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概要・動作条件・ご使用条件
●　　概要　　●

●　 動作環境　 ●

●　ご利用条件　●

　本ソフトウェア「道徳　中学校 1 年　生き方から学ぶ」「道徳　中学校 2 年　生き方を見つめる」「道
徳　中学校３年　生き方を創造する」指導者用デジタル教科書は富士ソフト株式会社が開発・提供してい
る「みらいスクールプラットフォーム」の表示部機能を用いています。
　このデジタル教科書ビューアに設定された各種基本機能と、朗読音声などの弊社の独自コンテンツを用
いて教科書紙面および教科書コンテンツを活用した授業展開・学習展開ができるよう、設計・開発されて
います。

OS：Windows　8.1/10
CPU：インテルコア i3 1.9 GHz 以上
メモリ；4GB 以上推奨
モニタ解像度：1280 × 720 以上
ソフトウェア容量；約 200MB

購入した学校内でのみフリーライセンス
※教師用デジタル教科書ですので、生徒用端末へのインストール、通信による利用はできません。
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はじめに

① 指導書 DVD-ROMを読み込み、「1年生」「2年生」「3年生」フォ
ルダにそれぞれ収録されている圧縮フォルダ

　 「233_nikka_doutoku1」「233_nikka_doutoku2」「233_
nikka_doutoku3」をダブルクリックして展開します。

インストールしたデータについて
同梱されたファイルの名称を変更したり、ファイルを削除、変更することは不具合の発生に
つながりますのでおやめください。

●　インストール・起動の手順について　●

③スタート画面が表示されます。

② 展開したフォルダ内の「index.html」をダブルクリックします。

※ 表示画面はお持ちの PC やタブレット環
境により変わります。
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①

②

③

④

①最初のページを開く

②目次を開く

③前回の続きを開く

④おわる
デジタル教科書の使用を終了するボタンの使い方です。クリックすると「本を閉じます　よろしいです
か？」のメッセージウインドウが表示されます。

「はい」を選択すると終了し、「いいえ」を選択すると表示画面に戻ります。

目次ページを表示します。
目次ページでは、各教材名をクリックするとそのページに移動することができます。

前回開いたページに移動することができます。

●　スタート画面について　●

デジタル教科書を最初のページから表示します。
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画面内操作について

■環境設定
　本デジタル教科書の紙面表示の設定を行うことができます。

■音声再生
　 朗読音声が収録されている教材には再生ボタンの

使い方が表示されます。クリックすることで朗読
音声を再生します。

ページの操作について
本デジタル教科書はマウス・タッチパネル等における指での操作を想定しておりますが、パソコンでの
操作を主体として操作を説明しています。
タッチパッドなどを介した紙面上で、二本の指を広げる・縮めることで拡大・縮小を行うことができます。

■ツールバー
 本デジタル教科書の機能を作動させるボタンで
す。詳しい説明はP.7を参照してください。
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①

②

③

④

①終了ボタンの使い方

②目次表示ボタンの使い方

③タッチボタンの使い方

④ペン・マーカー描画ボタンの使い方

デジタル教科書の使用を終了します。
クリックすると「本を閉じます　よろしいですか？」のメッセージウインドウが表示されま
す。「はい」を選択すると終了、「いいえ」を選択するともとの表示画面に戻ります。

目次ページを表示します。
目次ページでは、各教材名をクリックするとそのページに移動することができます。

クリックすると紙面操作からペン・マーカーモードに切り替えられます。表示されるパレッ
トで線の色・太さが変更できます。

紙面操作ツールバー説明紙面操作ツールバーについて

紙面内にタッチ操作できる箇所がある場合に表示されます。

■モード切替
　ペンモード / マーカーモードを切り替えます。
　 ペンモードは自由に描画ができ、マーカーモードは直線を紙面上

に引くことができます。

■色変更
ペン・マーカーの色/太さや透明度を変更できます。

■とじる
パレットを閉じます。
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⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑤図形・スタンプボタンの使い方

