


次の場所ではご使用になら
ないでください。

●温度変化の激しいところ
●湿度、ごみ、ほこりのあるところ
●直射日光のあたるところ

テレビやラジオから離して
ください。

テレビやラジオの近くで使用する
と、映像が乱れたり、雑音が入るこ
とがあります。テレビやラジオから
離して使用してください。

日常のお手入れについての
お願い

お手入れの際はシンナーなどの揮発
性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた
柔らかい布をお使いください。

液晶表示画面を強く押さな
いでください。

液晶表示画面はガラスでできていま
すので、強く押したり強い衝撃を与
えないでください。ガラスが割れて
けがをすることがあります。カバン
などに入れて持ち運ぶ際に混み合っ
た電車内や場所では圧力が強くかか
り、画面が割れる場合がありますの
でご注意ください。

分解しないでください。

本機を絶対に分解しないでください。
万一、故障したと考えられる場合は、
「保証内容」に記載されていますよう
に、本機お買い上げの販売店、または
キヤノンマーケティングジャパン株式
会社修理受付窓口まで保証書を添え
て、ご持参、もしくはご郵送くださ
い。

ご注意とお願い

その他使用上の注意

本製品から微弱な磁気が出ていま
す。心臓ペースメーカーをご使用の
方は、本製品を胸部（胸のポケッ
ト）から離してご使用ください。万
一、異常を感じた場合、ただちに本
製品を体より離し、医師に相談して
ください。

故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換による
データの変化や消失により生じた損
害、あるいは、本機使用により生じ
た逸失利益、または第三者からのい
かなる請求についても、当社では一
切その責任を負えませんので、あら
かじめご了承ください。
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本機のおもな特長
1. 付属のスタイラスを使って簡単なペンタッチ操作が可

能。基本機能は「スマートアイコン」表示で楽々操作。

2. 表示中の見出し語が他の辞典にも収録されている場合
は、アイコンで知らせてくれる「ディクショナリーリ
ンク」機能。

3. 辞典から辞典へ移動して、単語の連続検索ができる
「マルチジャンプ」機能。

4. ｢英和辞典｣では重要見出し語、｢英会話辞典｣では会話例
文の発音を収録。自分の発音を録音後、模範発音と聴
き比べることも可能。

5. 文字入力と同時に検索候補が表示される「すぐ出る
検索」機能を搭載。

6. 曖昧な英単語は「スペルチェック」機能で確認。英熟
語も「成句検索」で即座に検索。

7. うろ覚えの言葉も「ワイルドカードサーチ」機能で簡
単検索。

8. 「単語帳」に覚えたい単語を簡単登録、重要な箇所に
アンダーラインを入れられる「マーカー」機能。

9. 豊富な学習コンテンツを収録。

10. ｢英単語ディクテーション｣では、英単語の発音を聴き
取り、スペルを入力。ヒアリング力アップに効果的な
学習法。

11. 覚えておきたい本文箇所を「ブックマーク」に登録。す
ぐに呼び出しが可能。

12. 単語引き直しに威力を発揮する「履歴」機能。

13. センター試験ヒアリング対策模試を収録。本番の試験
と同様の形式でテストとトレーニングが可能。
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◆漢検プチドリル2級　改訂版　旺文社 ........................（ 104ページ掲載）
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◆漢検プチドリル3級　改訂版　旺文社 ........................（ 104ページ掲載）

◆世界史年代暗記ターゲット315　旺文社 ...................（ 106ページ掲載）

◆日本史年代暗記ターゲット312　旺文社 ...................（ 106ページ掲載）
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はじめてご使用になる前に
準備［1］　付属の乾電池を入れます

付属の単4形乾電池2本を215ページの「電池を交換するには」に
従って入れてください。

準備［2］　リセット操作をします

1 裏面のリセットスイッチを押してく

ださい（リセットスイッチについて

 220ページ参照）。

2 図のように開閉ボタンを押しなが

ら、上のカバーを開きます。

3 表示画面が見やすいように、ディス

プレイの角度を調節してください。

4 次に表示画面の濃度を調整してくだ

さい。

■本体右側の濃度調整ダイヤルを回して、

見やすい濃度に調整してください。

（ダイヤルを手前に回すと薄く、反対側

に回すと濃くなります。）
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5 画面に「タッチスクリーンの補正 を

