
令和2年度版　小学校教科書準拠

Here We Go! 
指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタル教科書＋教材

操作マニュアル

2022.04版

表示ソフトウェアは「まなビューア」を採用しています。

※�「今日のレッスン」（P.17）「Tサポート」（P.20）は�
指導者用デジタル教科書（教材）にのみ収録されています。



■主な機能について
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ページ送り
前後のページに移動します。

インジケーター
表示させたいページ数をクリックすると、該当ページが表示されます。

どうぐ・・・・・・・・・・2ページ

コンテンツリンク・・・・・8ページ

まなぶ・・・・・・・・・��14ページ

ツール（どうぐ以外）・・・�18ページ
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3 どうぐ
「どうぐ」をクリックすると、下のようなボタンが表示されます。
「どうぐ」をしまう場合は、再度「どうぐ」をクリックしてください。

「どうぐ」の表示/非表示ができます。
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ペン
3どうぐ

フリーハンドで線や文字を書き込むことができます。

色を選択できます。

透明・不透明を選択できます。

クリックすると、
太さを選択できます。
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せん
3どうぐ

直線を書き込むことができます。

色を選択できます。
透明・非透明を選択できます。

クリックすると、線の種類が選択できます。
選択できる種類は、5種類です。

クリックすると、
太さを選択できます。 文字の上や下にぴったりと線が引けます。

わく
範囲指定して枠で囲ったり、塗りつぶしたりできます。

囲う枠の色を選択できます。

塗りつぶす色を選択できます。

透明・不透明を選択できます。 4



ふせん
3どうぐ

種類・色を選択後、ドラッグして付箋の大きさを決めると、付箋を貼り
付けることができます。

色を選択できます。

種類を選択できます。

縦書き横書きを選択
できます。

書体を選択できます。

文字の色を選択できます。

吹き出しの枠の色を
選択できます。

文字の大きさを選択
できます。

▼付箋貼り付け後設定
付箋を貼り付けた後、書体や文字の大きさを設定できます。
※文字を入れないで「けってい」をした付箋には、ペンなどの書き込みツールで書き込みができます。

ごみ箱をクリック
すると、付箋を消
去できます。

▼付箋を消す場合
「どうぐ」のゆびマーク 
を選択し、付箋を押すと表示
されるごみ箱をクリックします。
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消しゴム
3どうぐ

書き込みやスタンプを消すことができます。

「ぜんぶけす」をクリックすると、表示されているページ上の書き込みをすべて消すことができます。

「とりけす」をクリックすると、1つ前の状態に戻ります。

※他にも消す方法があります。
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4 コンテンツリンク

5 まなぶ
英語デジタル教科書のコンテンツは、

・紙面上に配置されたコンテンツリンクボタン

・まなぶ

から表示できます。

※ コンテンツリンクボタンから表示されるコンテンツは、主に授業中に
使用いただくことを想定しています。

　 まなぶから表示されるコンテンツは、カテゴリーごとにまとめていま
すので振り返りなどの活動に便利です。
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■コンテンツリンクボタンからの表示
4コンテンツリンク

コンテンツリンクボタンは、各 Unit はじめの場面イラストやアクティ
ビティなどに配置しています。

・場面イラスト
　イラストだけが表示されます。単語をクリックすると、音声が再生されます。

・Story
　再生ボタン をクリックすると、Unitのストーリーが再生されます。

場面イラストのリンクボタン

▶ピクチャーカード
　カードをドラッグして移
　動できます。

8



Let’s play.　 Let’s try.　 You can do it!

Let’s watch.　

4コンテンツリンク

活動例の動画や、活動で使えるコンテンツを収録しています。

再生ボタン をクリックすると、Step で学ぶ表現に対応した
Story の場面が再生されます。

▶活動例を見る
　画面をクリックすると、
　動画が再生されます。
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Let’s listen.　

Let’s chant.　

4コンテンツリンク

スピーカーマーク をクリックすると、教科書の内容に対応した
音声が再生されます。

再生ボタン をクリックすると、チャンツが再生されます。

▶イラストといっしょに聞く
再生ボタン をクリックすると、音声だけでなく
イラストが表示された動画が再生されます。

▶チャンツ2
　チャンツ1とは別表現が収録
　されています。
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Let’s listen and read.　

Let’s write.　

4コンテンツリンク

スピーカーマーク をクリックすると、教科書の内容に対応した
音声が再生されます。

教科書の該当部分が大きく表示されます。
ペンツールを使って書き込むことができます。
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World Tour

Review 世界の友達

4コンテンツリンク

画面をクリックすると、動画を起動する画面に移動します。

世界の小学生の映像やその国の情報などを収録しています。

動画や音声を起動する画面に移動します。

その国に関するクイズなどが表示されます。 12



Alphabet Time / Fun Time
4コンテンツリンク

教科書の内容に対応した各種コンテンツを収録しています。

5年 Alphabet Time 1

6年 Fun Time 3

5年 Alphabet Time 3

6年 Fun Time 9
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■まなぶボタンからの表示

単語

5まなぶ
▼Unit の表現・単語

Unit で使われる表現や単語を収録しています。

スピーカーマーク をクリックすると、音声が再生されます。

フラッシュカード

①レイアウト
文字とイラストの配置を3種類から選択できます。
②音声
音声あり/なしを選択できます。
③順番
教科書に出てくる順と、順序を入れ替えたものを選択できます。
④速さ・めくり方
速度調整/カードのめくり方（自動/手動）を選択できます。 14



5まなぶ
▼Response

　  として挙げられてる表現をまとめて収録しています。

挿絵をクリックすると音声が再生されます。

▼絵辞典
教科書の絵辞典を収録しています。

単語をクリックすると音声が再生されます。
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歌・チャンツ

アルファベット

5まなぶ

Fun Time で学習する歌や各 Unit にあるチャンツを収録しています。

筆順アニメーションやジングル動画などを収録しています。

▶筆順アニメーション

▶4線シート

▶アルファベットジングル

▶ローマ字表（音声なし） 16



タイマー

今日のレッスン　　　 （指導者用のみ）

5まなぶ

残り時間の目安を色で表しています。
開始ボタン をクリックすると、カウンドダウンが始まります。

指導案に対応したナビゲーションツールです。
画像をクリックすると、コンテンツが表示されます。
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6 ツール（どうぐ以外）

おわる

きく

デジタル教科書を終了するときに使います。

文字が記載されている部分をクリックすると、機械音声による読み上げが始まります。

読み上げの速度を変更できます。
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おおきく

とりけす

やりなおす

本文や挿絵を拡大できます。

クリックすると、1つ前の状態に戻ります。

「とりけす」で1つ前の状態に戻したものを取り消します。

もとに戻ります。

ドラッグして範囲指定した場所だけ拡大されます。

段階的に拡大縮小ができます。

6ツール（どうぐ以外）

はる

スクロール

画像や各種ファイル（ワードやパワーポイント、PDFなど）
Webサイトへのリンクボタンを貼ることができます。
※使用環境やOSによって一部機能制限があります。

ページをスクロールして移動できます。

19



T サポート（指導者用のみ）
Small�Talkの動画やワークシートを収録しています。

6ツール（どうぐ以外）
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サポート
個人個人の「見やすさ」や「使いやすさ」に応じた設定ができます。

6ツール（どうぐ以外）
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6ツール（どうぐ以外）
もくじ

ジャンプ

いんさつ

ウインドウ

目次画面に戻ります。

入力したページを表示します。

画面を印刷します。
※iPadではご利用いただけません。

全画面/ウインドウ表示の切替ができます。
※iPadではご利用いただけません。
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