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使い方ガイド

●商標について
Microsoft，Windows は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
iPad は，米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
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画面の基本構成 ①

「いんさつ」と「ウインドウ」は，
iPad以外でお使いいただけます。

※ 注 意 事 項 ※

目次画面 教科書画面

● 前後のページに移動し
ます。

● 紙面上をスワイプ操作
することでも，移動で
きます。

● クリックしたページが
表示されます。

 ⇒ 4 ページ
どうぐ

 ⇒ 3 ページ
きく ● 各教材を表示

します。

まなぶ

 ⇒ 3 ページ
おおきく

 ⇒ 3 ページ
サポート

本棚へ
● デジタル教科書等が並ぶ本棚へ戻ります。 

※ Windows 版専用ブラウザ・iPad 版専用ブラウザのみ。

教材名をクリック（タップ）すると，教材名をクリック（タップ）すると，
教科書画面が表示されます。教科書画面が表示されます。

● 一つ前の状態に戻ります。
とりけす

●目次画面に戻ります。
もくじ

● 画像や各種ファイル，ウェブサイト
へのリンクを貼ることができます。

はる
● 入力したページを表示します。
ジャンプ

● 紙面をスクロール表示に切り替えます。
スクロール

● 画面を印刷します。
いんさつ

● 全画面／ウインドウ表示を 
切り替えます。

ウインドウ

おわる

画面内に二次元コードがある場合は，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。※端末がインターネットに接続されている場合のみ。
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画面の基本構成 ②

● 聞きたい文をクリックすると音声が再生されます。
● 読み上げの範囲や速度，リピート用の間隔の有無を選択で

きます。
● Unit ストーリー本文や Let’s Read の教材本文のほか，

New Words，基本文，発音のポイントなどをクリックす
ると，ネイティブ音声が再生されます。

● 上記以外の箇所は，機械音声で再生されます。

きく
● 教科書紙面の振り仮名（総ルビ）表示やハイライト（強調）

表示，色の反転など，「読みやすさ」や「見やすさ」等に応
じた設定ができます。

サポート

●     ボタン，　 ボタンを押すと，画面全体の表示を拡大・縮 
小できます。

●  　 を押すと，拡大したい箇所を，ドラッグで範囲指定して，
拡大できます。

●「もどす」を押すと，拡大・縮小した表示を，等倍（100%）
表示に戻せます。

おおきく

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。
※ 注 意 事 項 ※

▲ 振り仮名

▲ ハイライト

▲ 色の反転
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画面の基本構成 ③

同じデジタル教科書・教材をブラウザの複数のタブで開くと，
成果物が正しく保存されません。一つのブラウザにつき，同じ
デジタル教科書・教材は一つだけ開いてご使用ください。

※ 注 意 事 項 ※

●フリーハンドで線や文字を書き込むことができます。
ペン

●「ふせん」，「ふきだし」，「テキストボックス」が貼り付けられます。
● テキスト入力も，ペンツールなどでの書き込みも可能です。

ふせん

● スタンプを押す 
ことができます。

スタンプ

● 範囲を指定して枠で囲ったり， 
塗りつぶしたりできます。

わく

● 直線を書き込むことができます。
● 教科書画面と「本文」（7 ページ）では，文字にぴったりと線を引く機能が使えます。

せん

色の選択

透明・不透明の選択

太さの選択

文字にぴったりと線を引く機能
色の選択

透明・不透明の選択

太さの選択

大きさの選択

種類の選択

種類の選択

色の選択 形の選択

透明・不透明の選択
塗りつぶす色の選択 囲む色の選択
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「音声」（活動音声）