スタイラスでタップしてください」の

メッセージが表示されます。スタイラ

スで画面に表示されている4つの を

タップ（スタイラスで画面に軽く触れ

る）すると、 が画面から消えます。

画面に「システムを初期化しますか？」

のメッセージが表示されます。

6 本機をはじめてご使用になる場合は、

「はい」をスタイラスでタップして初期

化してください。

■しばらくするとメニュー画面が表示され、
使用可能となります。

■「はい」を反転表示させた状態で を押し
ても初期化できます。

●別売のACアダプター（AD15／AD20）を使用する場合は、「家庭用電

源を使うには」（ 218ページ）をご参照ください。
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各部の名称

濃度調整ダイヤル

スタイラスホルダー

開閉ボタン

スタイラス

リセットボタンイヤホン

ACアダプター
ジャック

マイク

スピーカー

ボリューム
ダイヤル

イヤホンジャック

液晶表示画面

キーボード

［裏面］

電池収納部

電源ON/OFFキー
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ON／OFFキー

電源のON／OFF切替えに使用します。

文字入力キー

文字、数字、英字の入力に使用します（1段目の
キーは、かな・数字入力時にも使用します）。

発音キー

英和辞典、英会話辞典で英単語や例文の発音を
聞く時に使用します。

キーのはたらき

　複数検索キー

電源がOFFの時に押すとONになり、複数
辞書検索の画面が表示されます。また、他
の辞典から複数辞書検索の画面に移るこ
とができます。

　大辞林キー

電源がOFFの時に押すとONになり、大辞
林の検索画面が表示されます。また他の辞
典から大辞林の検索画面に移ることがで
きます。

　英和／和英キー
電源がOFFの時に押すとONになり、英和
辞典の検索画面が表示されます。もう1回
押すと和英辞典の検索画面が表示されま
す。また他の辞典から英和辞典の検索画
面に移ることができます。

ブックマーク／マーカーキー

本文表示画面で、単語や語句をブックマークに登録する時に
使います。また、単語帳に登録した単語の本文画面で、選択
した箇所にアンダーラインを引くことができます。

文字サイズキー
文字サイズの切替えを行う時に使用します。

　関連語句／単語帳設定キー
英和辞典、和英辞典、古語辞典、英英辞典の本文画面

で、 が表示されている場合は、 で成

句、複合語、慣用連語 、句動詞を調べることができます。
単語帳ではオプションメニューを表示します。

　スペル／筆順キー

英英辞典、英和辞典の検索画面で入力した語句のスペ
ルチェックを行う時に使用します。漢字源の本文画面
表示中に を押すと、表示されている親字が筆順を
追って書き出されます。

          履歴キー
使用中の辞典で今までに調べた語句を一覧表示します（各

辞書につき最新のものから順に50語まで記憶されます）。

          ジャンプキー

本文画面中の語句を足掛りとして他の辞典や参照見出
し語に移動して調べる時に使用します。

  メニューキー

メインメニューを表示します。
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文字入力中に押すと、1文字ずつさかのぼって
文字を消去します。各辞典の本文画面で を
押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録され
ます。

カーソルキー

／ キー
カーソルを上下に移動させることができます。
また、次の行および前の行に一行ずつスクロー
ルします。

／ キー
カーソルを左右に移動させることができま
す。また本文画面では前／次画面に移るこ
とができます。

 ／ キー

本文画面で前後の見出し語に移る時に使用しま
す。見出し語リスト画面では前／次画面に移る
ことができます。

？・&・＊／ヒントキー
成句検索や部品読み検索で を押すと、単語
を結ぶ「C ｣や部品名を結ぶ「C ｣を入力できま
す。ワイルドカード検索で を押すと「�｣や
「�｣ を入力できます。また、英単語ターゲット
ディクテーションで、ヒントを表示することが
できます。

　ハイフン／ キー
「ー」を入力できます。また、単語帳、学習コン
テンツで学習した単語の頭に を入れることが
できます。

　戻るキー

キーを押すごとに今までに表示した画面を1つ
ずつ前にさかのぼって表示します。

訳・決定／例文・拡大キー

文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使
用します。また、文字を1文字ずつ拡大表示する
こともできます。本文画面で を押すと、例文
や解説が表示されます。

　英英キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英英辞典の検索

画面が表示されます。また他の辞典から英英辞典の

検索画面に移ることができます。

　古語キー

電源がOFFの時に押すとONになり、古語辞典の検索画面
が表示されます。また他の辞典から古語辞典の検索画面
に移ることができます。

　漢字源キー
電源がOFFの時に押すとONになり、漢字源
の検索画面が表示されます。また他の辞典か
ら漢字源の検索画面に移ることができます。

　単語帳キー
電源がOFFの時に押すとONになり、単語帳の
リスト画面が表示されます。また他の辞典から
単語帳のリスト画面に移ることができます。
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基本の操作

