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■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

まなぶ・・・9ページ

ツール（どうぐ以外）・・・20ページ

段落・場面表示／書き込みシート選択
段落番号などを表示できます。

二次元コード
インターネット接続時にクリックすると、
動画や資料を掲載した指定のURLにアクセスします。
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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

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。

3どうぐ
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せん

直線を書き込むことができます。教科書画面では、
文字にぴったりと線を引く機能が使えます。 

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、線の種類が選択できます。
選択できる種類は、5種類です。

太さを選択できます。

文字の上や横にぴったりと線が引けます。

（文字の上にぴったりと引ける線を選択した場合は
表示されません）

3どうぐ
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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。

13番不透明

1番不透明

7番透明

7番透明

➡

3どうぐ
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スタンプ

スタンプを選択後、任意の場所でクリックすると、スタンプを押すこと
ができます。

クリックすると、スタンプ選択画面を閉じることができます。

【説明的な文章】 【文学的な文章】

【音読】

【文法】

【メモ・数字など】

大きさを変更できます。

▼収録スタンプ(2年)

3どうぐ
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ふせん

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。

ごみ箱をクリックすると、付箋を消去できます。

▼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。

3どうぐ
▼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。

※以下の方法でも消すことができます。
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4 まなぶ
「まなぶ」をクリックすると、下のようなボタンが表示されます。
「まなぶ」をしまう場合は、再度「まなぶ」をクリックしてください。

「まなぶ」の表示/非表示ができます。
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ワーク
4まなぶ

教科書の内容に即したワークや資料などを収録しています。
ワーク（学習の手引きと連動）➡P.11～フラッシュカード➡P.14

全文表示➡P.16

ひらめき言葉ボックス

学習活動中によく使う言葉を収録しています。

古典

話す・聞く 10



本文の大体の内容を捉えよう
4まなぶ

ワーク黒板

文学的な文章・説明的な文章に収録しています。
付箋をクリックすると、答えが表示されます。

文学的な文章・説明的な文章に収録しています。
本文中の言葉や文章をドラッグすると、その部分が抜き出されて短冊ができ
ます。※詳しい使い方は 19 ページをご覧ください。

※ ワークシートはPowerPointのファイル
形式で収録していますので、Chrome-
bookやiPadなどの一部環境で表示が乱
れることがあります。

　 PDF形式での提供をご希望の際は，お手
数ですが「デジタル教材お客様窓口」ま
でお問い合わせください。

　　をクリックするとヒント
が表示されます。
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文章の構成を確かめよう
4まなぶ

登場人物の関係を整理しよう
（人物相関図）

説明的な文章に収録しています。
「段落番号」や「段落の役割」カードをドラッグして動かすことができます。

文学的な文章と古典に収録しています。
「登場人物」や「感情」カードをドラッグして動かすことができます。

「1文目を表示」をクリックすると、
各段落の1文目が表示されます。
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原文と現代語訳
4まなぶ

暗唱してみよう

付箋をクリックすると、現代語訳が表示されます。
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。

「レベル１」や「達人」をクリックすると、原文が付箋で隠されます。
付箋をクリックすると、原文が表示されます。
上のスピーカーマークをクリックすると、一文ごとに音声が再生されます。
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漢字のフラッシュカード
4まなぶ

文学的な文章・説明的な文章・古典に収録しています。
出題範囲などを選択した後、「スタート」を押すと、フラッシュカードが
始まります。

自動か手動かを選びます

手動の場合
「覚えた」「もう一回」の方向にスワイプするか、
「覚えた」「もう1回」をクリックすると、次の問題が
表示されます。

出題形式を選びます

出題範囲を選びます

出題種類を選びます出題順を選びます
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言葉 /古典の
フラッシュカード

（全学年共通）

4まなぶ

文学的な文章・説明的な文章・古典に収録しています。
レベルを選択した後、「問題に進む」を押すと、フラッシュカードが始まり
ます。

■言葉のフラッシュカード

■古典のフラッシュカード

言葉、古典ともにめくりは手動のみです。
「覚えた」「もう一回」の方向にスワイプするか、
「覚えた」「もう1回」をクリックすると、次の
問題が表示されます。
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全文表示
4まなぶ

文学的な文章・説明的な文章・古典に収録しています。
どうぐの「わく」（➡ 5 ページ）などで塗りつぶしたり、スタンプ（➡６ページ）
を押すことができます。
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思考ツール
4まなぶ

教科書に掲載している思考ツールを収録しています。
「新しくはじめる」をクリックすると学年に応じた思考ツールが表示
されます。

文字入力や「どうぐ」機能を使った書き込みもできます。

「討論をする」「紹介文を書く」等の
具体的な活動の種類ごとに，使いや
すい思考ツールを収録しています。

活動別ツールセット
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語彙を豊かに

学習の窓一覧

4まなぶ

教科書に掲載されている語彙表を，カテゴリー別に表示しています。

「学習の窓」などを表示しています。

タブや矢印をクリックすることで表示を変更できます。

タブをクリックすることで表示を変更できます。 18



マイ黒板
4まなぶ

本文中の言葉や文章をドラッグすると、その部分が抜き出されて短冊が
できます。
挿絵は、クリックするとマイ黒板エリアに表示されます。
短冊や挿絵は、移動させたり、色を変えたりできます。
閉じるときには、マイ黒板エリア左下の×を押します。

マイ黒板エリアが閉じます。

短冊の削除ができます。

文字の大きさの変更ができます。

短冊の長さを変えられます。

▼短冊の設定

色の変更ができます。

貼り付けた短冊をクリックする
と、各種設定ができます。
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5 ツール（どうぐ以外）

読み上げの範囲を選択できます。
「ここをよむ」は、1文単位で再生が止まります。
「ここからよむ」は、文章の最後まで再生されます。

読み上げの速度を変更できます。

文と文の間の「間隔」有無を選択できます。

おわる

きく

デジタル教科書を終了するときに使います。

「読むこと」の本文には朗読音声を収録しています。
その他の文は、機械音声が再生されます。
※�機械音声は，Windows版専用ブラウザ・iPad版専用ブラウザでのみ再生
できます。
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おおきく
本文や挿絵を拡大できます。

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。

※タッチパネル（タブレットなど）では、ピンチイン/アウトで拡大縮小ができます。
　画面を連続して2度タップ（クリック）すると、もとの大きさに戻ります。

5ツール（どうぐ以外）

とりけす

やりなおす

1つ前の状態に戻します。

「とりけす」で1つ前の状態に戻したものを取り消します。
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はる

スクロール

さしえ

がぞう： カメラで撮影したものやフォルダにある画像ファイルやPDFファイルを
貼ることができます。

リンク： 各種ファイル（ワードやパワーポイント、画像ファイル、PDFなど）や
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。

挿絵一覧で選択した挿絵が拡大表示されます。

5ツール（どうぐ以外）
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ほんぶん
文字を大きく表示できます。（段組みは変わります）
見やすい大きさや書体に変更することもできます。

様々な設定ができます。
音声が再生されます。

5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

5ツール（どうぐ以外）
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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。

5ツール（どうぐ以外）
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