● 紙面上の「音声」ボタンを押すと，音声のコンテンツが開きます。
● チャプター選択，再生速度の変更の機能を搭載しています。生徒の習熟度に

あわせた学習を行えます。
● 紙面に文が掲載されていない音声のスクリプトは，「資料一覧」に収録してい

ます。⇒ 11 ページ
●「おおきく」（❶）の範囲拡大（❷）を使って，大きく表示し

たい紙面の範囲をドラッグで指定（❸）すると，リスニングの
発問に焦点化した学習を行えます（❹）。

活用の例
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「アニメ」（スライドアニメ） 「本文ドラマ」

● 紙面上の「アニメ」ボタンを押すと，Unit 本文ストーリーのスライドアニ
メが開きます。

●「アニメ」ボタンは，各 Unit の扉ページにあります。
※スライドアニメには，字幕表示機能はありません。

● 紙面上の「ドラマ」ボタンか，「まなぶ」の「本文ドラマ」ボタンを押すと，
Unit 本文ストーリーの実写ドラマが開きます。

● 紙面上のボタンから開くとその紙面のシーン冒頭から，「まなぶ」のボタ
ンから開くと前回終了した場所からドラマを再生します。

● チャプター選択，英語字幕表示などの機能があります。

2021年4月バージョンでは，各学年Unit 1 ～ 3のみの収録となっております（Unit 4以降は「準備中」）。
Unit 4以降はバージョンアップで対応いたします。

※ 注 意 事 項 ※

再生／一時停止

再生速度の変更

ミュートの
ON／OFF

連続再生の
ON／OFF

全画面表示の
ON／OFF
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「本文」（本文拡大画面）

●「きく」を使うとネイティブ音声が流れ，カラオケ表示します。
●「かんかく」「あり」にすると，リピート読みの学習が行えます。
● Unit では役割ごとの音声 ON ／ OFF 切り替えができるた

め，役割読みの活動を行えます。

● Unit，Let’s Read の紙面上の「本文」ボタンを押すと， 
コンテンツが起動します。

●「どうぐ」で自由に書き込みができます。

音声再生

●「新出語」，「ランダム（全体の約 1/3）」，「全
て」の３パターンで本文を隠せます。

● 本文を隠して音声を再生できます。生徒
の習熟度にあわせた学習ができます。

マスク表示（Unit のみ）

● 和訳を表示できます。
● マスクで本文を全て隠して和訳だけ表示

し，本文を暗唱する活動もできます。

和訳表示
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「ピクチャーカード」

● Unit，Let’s Read の紙面上の「ピクチャー」ボタンか，「まなぶ」の「ピ
クチャーカード」ボタンを押すとコンテンツが起動します。

● Unitの場合，紙面上のボタンから開くとその紙面のシーン冒頭から，「ま
なぶ」のボタンから開くと前回終了した場所からカードを表示します。

● 音声付きスライドショー再生，キーワード表示などの機能があります。

● ストーリーの内容を英語で説明
する「リテリング活動」のヒン
トとなるキーワードを表示しま
す。（Unit のみ）

●「どうぐ」（❶）の Q スタンプ（❷）などを使用し，カードの
中にポイントとなる発問を書き入れることで，生徒が取り組み
やすい活動を展開できます。

活用の例
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「フラッシュカード」①
●「まなぶ」の「フラッシュカード」ボタンを押すとコンテンツが起動します。
● 再生範囲や再生速度，再生順序などを選べます。生徒の習熟度にあわせた学

習を行えます。

●「特に重要な語のみ再生する」をチェックすると，教科書に
太字で示された語（発信語彙）だけを再生します。

●「他の単元から選ぶ」を選択すると，「カードセットを選ぶ」
画面で再生する範囲を当該学年の各単元から選べます。

● 再生範囲を設定すると，「START」を押して再生開始でき
るようになります。

▲ 再生画面（自動再生）

▲ 「カードセットを選ぶ」画面
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「フラッシュカード」②

● わかったカードとわからなかったカードを仕分ける学習を行えます。
● わからなかったカードは，「もう一回ボックス」で確認し，再度「覚

えたチェック」を行えます。
※「もう一回ボックス」は，設定画面に戻るとリセットされます。

●「まなぶ」の「New Words」ボタンを押すとコンテンツが起動します。
覚えたチェック

● 語句の定着度を確認でき
ます。英→日，日→英の
表示方式でのみ使えます。

「New Words」

▲ 「覚えたチェック」の使い方

▲ 終了画面
（わからない語句があった場合）

▲ 「もう一回ボックス」画面

▲ 終了画面
（全ての語句がわかった場合）

● 語句をクリックすると
英語音声を再生します。

● 画面内全ての語句の英
語音声を再生します。

● マスク機能。英語また
は日本語を隠した状態
で学習できます。
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「資料一覧」
●「まなぶ」の「資料一覧」ボタンを押すとコンテンツが起動します。
● 学年内で共通の内容です。