操作［1］電源を入れる

を押すと電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます

（レジューム機能）。

また、 を押しても電源が入り、

各辞典・モードの初期画面が表示されます。

操作［2］電源を切る

電源が入っている時に を押すと電源が切れます。

�●電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自

動的に電源が切れるようになっています（オートパワーオフ）。

電源が切れるまでの時間は、設定することができます。

（オートパワーオフ 27ページ参照）
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操作［3］カーソルの移動とメニューの選択

●カーソルを使ってメニューを選択する場合

1 メニュー画面を表示させ、 ／ を

押してカーソルを上下に移動させて、

画面上のメニューを選択します。黒く

反転した辞典・モードが選択されたメ

ニューです。

●右の画面では、和英辞典が選択され

ています。

●メニューは全部で5画面あります。  ／ で前後のメニュー画面

を表示することができます。

（画面のスクロール  15ページ参照）

2 を押すと、選択した辞典の検索画

面が表示されます。

●付属のスタイラスを使ってメニューを選択する場合

メニュー画面上の辞典・モードをスタ

イラスでタップ（軽く触れる）する

と、タップした辞典が選択され検索画

面が表示されます。
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操作［4］検索する

1 選択した辞典の検索画面を表示し、

でカーソルを移動させ入力欄を選

択します。

スタイラスを使って操作する場合は、

選択する入力欄をタップします。

●ここでは和英辞典の検索画面を例に

します。

2 文字入力キーを使い、調べたい単語や語句を入力します。

（文字入力 21ページ参照）

文字を入力すると同時に、入力した文字からはじまる単語や語句が候補表

示されます（すぐ出る検索）。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べた

い単語や語句を選択します。

●候補リスト画面で  ／ を押

すと、前ページまたは次ページの

リスト画面が表示されます。

�

4 を押すと、選択した単語や語句の

本文画面が表示されます。

スタイラスを使う場合は、候補リスト

から�調べたい単語や語句をタップする

と黒く反転表示されますので、選択し

た候補をもう1度タップ（ダブルタッ

プ）すると本文画面が表示されます。
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操作［5］画面のスクロール

本文画面上に表示される は画面に表示しきれない内容があることを示

します。前後の内容を見るには、以下の方

法で画面を送ります。

�（画面上の表示アイコンについて 24ページ参照）

1行ずつ送る場合

を押すと画面が1行ずつ送られます。

を押すと1行ずつ戻ります。

スタイラスを使う場合は、画面上に表示さ

れている をタップしてください。

1画面ずつ送る場合

を押すと画面が1画面ずつ送られま

す。 を押すと1画面ずつ戻ります。
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     前後の見出し語に移動する場合

本文画面で を押すと、辞典収録

語順に次の見出し語の本文画面を表

示します。  を押すと、1つ前の見

出し語の本文画面を表示します。

�スタイラスを使う場合は、画面右上

に表示されている をタップする

と、前後の見出し語の本文画面を表

示することができます。

�●検索画面で見出し語リストを表示させた場合と、本文画面から前見出

し語 、次見出し語を表示させた場合では、見出し語の順番が異なる場

合があります。
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操作［6］例文・解説の表示

本文画面上に が

表示されている場合は、 を押すと例

文または解説を表示させることができま

す。再度 を押すと、例文または解説

は非表示になります。

�

�スタイラスを使う場合は、本文画面上の

または のアイコン

をタップすると、タップした箇所を先頭に

例文・解説が表示されます。再度、アイコ

ンをタップすると非表示になります。

例文・解説は、英英辞典・英和辞典・和英辞典・語義イメージ辞典・古語

辞典で表示されます。

�
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操作［7］候補一覧画面に戻る

本文画面表示中に を押すと、候補リ

スト一覧画面に戻ります。

スタイラスを使う場合は、画面右下に表示

される をタップすると戻ることができ

ます。
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操作［8］別の語句を調べる

1 検索後、同じ辞典・モードで別の語句

を調べる場合は、本文画面が表示され

たまま、文字入力キーを使って語句を

入力します。

2 画面が自動的に検索画面に切り替わ

り、入力欄に文字が入力されます。

操作［9］別の辞典・モードに切り替える

検索画面または本文画面表示中に別の辞

典・モードに切り替えたい場合は、

を押

します。または、 を押してメニュー画

面を表示させ、メインメニューから辞典・

モードを選択します。

スタイラスを使う場合は、画面右上の

をタップしてメニュー画面を表示させ、辞

典・モードを選択してください。
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操作［10］辞典の凡例を見る

