
「Digital版　for iPad」閲覧用
「数研出版　デジタル本棚アプリ」機能説明 数研出版

1はじめに
このマニュアルは，「数研出版　デジタル本棚アプリ」のおもな機能
について紹介したものです。

2本棚アプリの構成
ストア
　 最新刊やおすすめの教材が一覧で表示されます（ネットワーク接
続が必要です）。

　

　 表紙画像をタップすると，教材の詳細情報を見ることができます。

　

カテゴリ
　 カテゴリごとに教材を探すことができます（ネットワーク接続が
必要です）。「詳細」を押すと，教材の詳細情報が表示されます。

Twitterでツイートを投稿することがで
きます（Twitterアカウントが必要です）。

情報の再読み込みがで
きます。

左右にフリックして，
表示される教材を切り
替えることができます。

「最新刊」や「おすすめ」
の教材が表示されてい
ます。「もっと見る」を
押すと，他の最新刊や
おすすめ教材も確認で
きます。

教材の一部ページを立
ち読みすることができ
ます。＊1

購入手続きに進みます。
購入された教材は「My
本棚」にダウンロード
されます。＊2
無料教材の場合は「読
む」ボタンとなり，タッ
プすると教材のダウン
ロードが開始されます。

検索
　 さまざまなキーワードで教材を検索することができます（ネット
ワーク接続が必要です）。

アップデート
　 ダウンロード済み教材のアップデート版が入手できます（ネット
ワーク接続が必要です）。

購入履歴
　 これまでに購入した教材の一覧が表示されます（ネットワーク接
続が必要です）。教材を削除したときや，iPad端末を変更したと
きなどは，こちらから購入済みの教材データを再ダウンロードす
ることができます。

続きから読む
　 最後に開いた教材の該当ページが開かれます。

My本棚
　 ダウンロードされた教材一覧が表示されます。教材の表紙画像を
タップすると，デジタル版教科書・教材が立ち上がります。また，
表紙画像を長押ししてドラッグすると教材の並び順を変更するこ
とができます。

　データをストリーミングで表示する際，
紙面データをキャッシュとして保存する
／しないを切り替えられます。

My本棚の「一覧表示」「リスト
表示」を切り替えることができ
ます。

ダウンロード済み教材
の削除と，カテゴリの
移動を行うことができ
ます。削除または移動
する教材は，サムネイ
ルをタップして選択し
ます。

カテゴリの追加・編集・
削除ができます。

＊1： 一部，「立ち読み」に対応していない教材があります。また，「立ち読み」では，映像・アニメーション・音声などのコンテンツ（→6）は再生されません。
＊2： 教材の購入は，App Storeによる決済システムを通して行われます。購入には Apple IDが必要です。
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3基本操作

表示
　 iPadを縦に置いたときは単ページ，横に置いたときは見開き 2
ページが表示されます。
操作メニュー
　 ページ画面をタップすると，操作メニューが表示されます（→4）。
ページ移動
　 ページ画面を左右にフリックすると，ページを移動することがで
きます。
拡大・縮小
　 ページ画面を指 2本で触れて間を広げる（ピンチアウト）と，ペー
ジが拡大されます。また，間を縮める（ピンチイン）と，ページが
縮小されます。また，ページをダブルタップ（すばやく 2回タップ）
して拡大・縮小することもできます。
リンク
　 ページ内の水色の四角で示されている箇所は，教材内の別ページ
へのリンクを示しています。タップすると，リンク先のページが
表示されます。

4操作メニュー

①戻る
　 教材データの閲覧を終了し，本棚に戻ることができます。
②設定
　 各種設定ができます。
　ページ送り
　　 ページ送り時の効果を，「スライド」「めくり」のいずれか選べま
す。

　輝 度
　　輝度の変更ができます。
　ブ ラインドの状態を保持
　　 他のページに移動したり，ブラインドパレットを表示した際に，
めくったブラインドを元に戻すか，めくられたままにしておく
かを設定することができます（→5）。

③ヘルプ
　 基本操作や操作メニューのヘルプを閲覧することができます。
④ツールバー
　 各種ツールが利用できます（→5）。
⑤スライドバー
　 をドラッグしてページを移動します。
⑥⑦ページ移動
　 をタップすると，矢印の方向へページを移動します。また，

をタップすると，最初のページ，最後のページへ移動します。

① ② ③

⑤ ⑥ ⑦

④
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5各種ツール
目次　目次の項目を一覧表示します。項目をタップすると該
当ページへ移動します。