●1 年はチャンツ，2・3 年は教科
書に登場する国に関する英語の
動画が見られます。

資料動画

●「音声」（5 ページ）のうち，紙面に文が掲載さ
れていないもののスクリプトと，「資料動画」の
英語のスクリプト・和訳のテキストデータを収録
しています。

音声スクリプト・資料動画スクリプト

● 英語の知識について日本語で解
説する動画が見られます。

　（全学年で共通の内容）

英語のしくみ

 1 

■■音音声声ススククリリププトト（（２２年年））  
※教科書紙面に掲載されていないものを収録しています。 
 
 

Play Back the Story 
 
（p. 8） Q.1: Which season does Kota like? 
1 年生 Unit 1 Part 1 
Eri: Hello.  Are you OK? 
Tina: I’m lost.  I want to go to Honcho Junior High School. 
Eri: I’m a student there.  Let’s go together. 
Tina: Thanks.  I’m Tina. 
Eri: I’m Eri.  Nice to meet you. 
Kota: I’m Kotaro.  Call me Kota. 
 
1 年生 Unit 1 Part 2 
Tina: Look!  Cherry blossoms.  Beautiful. 
Eri: Yes.  I like spring. 
Tina: How about you, Kota? 
Kota: I like fall.  I don’t like spring. 
Tina: Why not? 
Kota: I ... Achoo!! 
Tina: I see.  Bless you. 
 
1 年生 Unit 1 Part 3 
In the class room: 
Tina: Hello.  I’m Tina. 

I’m from New York.  I like music and sports. 
I can swim and play the drums. 

 
Eri: You can play the drums! 
Tina: Yes.  It’s fun. 
Eri: I can’t play the drums, but I can play the piano. 
Tina: Cool. 

 37 

■■資資料料動動画画ススククリリププトト（（２２年年））  
 
 

New York（（Unit 4）） 

New York City is a big city in the eastern United States. 
ニューヨークはアメリカ東部の大きな都市です。 
It’s very far from Japan. 
日本からは遠く離（はな）れています。 
It’s about 13 hours from Japan by plane. 
日本からは飛行機で約 13 時間です。 
The population is about 9 million. 
人口は約 900 万人です。 
Every year, many tourists visit New York City. 
ニューヨークには毎年多くの観光客が訪（おとず）れます。 
New York City’s people come from many different countries and cultures. 
ニューヨークの人々は，多くの国や文化から来ています。 
New York City’s nickname is “the Big Apple”. 
ニューヨークの愛（あい）称（しょう）は「ビッグ・アップル」です。 
This is the Empire State Building. 
これは，エンパイアステート・ビルです。 
It’s a symbol of New York. 
これはニューヨークの象（しょう）徴（ちょう）です。 
The Empire State Building is about 90 years old. 
エンパイアステート・ビルは約 90 年前にできました。 
If you want to see a fantastic view, go to the top. 
もしすばらしい景色を見たければ，最上階に行ってください。 
From the 102nd floor, the city looks beautiful. 
102 階からは，街がとても美しく見えます。 
This is Times Square. 
ここは，タイムズスクエアです。 
Times Square is at the crossroads of Broadway. 
タイムズスクエアはブロードウェイの交差点にあります。 
You can see dramas and musicals on Broadway. 

スクリプトは編集可能なMicrosoft Word形式（.docx）で収録し
ています。表示・編集にはMicrosoft Word等のソフトウェアが
必要です。

※ 注 意 事 項 ※