各辞典の検索画面上に の表示がある場合は、表示中の辞典の凡例

（編集方針・記号の解説など）を見ることができます。

1 でカーソルを移動させ、 を

選択すると黒く反転表示します。

を押すと凡例が表示されます。

スタイラスを使う場合は、 をタッ

プすると黒く反転しますので、もう1度

タップして凡例画面を表示させます。

2 表示されたリストから項目を選んで

を押すと、選択した項目の凡例画

面が表示されます。
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文字入力
文字入力には、『ローマ字入力』と『かな入力』の2つの方式があります。

（入力方式  27ページ参照）

［例題］大辞林辞典の入力画面を使って「だちょう」を入
力してみます

1  を押して、大辞林の検索画面を表

示させます。

2 読みを入力します。

『ローマ字入力』のとき
　だ　　　　　　ちょ　　　　 う

          

（ローマ字／かな対応表 221ページ参照）

『かな入力』のとき
　だ　　　　　　　ち　　 ょ　　　　　 う

                     

●同じ行の文字を続けて入力する場合は、  を押
して入力カーソルを次の入力位置に移動させてく
ださい。
（同じ行の文字が続くときの入力  22ページ
参照）
（文字の訂正について  23ページ参照）



OO

ローマ字入力のポイント

● 小文字（ぁぃぅぇぉっゃゅょゎ）の入力
 を押した後、小文字の読みを入力します。

[例] ⇒「ゃ」
ただし、促音（っ）を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力
できます。

[例] ⇒「やっと」

また、拗音（ゃゅょ）を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入
力することもできます。

[例]    ⇒「しりょう」

● 「ん」の入力： を2回続けて押します。

[例] ⇒「はんい」

● その他注意を要する入力

    ⇒「じ」  ⇒「ず」   ⇒「ふぁ」

  ⇒「ぢ」  ⇒「づ」   ⇒「う ぁ゙」

かな入力のポイント

● 大文字と小文字（ぁぃぅぇぉっゃゅょゎ）の入力
該当する文字行に当たるキーを押すと、はじめにその行の大文字が入力で
き、次に小文字が入力できます。

[例]   ⇒「い」        ⇒「ぃ」

● 濁音の入力：  と組み合わせて入力します。

[例]   ⇒「が」

● 半濁音の入力：  と組み合わせて入力します。

[例]   ⇒「ぱ」

● 同じ行の文字が続くときの入力
例えば、「かき」のように同じ行の文字が続くときは、はじめの文字を入力

した後、 を使ってカーソルを一つ送ってから次の文字を入力します。
[例]     ⇒「かき」

＊入力カーソルは、文字入力後、約2秒で次の入力位置に移動します。
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文字の訂正
検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正

することができます。

［例題］英和辞典の入力画面で、「aplle」を「apple」に訂
正します

文字入力キーを使って英単語を入力し
ます（ここでは「aplle」と入力しま
す）。
（文字入力について 21ページ参照）

文字を削除する場合

／ で削除したい文字にカーソルを移動させ
ます。（ここでは2つめの「l」を削除します。）

キーを押すとカーソル上の文字だけが削除さ
れます。

文字を挿入する場合

／ で文字を挿入したい位置にカーソルを移動
させます。挿入したい文字を入力します。
（「p」「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソ
ルを「l」に移動させ、文字入力キーを使って「p」
を入力します。）
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画面上の表示アイコンについて

キーを押す代わりに、画面上に表示されるアイコンを付属の
スタイラスでタップして操作することができます。

画面に表示しきれない前後の画面を
見ることができます。
（画面のスクロール 15ページ参照）

前後の見出し語の本文画面に移動す
ることができます。
（前後の見出し語に移動する場合 16ペー

ジ参照）

�� 電池残量を示します。
電池残量が少なくなるにしたがって、
アイコンの目盛りが減っていきます。

（電池を交換するには 215ページ参照）

�� メニュー画面を表示します。

� 模範発音を聞くことができます。
（見出し語の発音を確認します 35ページ

参照）

発音を録音し、模範発音と比較する
ことができます。

（発音を録音し聞き比べます 37ページ
参照）

表示中の辞典・モードの履歴を表示します。（履歴機能を使う 137ページ

参照）

画面に表示される文字サイズの切り替えができます。
（文字サイズ切替 28ページ参照）

表示されている1つ前の画面に戻ります。

選択、各種機能の実行など、 と同じ働きをします。

    