サムネイル　ページを縮小してプレビューを表示します。サ
ムネイル画像をタップすると該当ページへ移動します。

 検索　検索キーワードを入れると，キーワードが含まれる
ページを探し出し一覧表示します。項目をタップすると該当
ページへ移動します。

　　　注： データの仕様上，キーワードが正確に探し出せない場合
もあります。

 しおり　登録したしおりを一覧表示します。しおりをタップ
すると該当するページに移動できます。

　　　
表示しているページを登録
できます。
各種ツールを利用したペー
ジが登録されます。

登録したしおりを削除でき
ます。

 メモ　ページ内をタップしてメモを貼ることができます。

　　　
長押ししてからドラッグするとメモ
が移動します。
　 ：メモを最小化できます。
　 ：メモを削除できます。

タップして文字を入力することができます。

長押ししてからドラッグするとメモ
のサイズが変更されます。

メモをすべて削
除できます。＊1

メモを半透明にする場合にチェックを入れます。
メモの色を指定できます。

＊1： 単ページ（縦置き）表示の場合は該当の 1ページ，見開き（横置き）表示の場合は 2ページ内にあるすべてのオブジェクトが削除されます。また，「設定」パレット
の「ページ送り」が「めくり」の場合（→4）は，単ページ（縦置き）表示であっても，見開きページ全体のオブジェクトが削除されます。

 スタンプ　ページ内をタップしてスタンプを押すことができ
ます。

　　　
スタンプを削除できます。
　 ：スタンプごとに削除
　 ：すべて削除＊1

スタンプを半透明にする場合に
チェックを入れます。

スタンプの種類を
選択します。

 ペンツール　ページ内をドラッグして直線や曲線がかけます。

　　　
書き込み内容を削除できます。
　 ：書き込みごとに削除
　 ：すべて削除＊1

線を半透明（マーカー）にする
場合にチェックを入れます。ペンの色を指定

できます。

ペンの種類を選択します。
　 ：曲線
　 ：直線（上下または左右）

ペンの太さを
指定できます。

 ブラインド　ページの一部を隠すブラインドを貼ることがで
きます。タップでめくれ，再度タップすると元に戻ります。

　　　 「設定」で，「ブラインドの状態の保持」のオン /オフの切り替
えができます。

　　　　オン： めくられたブラインドは，他のページへ移動したり，
ブラインドパレットを表示させた後も，めくられた
ままになります。

　　　　オフ： めくられたブラインドは，他のページへ移動したり，
ブラインドパレットを表示させた際に，元に戻りま
す（めくられる前に戻ります）。

　　　

ブラインドパレットを表示
した状態でドラッグすると，
ブラインドを移動させるこ
とができます。

ブラインドパレットを表示
した状態でドラッグすると，
ブラインドのサイズを変更
することができます。

ブラインドを削除できます。
　 ：ブラインドごとに削除
　 ：すべて削除＊1

ブラインドを半透明にする場
合にチェックを入れます。ブラインドの

色を指定でき
ます。

ブラインドの
サイズを指定
できます。
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 写真リンク　端末のカメラロールにある写真をページ内に埋
め込み，閲覧ができます。＊1

　　　

カメラロールにある写真をタップして選択します
（複数選択可）。「完了」を押すと紙面にアイコンが
配置されます。
（見開きページを表示しているときは，初めに「左
ページ」「右ページ」のいずれかを選択します）

アイコンをタップすると写真が表示されます。複数写真を配置した
場合は，左右にフリックして写真を切り替えることができます。ま
た，アイコンを長押しすると移動や削除が可能な状態となり，再度
アイコンをタップすると通常の状態に戻ります。

 動画リンク　端末のカメラロールにある動画をページ内に埋
め込み，再生ができます。＊1

　　　

カメラロールにある動画をタップして選択します。
「完了」を押すと紙面にアイコンが配置されます。
（見開きページを表示しているときは，初めに「左
ページ」「右ページ」のいずれかを選択します）

アイコンをタップすると動画が再生されます。アイコンを長押しす
ると移動や削除が可能な状態となり，再度アイコンをタップすると
通常の状態に戻ります。

＊1： iPadの「設定」において，「プライバシー」→「写真」→「数研 Digital」の項目が「オフ」になっていると，写真リンクや動画リンクでカメラロールにアクセスができな
くなります。この場合，項目を「オン」に変更してください。

 URLリンク　ページ内に外部のWebページへのリンクを
貼ることができます。

　　　
リンク領域のサイズを変更
できます。

ドラッグするとリンク領域
が移動します。

新 規　新規作成します。
　 （見開きページを表示しているときは，初めに「左ページ」「右ペー
ジ」のいずれかを選択します）

設 定　リンク先 URL，リンク領域の色，リンク
領域を半透明にするか透明にするかを選択で
きます。

編 集　リンクの再設定ができます。
削 除　設定したリンクを削除します。
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6各種コンテンツ
問題集データ（数学教科書（増補版））　各教科書に対応する傍用問題
集の一部を収録しています。

