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クラウド配信サービス編

基本操作マニュアル

デジタル教科書・デジタルコンテンツ



ブラウザを立ち上げて、URL入力欄に「manaviewer.jp」と入力すると、ログイン
画面が表示されます。

起動 /ログイン /本棚
起動

①標準ブラウザから起動する場合
　（Google Chrome、Microsoft Edge、Safari）

②まなビューア専用ブラウザから起動する場合
　（Windows版，iPad版）

まなビューアのアイコンから起動すると、URL設定がされていればログイン画面が表示
されます。URLの設定方法は「児童生徒用/教員用端末での設定ガイド」をご参照ください。
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ユーザー作成時にGoogleアカウント、Microsoftアカウント、Apple IDを登録していると、
IDやパスワードを入力せずにログインできます。

半角で入力してください。

チェックをすると次回起動時に
ログイン画面が表示されません。

パスワードを表示します。

ユーザー作成時に「ユーザー情報カード」を
印刷して配布すると便利です。

ログイン

ユーザー情報カード

起動 /ログイン /本棚
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本棚
起動 /ログイン /本棚
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本をクリックすると
教科書・教材が開きます。

学習履歴の書き出し、読み込みができます。

児童・生徒、先生の
ログインパスワードが変更できます。

利用規約を表示します。

本棚の表示形式を2種類から選べます。

ログアウトします。

クーポンコードによる
教材の割り当てができ
ます。詳しくは「クラ
ウド配信サービス設定
マニュアル」をご参照
ください。
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■基本機能について

1

2

3
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1

ページ送り
前後のページに移動します。

二次元コード

どうぐ・・・6ページ

アイコン ・・・25ページ

ツール（どうぐ以外）・・・15ページ

特別支援機能（きく・サポート）・・・19ページ
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4

5

紙面の二次元コードを読み取ることで表示できるウェブページを開きます。



ページ送りボタンの位置
ポイント

ページ送りボタンはタブレット端末を両手で持っ
て読む時に押しやすい位置に配置しています。

ジェスチャー操作
スワイプでのページ送り、ピンチインアウト
での拡大縮小といったジェスチャー操作に
も対応しています。
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ポイント

←  →



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

授業の時に「3番の緑色で書いて
ください」などと指示すると、全
員がすぐ同じ色を選ぶことができ
ます。様々な色のとらえ方の児童
生徒が安心して授業に参加できま
す。

ペンモードのままでもピンチインアウトの操作で拡大・縮小が
できます。

ペンモードのままページ送りボタンを押すこともでき、
書き込みをしながら見たいところをすぐに表示できます。

①ペンで書く

色の番号
ペンモードのまま拡大縮小

②ペンモードのままピンチ
　アウトで拡大する

③ペンモードのまま二本
　指スクロールで画面を
　移動する

ポイント
ポイント
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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。

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

【縦書きの場合】

【横書きの場合】

【文字ぴったりマーカー】 【文字ぴったりサイドライン】

ポイント
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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

3どうぐ
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さんかく

三角形を書くことができます。

透明・不透明を選択できます。 色を選択できます。

三角形で塗りつぶす色を選択できます。

3どうぐ

えん

円や楕円を書くことができます

色を選択できます。
透明・不透明を選択できます。

円で塗りつぶす色を選択できます。
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スタンプ

スタンプを選択後、任意の場所をクリックすると、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。

大きさを変更できます。

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。

▼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。

3どうぐ
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貼り付けた付箋の上に「ペン」や「せん」で
書き込みをすることができます。

付箋の上に文字を書けます。
書き込んだ付箋を動かすこともできます。

ポイント
付箋の上に書き込む

ポイント
付箋を動かす場合
「どうぐ」のゆびマーク　　 を選択し、
 ドラッグして動かせます。

付箋の大きさを変える場合
「どうぐ」のゆびマーク　　 を選択し、○を
 ドラッグしてください。
 付箋右上の「ー」を押すとワンタッチで小さく
 したり元の大きさに戻したりできます。

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。

3どうぐ
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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。

書き込みを消しすぎた場合は「とりけす」をすると元に戻すことができます。

➡

消しゴムアイコンを押して、消す対象
を直接押すか、ドラッグして触れるこ
とで消すことができます。

➡
ぜんぶけす

➡

➡ ➡

とりけす

ポイント
消しすぎた時に「とりけす」
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4 ツール（どうぐ以外）

おわる
デジタル教科書・デジタルコンテンツを終了するときに使います。
書き込みを保存するため、必ず「おわる」を押して本棚に戻ってから
ブラウザを閉じたり、端末の電源をオフにしたりしてください。
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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。

4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。

拡大して元の大きさに戻すのは「もどす」ボタンの他にダブルタップしても行うことがきます。

ポイント
ダブルタップで元の大きさに戻す

①「おおきく」ボタンやピンチ
 　アウトで拡大します。　

②紙面上でダブルタップします。 ③元の大きさに戻ります。



←  →

←  →

はる

スクロール

Webサイトへのリンクボタンを貼ることができます。

ページをスクロールして移動できます。見開きをまたいで教科書紙面を見ることができます。

4ツール（どうぐ以外）

拡大したままでもスワイプ操作で左右にスクロールできます。

ポイント
拡大したままスクロール
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②ウインドウの大きさを調節して余白
　を少なくして「いんさつ」ボタンを
　クリックします。