表示中の見出し語に関連語句が
あることを示します。
�（関連語句を調べる 121ページ参
照）
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ディクショナリーリンクアイコン

表示中の見出し語と同じ見出し語が他の

辞典にもあることを示します。タップす

るとジャンプすることができます。

画面上に表示されるアイコンは以下の辞

典を表します。
●英語の見出し語が表示されている時

� 英英辞典
� 英和辞典
� 語義イメージ辞典
� �大辞林略語

�●日本語の見出し語が表示されている時
� �大辞林
� 和英辞典

� 古語辞典

� �漢字源

� 故事ことわざ辞典

� 四字熟語辞典
（ディクショナリーリンク機能を使う 116ペー

ジ参照）

本文画面上に表示されている場合、見出

し語の例文や解説を表示することができ

ます。
（例文・解説の表示 17ページ参照）�
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各種機能の設定
入力方式や表示メッセージなど、本機の各種機能の設定を切
り替えることができます。

1 を押し電源を入れ キーを押す

と、メニュー画面が表示されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、環境設

定を選択します。 を押すと、設定

画面が表示されます。

● 環境設定はメニュー画面の5画面目にあります。

● ／ でカーソルを移動させ項目を選択した
後、設定／切り替えを行ってください。

● メニュー画面に戻る場合は、設定終了を選択して を押すか を押してください。
すべての設定は選択すると同時に切り替わります。

Change message（表示メッセージ切替）
画面に表示されるメッセージを日本語／英語に
切り替えることができます。
（初期設定は「Japanese」です。）
● 右の画面は「English」を選択した場合です。

／ で画面上の「Change message」を選択

してください。 ／ でメッセージ言語を選
択します。選択すると同時に表示メッセージが
切り替わります。
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入力方式
文字の入力の際の入力方式を切り替えることが
できます。
（初期設定は「ローマ字入力」です）

／ で画面上の「入力方式」を選択してくださ
い。 ／ で入力方式を選択します。

キー入力音
ピッというキー入力音の有無を設定することが
できます。
（初期設定は入力音「なし」です）

／ で画面上の「キー入力音」を選択してく
ださい。 ／ でキー入力音の有無を選択し
ます。

オートパワーオフ
本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたま
まキー操作を行わないと自動的に電源が切れる
ようになっています。ここでは電源が切れるま
での時間を設定することができます。（初期設
定は「３分」です）

／ で画面上の「オートパワーオフ」を選択
してください。 ／ で電源が切れるまでの時
間を1、3、5、7、10分の中から選択します。



OU

タッチスクリーンの補正
長い時間スタイラスを使用しなかったり、温
度の変化などの原因によりスタイラスが正し
く反応しなくなった場合に行います。

�

／  で「タッチスクリーンの補正」を選択

し、  を押します。「タッチスクリーンの

補正 をスタイラスでタップしてください」
のメッセージが表示されます。
スタイラスで画面に表示されている4つの
をタップ（画面に軽く触れる）すると、 が
画面から消えます。4つの をすべてタップ
すると環境設定画面に戻ります。

文字サイズ切替

画面に表示される文字のサイズを「標準」サイズ（16 dot）／「縮小」サイズ（12
dot）／「拡大」サイズ（24 dot）に切替えることができます。（初期設定は「標
準」サイズです）

●全ての辞書機能で使えます。見出し語一覧画面、または本文表示画面で を
押すと、「標準」サイズから「拡大」／「縮小」サイズに切替わります。

●再度 を押すと、もとのサイズに戻ります。（24 dotの場合は1回押すと12
dot、2回押すと16 dotに戻ります）

●スタイラスを使う場合は画面上のアイコン をタップしてください。

※ 大辞林、古語辞典、世界史事典、日本史事典、和歌・俳句検索、人名検索の
本文画面のみ、24 dotに切替えることができます。

※ ロイヤル英文法－問題集・英単語ターゲット1900 BRUSH-UP・英単語ター
ゲット1900ディクテーション・英熟語ターゲット1000 BRUSH-UP・漢検
プチドリル（3級・準2級・2級）・古文ターゲット・漢字ターゲット・英検
Pass単熟語（3級・準2級・2級）・公式集・センター試験リスニング対策は
12 dotフォント固定です。
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スーパー大辞林を使う
語句の意味を調べるだけではなく、慣用句やことわざを検索するこ
ともできます。

