。 

 
 基本操作 

コントロールで値を変更すると同時に，左のグラフ
が動きます。 
例）a:x2 の係数のラジオボタンをタップして変更し
ます。頂点の座標をスライダーを動かして変更しま
す。 

右の p=0 の用にスライダーがグレーになっている
場合は変更できません。 

グラフ表示エリア コントロールエリア 

グラフの変化と同時に動く表（二次関数の一部のみにあります。） 


