
「デジタル版　for iPad」閲覧用
「数研出版　学校用本棚アプリ２」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　学校用本棚アプリ２」のおもな機能
について紹介したものです。なお，本アプリは数研出版の教材ご採
用校向けのものであり，使用するためには，数研出版が別途発行し
た IDとパスワードが必要となります。

注： 「数研出版　学校用本棚アプリ２」は，「数研出版　学校用本棚
アプリ」とは別のアプリになります。「数研出版　学校用本棚ア
プリ」を削除しますと，以前にダウンロードしていた書籍デー
タの閲覧ができなくなりますので，アプリの削除をされないよ
うにお気を付けください。

2本棚アプリの構成

①  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。
② メニュー
　 IDとパスワードを入力して「ログイン」することで，教材データ
のダウンロードを行うことができます。
③ 表示切り替え
　 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。

3本棚アプリの構成（ログイン時）

①

②

③

①

① 編集
　 ダウンロード済み教材を削除することができます。

注： ダウンロード済み教材を使用する際はログイン不要です。また，
ネットワークの接続も不要です

注： 次の ID・パスワードでログインすると，ダウンロード済み教
材のアップデート版の有無を確認することができます。

　　　ID：update　　パスワード：update

4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（→5）。
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。
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5操作メニュー

①戻る
　 教材データの閲覧を終了し，My本棚に戻ることができます。
② Undo／ Redo機能
　 ページ送り，書き込みなど，直前の操作を取り消すことができま
す。また，取り消した操作をやり直すこともできます。
③メニュー
　お問合せ
　　 アプリに関するお問合せページに移行することができます（外
部ブラウザが開きます）。

　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。
　マスクの状態を保持
　　 他のページに移動したり，マスクパレットを表示した際に，め
くったマスクを元に戻すか，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（→6）。

④ツールバー
　 各種ツールが利用できます（→6）。
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。

6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。

 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。

① ②
③

⑤
⑥ ⑦
④

 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。

 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。

メモの色を選択できます。

 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
選択できま
す。

ペンの太さ
を選択でき
ます。

ペンの種類を選択します。
　 ：曲線
　 ：直線（上下または左右）

＊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。
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 マスク　ページの一部を隠すマスク（付せん）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。

　　　 「メニュー」で，「マスクの状態の保持」のオン /オフの切り替
えができます。

　　　　オン： めくられたマスクは，他のページへ移動したり，マ
スク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： めくられたマスクは，他のページへ移動したり，マ
スク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）。

　　　
マスクパレットを表示した
状態でドラッグすると，マ
スクを移動させることが
できます。

マスクパレットを表示した
状態でドラッグすると，マ
スクのサイズを変更する
ことができます。

マスクを削除できます。
　 ：マスクごとに削除
　 ：すべて削除 ＊1

マスクを半透明にす
る場合にチェックを
入れます。

マスクの色を
選択できます。

マスクのサイ
ズを選択でき
ます。

 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。＊2

　　　
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。＊2

　　　
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。

 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などを設定できます。
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。

＊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。
＊2： iPadの「設定」において，「プライバシー」→「写真」→「数研出版」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。
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7各種コンテンツ
問題集データ（数学教科書（初版 -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（初版 -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.指導者用デジタル教科書
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・確率分布ノート）＊　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. 指導者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。

＊ 理科図録デジタル版に収録の映像・アニメーションは，「数研 Library」で提供
される映像・アニメーションと共通しています。

＊ 「確率分布ノート」では，掲載しているすべての問題および基本事項の解説動画
を収録しています。

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。

＊ 「体系数学シリーズ」では，「本冊＋解答編」のみでご利用いただける機能です。
「本冊」，「解答編」を単独（または両方）ご購入いただいた場合，本機能はご利用
いただけません。

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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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
フラッシュカード機能（コミュニケーション英語）　

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。

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

※縦画面表示も可能です。

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。

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

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。

Play List の 表 示
／非表示を切り替
えます。

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

再生／一時停止し
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。

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。

音声のオン／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。

1番目の単語
に戻ります。
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・ アプリはネットワーク接続が必要です（ダウンロード済みのコンテンツ利用はネットワークオ
フラインでも可能）。

・ネットワーク接続に際し発生する通信料はお客様のご負担となります。
・ 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。
・ Apple，Appleロゴ，iPad，iPad Air，および iPad miniは米国その他の国で登録された 

Apple Inc. の商標です。App Storeは Apple Inc. のサービスマークです。

音声コンテンツ（国語教科書）　一部教材の朗読音声データを再生す
ることができます。漢詩は，日本語・中国語・唐代復元音（一部のみ）
を選ぶことができます。

単語カード機能（国語教科書）　教材ごとに重要語・漢文句法をまと
めた単語カード機能があり，予習・復習に活用できます。

通常の音声 日本語　 中国語　 唐代復元音

※縦画面表示も可能です。

タップすると付箋がはがれて
単語の意味が表示されます。

重要語をまと
めたカード

漢文句法をま
とめたカード

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

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。

Play List の 表 示
／非表示を切り替
えます。

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

再生／一時停止し
ます。
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