日本語の読みを入力し、語義を検索します

［例題］「綺羅（きら）」の語義を調べます

1  を押して大辞林の検索画面を表示

させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って読

みを入力します（ここでは「きら」を

入力します）。

画面に入力文字に該当する語句が五十

音順に表示されます。

（文字入力について  21ページ参照）

●収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。
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3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい語句を選択します（ここでは「き

ら【綺羅】」を選択します）。

次に  を押して、本文画面を表示さ

せます。

語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざ
を検索します

［例題］「ねこ（猫）」を含む慣用句やことわざを調べます

1  を押して大辞林の検索画面を表示

させます。  でカーソルを慣用句入

力欄に移動させます。

2 文字入力キーを使って読みを入力しま

す（ここでは「ねこ」を入力しま

す）。画面に入力文字を含む慣用句や

ことわざが候補表示されます。

●動詞を入力する場合は、終止形で入力してくださ
い（例：借りて⇒借りる）。

●該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句
がありません”というメッセージが表示されま
す。
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3 で語句を結んで入力します（ここ

では「�ねずみ」を入力します）。

●複数の語句を「�」で結んで入力すると、入力し
た語句をすべて含む慣用句やことわざを検索する
ことができます。（慣用句検索では を押すと
「�」が入力されます。）

●「�」は慣用句検索でのみ入力できます。その他
の大辞林検索では入力できません。

●該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句が
ありません”というメッセージが表示されます。

4 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい慣用句を選択します（ここでは

「鳴く猫（ねこ）は鼠（ねずみ）を捕

（と）らぬ」）を選択します）。

を押して、慣用句の本文画面を表示さ

せます。
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語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします

［例題］「あし」を入力して、「あまあし【雨脚・雨足】」
を検索します

1 を押して大辞林の検索画面を表示

させます。 でカーソルを逆引き入力

欄に移動させます。

2 文字入力キーを使って読みを入力しま

す（ここでは「あし」と入力しま

す）。

語尾に入力文字がつく語句が五十音順

に候補表示されます。

�●収録されていない語句を入力した場合は、「見出
し語にありません」というメッセージが表示され
ます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べた

い語句を選択します（ここでは「あま

あし【雨脚・雨足】」を選択します）。次

に を押して、本文画面を表示させ

ます。

�●読み入力欄からでもアスタリスクを使って逆引き
検索をすることができます（ワイルドカードサー
チ機能を使う 135ページ参照）
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略語を入力し、正式名称とその意味を検索します

［例題］「bcc」の正式名称を調べます

1 を押し大辞林の検索画面を表示さ

せます。 でカーソルを略語入力欄

に移動させます。

2 文字入力キーを使って略語を入力しま

す（ここでは「bcc」と入力します）。

画面に入力文字に該当する略語が候補

表示されます。

●収録されていない単語を入力した場合は、その単
語に一番近いものからアルファベット順に表示さ
れます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい略語を選択します（ここでは「bcc

[blind carbon copy]」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。
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英和辞典を使う
英単語を入力し、和訳を検索します

［例題］英単語「head」を入力して、和訳を調べます

1 を押して英和辞典の検索画面を表

示させます。

2 スペル入力欄に文字入力キーを使って

英単語を入力します（ここでは
「head」を入力します）。画面に入力
文字に該当する単語がアルファベット
順に候補表示されます。

●収録されていない単語を入力した場合は、その単
語に一番近いものからアルファベット順に表示さ
れます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ
たい英単語を選択します（ここでは
「head」 を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。

●英和辞典の本文画面上に が表示されてい
る場合は、成句や複合語を表示させることができ
ます。
（関連語句を調べる 121ページ参照）

●本文画面上に または がある場合は、例文・解説を表示させることができます。
（例文・解説の表示 17ページ参照）
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見出し語の発音を確認します

英和辞典には重要単語約14,000語の発音が収録されています。
本文画面上に� が表示されている場合は、見出し語の発音を確
認することができます。

［例題］「subordinate」の本文画面で発音を確認します

1 英和辞典で「subordinate」の本文画面
を表示させます。発音記号の後に�
が表示されていることを確認します。

●品詞によって発音が異なるなど、同じ単語で複数
の発音が収録されている場合には が収録さ
れている発音の数だけ表示されます。1つ目の

は先頭に表示されている発音記号、２つ目
の は2番目に表示されている発音記号の発音
を示します。

2 を押すと、見出し語が発音されま

す。

●複数の発音が収録されている場合は、収録順に連
続して発音されます。

●スタイラスを使う場合は、画面右の をタッ
プしてください。
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�ジャンプキーを使って発音を確認する場合