もくじ

ジャンプ

いんさつ

ウインドウ /ぜんがめん

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ではこの機能はありません。

ウインドウ表示/全画面の切替ができます。
※iPadではこの機能はありません。

ウインドウ表示にして、余白をできるだけ少なくして「いんさつ」すると用紙いっぱいに
印刷できます。

ツール（どうぐ以外） 4

①ウインドウボタンを押してウインドウ表示にします。

用紙いっぱいに印刷
ポイント
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特別支援機能（きく・サポート ）5
「サポート」をクリックすると、個人個人に応じた設定ができます。

機械音声による読み上げが再生されます。 個人個人に応じた設定ができます。
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5特別支援機能（きく・サポート）
きく
機械音声による読み上げが再生されます。

文と文の間の「間隔」有無を選択できます。

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13段階で変更できます。

ポイント

読み上げ箇所をハイライトします。 サポートの四色から選択。 見やすい色を選んでハイライトします。

読み上げ箇所のハイライト表示
読み上げ箇所は再生にあわせてハイライト表示されます。
ハイライト表示の色は「サポート」の「読みやすさ」で四色から選択することができます。
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ポイント
読み上げを聞きながら書き込む
読み上げ機能で音声を聞きながら、気づいたことやポイントをペンなどで書き込むこともできます。

5
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特別支援機能（きく・サポート）



サポート
個人個人の「見やすさ」や「使いやすさ」などに応じた設定ができます。
設定した内容は保存されます。初期状態に戻したい時は「設定リセット」を押してください。

【ふりがな】
全ての漢字にふりがなを表示します。

【ハイライト色 読み上げ色】
ハイライトの色を設定します。

設定内容を初期状態に戻します。

読みやすさ

5特別支援機能（きく・サポート）
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【明るさ】
  明るさを変更します。

【色の反転】
  背景色を黒に反転し、文字色を白、黄色、緑から選択
  します。

【色カバー】
  教科書紙面の上から透過色のカバーをかけて表
  示します。児童生徒の特性によっては自分にあっ
  た色カバーをかけることで文字に集中すること
  ができます。

見やすさ

5特別支援機能（きく・サポート）
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【ツールバーの位置】
  ツールバーの位置を上下左右変更できます。

使いやすさ

5特別支援機能（きく・サポート）
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6 アイコン
アイコンをクリックすると、
さまざまなデジタルコンテンツを使用することができます。
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指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタルコンテンツ〔 〕



コンテンツの種類
※収録されているコンテンツは、教材やページにより異なります。 
※再生時の音量は、ご使用の端末の設定をご確認のうえ、適切な音量となるよう調整してください。

6アイコン〔　　　　　　　〕指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタルコンテンツ

*1 指導者用デジタル教科書（教材）で表示される楽譜は、画面の操作性等を考慮し、
    通常とは異なる楽譜表記に一部変更しています。
*2 指導者用デジタル教科書（教材）では、合唱曲のパート練習用音源が再生できます。
　 ただし、音取りのしやすさに配慮し、曲によっては楽譜のテンポ表示よりも若干遅めに演奏しています。
    また、強弱や速度変化などの細かい曲想表現が、楽譜上の指示ほど厳密でない箇所もあります。
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［楽譜］
 楽譜を表示して、音源の再生ができます。*1 *2 ［拡大・資料］

 写真や挿絵、
 関連する資料を拡大して表示します。

［歌詞］
 歌詞を表示して、音源の再生ができます。

［音声］
 音声を再生できるコンテンツを表示します。

［動画］
 動画の再生ができます。

［操作］
 「音楽づくり」「創作」の教材において、
 音を選んだりカードを組み合わせたり
 することができます。 

［書き込み］
 書き込みができる表などを表示します。

［ワークシート］
 印刷できるワークシート（PDF）を表示します。

［フラッシュカード］
 音符・休符・記号・用語の学習に役立つ
 フラッシュカードを表示します。

［ウェブリンク］
 指定されたウェブページを開きます。



ポップアップ

ポップアップの最大表示と小さく
した表示を切り替えられます。

ポップアップを最大表示の1/4
の大きさにします。

ポップアップを小さくすることで教科書紙面を表示しながら、
関連の動画を見たり、資料を表示したりすることができます。

6アイコン〔　　　　　　　〕

それぞれのコンテンツはポップアップで表示されます。
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指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタルコンテンツ



再生/一時停止

任意の位置から再生します
音声のミュート/解除

音量調整

リピート再生オン/オフ

ボタンを押すと再生速度
の倍率を選択できます。

6
動画

全画面表示/解除
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アイコン〔　　　　　　　〕指導者用デジタル教科書（教材）
学習者用デジタルコンテンツ
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