アニメーションコンテンツ（数学教科書（増補版））＊　紙面の題材に
関連したアニメーションを収録しています。

＊ 収録のアニメーションは，弊社発行の Studyaid D.B.指導用デジタル教科書に
収録されているものと重複しているものがあります。

映像・アニメーションコンテンツ（理科教科書・フォトサイエンス
シリーズ）＊　教科書の題材に関連した映像やアニメーションを収
録しています。

映像が再生されます。

音声付き映像が再生されます。

アニメーションが再生されま
す。
音声付きアニメーションが再
生されます。

＊ 「科学と人間生活」は除きます。また，理科教科書デジタル版に収録の映像・ア
ニメーションは，弊社発行の Studyaid D.B. 指導用デジタル教科書に収録さ
れているものと重複しています。

＊ 「視覚でとらえる フォトサイエンス 物理図録 デジタル版」に収録の映像・ア
ニメーションは，書籍付属の CD-ROMと共通です。

本冊・解答編の相互リンク機能（チャート式参考書・体系数学シリー
ズ）　該当する問題の解答に直ちにたどり着くことができます。

本冊の問題番号をタップ
すると，該当する問題の
解答が掲載されている
ページへジャンプします。
また，解答の問題番号を
タップすると，該当する
問題が掲載されている
ページへジャンプします。

問題の横のアイコンを
タップすると，その類問
へジャンプします（解答
も収録しています）。

※収録書籍
　数学シリーズ：「4STEP」，高等学校シリーズ：「4プロセス」，
　新編シリーズ：「3TRIAL」，最新シリーズ：「3ROUND」，
　新高校の数学シリーズ：「ポイントノート」

アニメーションが再生されま
す。

計算カードが再生されます。
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○ 本製品の機能・画面イメージなど，本マニュアルに記載の内容は，予告なく変更
になる場合があります。
◯ 教材の紙面に掲載の一部の写真や図版の中には，著作権等の都合により本製品に
収録されていないものがあります。
◯ 本マニュアルに記載されている会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

フラッシュカード機能（コミュニケーション英語）　フラッシュカー
ドのアイコンをタップすると，新出単語を学習するためのフラッ
シュカード機能が起動します。再生順（教科書掲載順／ランダム），
再生方法（自動／手動），表示内容（英語／日本語）等を設定すること
ができます。

※縦画面表示も可能です。

1番目の単語に
戻ります。

リピート再生のオン／オフ
を切り替えます。

自動再生のオン／オフを
切り替えます。

カードの表示内容（英語／
日本語）を切り替えます。

音声のオン／オフを
切り替えます。

ランダム再生のオン／オフを
切り替えます。

タップすると表示中の英単語を再生します。
自動再生をオンにしてタップすると，フラッ
シュカード内の単語を順番に表示・再生しま
す。再生中にタップすると一時停止します。

・ オンになっている機能は，アイコンがオレンジ色に点灯します。
・ 自動再生のオン／オフにかかわらず，画面を左右にフリックすると，前
後の単語に切り替えることができます。

音声コンテンツ（英語教科書）　教科書本文・例文等の音声データを
再生することができます。

【コミュニケーション英語】　通常の音声のほか，フレーズ読み
の音声，通常より速いスピードの音声（POLESTARシリーズの
み）も収録しています。

読み方が 1種類の音声

通常の音声

【英語表現】　通常の音声のほかに，対話文では一方の話者のみ
の音声を再生することもできます（「ロールプレイ機能」）。

通常の音声　　 ロールプレイ

コミュニケーション英語・英語表現ともに，音声アイコンをタッ
プすると音声プレイヤーが起動し，Play Listが表示されます。
Play Listの各項目をタップすると，音声が再生されます。

オンにすると Play List内の音声
を上から順にすべて再生します。
　 ：オン　　 ：オフ

オンにすると，その項目をリピー
ト再生します。
ALL 機能がオンの時は，Play 
List全体をリピート再生します。
　 ：オン　　 ：オフ

再生／一時停止します。

Play Listの表示／非表示を切り替えます。

現在の再生位置を示します。
スライダーを動かすことで
再生位置を調整できます。

読み方が複数ある音声

通常の音声（Normal）

フレーズごとに区切った
音声（Phrase）
通常より速い音声（Faster）
※ POLESTARシリーズのみ

音声データ（チャート式シリーズ英語参考書）　英語音声が再生され
ます。

アイコンをタップすると音声が再生されます。
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