1 英和辞典「subordinate」の本文画面

で          を押すと見出し語が黒く反転し

ます。

2 でカーソルを移動させ、 を選

択します。 を押すと、見出し語が

発音されます。

●複数の発音が収録されている場合は、選択した
が示す発音のみ発音されます。

●スタイラスを使う場合は、本文中の をダブ
ルタップしてください。

     のどちらを使っても発音を確認することができます。

複数の発音が収録されている場合には、 を押すと（またはスタイラス

で画面右の をタップすると）複数の発音が連続して発音されます。

を使うと（またはスタイラスで本文中の をタップすると）選択した発

音のみ発音を確認することができます。
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発音を録音し聞き比べます

見出し語の発音が収録されている場合は、自分の発音を録音して収
録されている模範発音と聞き比べることができます。

［例題］「subordinate」の発音を録音し、模範発音と聞き
比べます

1 英和辞典「subordinate」の本文画面

表示中に、画面右の をスタイラスで

タップします。

●スタイラスでの操作のみとなります。キー操作は
できません。

2 画面に“発音を選択してください”と

いうメッセージが表示されます。発音

を選択し、 を押します（ここでは

「発音1」を選択します）。

●複数の発音が収録されている場合にメッセージ
が表示されます。収録されている発音が1つだけ
の場合には表示されず、3の操作に移ります。

3 “発音中”のメッセージ表示ととも

に、模範発音が流れます。続いて“録

音中”のメッセージ表示に切り替わり

録音が開始されますので、模範発音に

ならって発音します。約1分間で自動

的に録音が終了されます。

●録音が終わったら で録音を終了することも
できます。

●途中で録音を中止する場合には を押してください。録音がキャンセルされ、本文表示画
面に戻ります。
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4 録音が終了すると、“発音比較中”の

メッセージ表示とともに、自動的に録

音の再生が行われます。まず、模範発

音が再生され、その後に録音した自分

の発音が再生されます。

5 発音の比較が終わると、“音声比較を

続けますか？”のメッセージが表示さ

れます。もう1度、聞き比べたい場合

には「はい」を選択して を押しま

す。

� 「いいえ」を選択して を押すと、

音声比較は終了し本文表示画面に戻り

ます。

●録音した音声は、音声比較を終了するとともに消去されます。保存することはできませ
ん。

●発音再生中、および録音中に を押しても発音は繰り返されません。また、画面をタッ
プしても操作は実行されません。
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入力した英単語を含む成句を検索し和訳を調べます

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を で結びな
がら入力すると候補を絞り込んで検索することができます。

［例題］「take」と「care」を使った成句を調べます

1 を押し英和辞典の検索画面を表示

させます。 でカーソルを成句検索

に移動させます。

2 文字入力キーを使って単語を入力しま

す（ここでは「take」 「care」と入

力します）。画面に入力した単語をす

べて含む成句（熟語）が候補表示され

ます。

●複数の単語を入力する場合は、単語の後に  を
押して「�」を入力してから次の単語を入力して
ください。入力した単語をすべて含む成句が表示されます。（成句検索では を押すと
「�」が入力されます。）

●「�」は成句検索では入力できますが、英和スペル入力検索では入力できません。
●該当する成句がない場合は「一致する成句がありません」というメッセージが表示されます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べた

い成句を選択します（ここでは 「take

care of O」 を選択します）。

次に を押して、成句の本文画面を

表示させます。

●本文画面上に または がある場合
は、例文・解説を表示させることができます。

�（例文・解説の表示 17ページ参照）
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入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します

［例題］英単語「make」を入力し、例文と和訳を調べます

1 英和辞典の検索画面を表示させ、

でカーソルを例文検索に移動させま

す。

2 文字入力キーを使って英単語を入力します

（ここでは「make」を入力します）。

画面に入力単語を含む例文がデータ上

で検索ヒットした順に候補表示されま

す。

● 収録されていない単語を入力した場合は、“一致
する例文がありません。検索条件を変えるかさら
に条件を入力してください”のメッセージが表示
されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ
たい例文を選択します（ここでは
「make an ～【accusation】 against
him」を選択します）。

次に を押して、例文の和訳を表示
させます。

● を押し「�」で複数の単語を結んで入力する
と、候補を絞り込んで検索することができます。
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和英辞典を使う
日本語の読みを入力し、英訳を検索します