■モード切替
　図形モード / スタンプモードを切り替えます。

■図形選択
　使用する図形をクリック選択します。

■色変更
　 クリックするとカラーパレットが開き、図形の線の色/

面積の色を変更できます。

■図形・スタンプツールの使い方

■図形ツールパレット

選択した状態でマウスカーソルをツールパレットから紙面上に
移動させ、ドラッグ＆ドロップするか表示させたい場所を直接ク
リックすると図形/スタンプが配置されます。

図形・スタンプボタンをクリックすると、ツールパレットが表
示されます。 
紙面上で使いたい図形やスタンプを選択してください。

  配置した図形やスタンプの周囲にある⇔マークをドラッグ＆ドロッ
プすると図形/スタンプの大きさを変更でき、スタンプを直接ドラッ
グ＆ドロップすることでスタンプの位置を移動します。
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■モード切替
図形モード / スタンプモードを切り替えます。

■スタンプ選択
クリックしたスタンプを表示します

■フォルダ
クリックすると、ご利用中の端末のフォルダが表示されます。
 表示したい画像をダブルクリック、もしくは開くボタンをクリックします。
その後カーソルを紙面上でクリックするか、画像をドラッグ＆ドロップすることで
フォルダ内の画像がスタンプされます。

■とじる
パレットを閉じます。

■トリミング
紙面の一部を切り取ってトリミングを行うモードに切り替えます。
トリミングモードについては P.9 を御覧ください。

■スタンプツールパレット
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■トリミングモード

ドラッグ＆ドロップ

画像一覧ウインドウ中心の矢印をクリックするとウインドウの位置が左右に切り替わります

ウインドウ位置変更ボタンの使い方

トリミングボタンの使い方をクリックすると、画面が切り替わります。トリミングモードでは、紙面の
一部を切りとって保存し、その画像を任意の場所に貼り付けることができます。

選択した画像はウインドウ内に保存されます。

紙面の切り取りたい部分をドラッグ＆ドロップで選択します。

 画像を配置したい場所をクリックすると画 像が 配置されま
す。画像をドラッグ＆ドロップすることで画像の位置を変更、
画像周囲の矢印マークをドラッグすることで拡大・縮小を行えます。

※ 画像一覧ウインドウの画像を選択した状態でもう一度クリックすると、削除確認画面が
表示されます。「OK」をクリックすると選択した画像は削除されます。

配置したトリミングを削除するには
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⑦どうぐボタンの使い方
どうぐボタンの使い方をクリックすると、ツールパレットが表示されます。

■どうぐツールパレット

⑥けすボタンの使い方

■めくり / 朗読
　本機能はご利用できません

■ふせん
　 紙面にふせんを表示します。詳細については P.13 を御覧くだ

さい。

■タイマー
　 紙面上にタイマーを表示します。詳細については P.12 を御覧

ください。

けすボタンの使い方をクリックすると、ツールパレットが表示されます。
■消去ツールパレット

■消しゴム
　 消しゴムモードに切り替えます。紙面をドラッグすることで描画
（ペン・マーカー、図形・スタンプ）を消すことができます。

　また、描画を直接クリックすることでも消去できます。

■全消去
　 表示している画面内の描画（ペン・マーカー、図形・スタンプ）がす

べて削除されます。
　 全消去した描画を戻すときは「もとに戻す」ボタンの使い方をク

リックしてください。

■ポインター
　 紙面上にポインターを表示します。詳細については P.14 を御

覧ください。

■元に戻す / やり直す
　紙面上の操作をそれぞれ一つ前の状態に戻す / 進める　ボタンです
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■タイマー

ボタンの使い方をクリックしてタイマーモードに切り替え、紙面上にタイマーを表示します。

クリックすると時間がセッ
トされます

残り時間が表示されます

設定した時間を初期値にリセットします

クリックするとタイマーがス
タート、もう一度クリックする
ことで一時停止します。

▲▼ボタンでタイマーの
分/秒　を設定できます

メニューを隠し、タイマーを
大きく表示します

カウントアップ・カウントダウンを切り替えます

タイマーを最小化して表示
します

※紙面表示イメージ
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■ふせん

ボタンの使い方をクリックしてふせんモードに切り替え、紙面上でドラッグ＆ドロップすることでふせんダ
イアログが表示されます。
きめるをクリックすることでふせんを紙面内に配置できます。

■ふせんダイアログ

入力したテキストの向きを
変更します。

カラーチャートを開き、ふせん
の色と透明度を変更します。

クリックしてふせんを画面に
表示します

メニュー画面の開く/閉じる　を操作できます。

クリックするとふせんを表示
せずに元の画面に戻ります。

書体を変更します。

文字の大きさを変更します。

※紙面表示イメージ
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■ポインター
ボタンの使い方をクリックしてポインターモードに切り替えます。ポインターは紙面上に表示され、ドラッグで自由に
動かせます。

■ポインタ切り替え
　 ポインタの形を丸/矢印に切り替えることができます

■カラーパレット
　 図形の色を変更することができます。

■透明度 / 大きさ
　 ポインターの透明度/大きさをレバーを動かして変更できます。

※紙面表示イメージ
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⑧記録ボタンの使い方
記録ボタンの使い方をクリックすると記録関連ツールパレットが表示されます。

■保存
　 環境設定情報や紙面上の書き込みを本デジタル教科書対応の形式に変換し、ご

利用の端末に保存します。ファイルを保存する方法は使用されるブラウザに
よって異なりますので、表示される指示にしたがってください。

■読込
　 保存したファイルを読み込んで、紙面上に反映させます。読み込みボタンの使

い方をクリックすると表示される別ウインドウより、データを保存したフォル
ダを選択して読み込みます。

■画像で保存 / 印刷
　この機能は本デジタル教科書では使用できません。

■表示設定関連ツールパレット

⑨表示設定ボタンの使い方
記録ボタンの使い方をクリックすると下部に表示設定関連ツールパレットが表示されます。

■表示設定関連ツールパレット

■全画面表示
紙面をフルスクリーンで表示します。もう一度クリックするとフル
スクリーン表示が解除されます。

■見開き / まきもの
　表示を「見開きモード」か「まきものモード」に切り替えます。
　※通常時は「見開きモード」になっています。

■クリックポイント
　 紙面にあるクリックできる箇所（クリックポイント）を表示します。

■非表示
　 紙面以外のメニューバーや描画などを非表示にします。

もう一度クリックすると非表示は解除されます。
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まきものモードは、ページを途切れることなくスライドできるモードです。
1教材内をドラッグ&ドロップで自由にスライド操作ができますが、教材間のスライド操作はできないため、教材を移
動する場合は一度見開きモードに変更したのち、ページ移動機能を使用してください。

まきもの/見開きモード

⑬黒ペンボタン　⑭赤ペンボタン　の使い方

⑭
⑬

⑫

⑪

⑮
ペンモードに切り替えます。ペンモードでは紙面に自由に書き込みを行うことができます。モー
ドを解除するときは選択したボタンの使い方をもう一度クリックします。

⑫ページ操作ボタンの使い方

⑪拡大 / 縮小ボタンの使い方

⑩ツールバーをしまうボタンの使い方
記録ボタンの使い方をクリックすると、ツールバー下部に記録関連ツールパレットが
表示されます。

紙面の拡大 / 縮小を行うことができます。ダブルクリックで拡大 / 縮小を操作できる
スライダーが表示されます。

ページめくりを行うボタンの使い方です。◀（◀◀）もしくは▶（▶▶）をクリック
すると前のページ（チャプター）、次のページ（チャプター）に移動することができます。
また、中央のページ番号部分をクリックするとテンキーが表示されます。

⑮消しゴムボタンの使い方
消しゴムモードに切り替えます。紙面へのペン・マーカーの書き込みや、図形・スタンプをク
リックもしくはドラッグ＆ドロップで上記の描画を消すことができます。

⑩
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