［例題］「名誉（めいよ）」の英訳を調べます

1 を2回押して和英辞典の入力画面

を表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って読

みを入力します（ここでは「めいよ」

を入力します）。

画面に入力文字に該当する語句が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について  21ページ参照）
●収録されていない単語を入力した場合は、一番近
いものから五十音順に表示されます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい言葉を選択します（ここでは「めい

よ【名誉】」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示

させます。
●和英辞典の本文画面上に が表示されている場
合は、複合語を表示させることができます。
（関連語句を調べる  121ページ参照）

●本文画面上に または がある場合は、例文・解説を表示させることができます。
�（例文・解説の表示 17ページ参照）
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入力した英単語を含む例文とその意味を検索します

［例題］「touch」を入力し、例文を調べます

1 和英辞典の検索画面を表示させ、

でカーソルを例文検索に移動させま

す。

2 文字入力キーを使って英単語を入力し

ます（ここでは「touch」を入力しま

す）。

画面に入力単語を含む例文がデータ上で

検索ヒットした順に候補表示されます。

● 収録されていない単語を入力した場合は、“一致
する例文がありません。検索条件を変えるかさら
に条件を入力してください”のメッセージが表示
されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい例文を選択します（ここでは「He

felt a touch of uneasiness.」を選択

します）。

次に を押して、選択した例文とその

和訳を表示させます。

● を押し「�」で複数の単語を結んで入力する
と、候補を絞り込んで検索することができます。
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英英辞典を使う
英単語を入力し、語義を検索します

［例題] 英単語「moon」を入力し、語義を調べます

1 を押して英英辞典の検索画面を表

示させます。

2 スペル入力欄に文字入力キーを使って

英単語を入力します（ここでは

「moon」を入力します）。

画面に入力文字に該当する単語がアル

ファベット順に候補表示されます。

●収録されていない単語を入力した場合は、その単
語に一番近いものからアルファベット順に表示さ
れます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい英単語を選択します（ここでは

「moon」を選択します）。次に を

押して、本文画面を表示させます。

●英英辞典の本文画面右上に「 」「 」が表示さ

れている場合は、成句や句動詞を表示させること
ができます。（関連語句を調べる 121ペー
ジ参照）

●本文画面上に がある場合は、例文を表示させることができます。
�（例文・解説の表示 17ページ参照）
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英単語を入力し、成句（熟語）とその意味を表示
します

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を で結びな
がら入力するだけで候補をしぼり込んで検索することができます。

［例題] 英単語「hold」「on」を使った成句または句動詞を
調べます

1 を押し英英辞典の検索画面を表示

させます。 でカーソルを成句検索

に移動させます。

2 文字入力キーを使って単語を入力します

（ここでは「hold」  「on」と入力しま

す）。画面に入力した単語をすべて含む成句

（熟語）が候補表示されます。

●複数の単語を入力する場合は、単語の後に を
押して「�」を入力してから次の単語を入力して
ください。入力した単語をすべて含む成句が表示
されます。

●「�」は成句検索では入力できますが、英英スペル入力検索では入力できません。
●該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい成句を選択します（ここでは「

Ihold Ion」を選択します）。次に 

を押して、本文画面を表示させます。

●本文画面上に がある場合は、例文を
表示させることができます。（例文・解説の表示

17ページ参照）
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英単語を入力し、入力した英単語を含む例文を検
索します

［例題] 英単語「home」を入力し、「home」を使った例文
を調べます

1 を押して英英辞典の検索画面を表

示させます。 でカーソルを例文検

索に移動させます。

2 文字入力キーを使って英単語を入力し

ます（ここでは「home」を入力しま

す）。

画面に入力した単語を使った例文が、

データ上で検索ヒットした順に候補表

示されます。

● を押し「�」で複数の単語を結んで入力すると、候補を絞り込んで検索することができ
ます。

●収録されていない単語を入力した場合は、“一致する例文がありません”というメッセージ
が表示されます。

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい例文を選択します（ここでは

「people of no fixed address (=with

no permanent home)」を選択しま

す)。次に を押して、例文の全文

を表示させます。
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英語語義イメージ辞典を使う
英単語の意味に加えて、その原義や原義に基づく語のイメージを調
べることができます。

英単語を入力し、和訳と語義イメージを検索します

［例題］英単語「perfect」の和訳と語義イメージを調べます

1 メニュー画面から英語語義イメージを
選んで を押し、英語語義イメージ
辞典の検索画面を表示させます。

2 スペル入力欄に文字入力キーを使って
英単語を入力します（ここでは
「perfect」を入力します）。

画面に入力した文字に該当する単語がアル
ファベット順に候補表示されます。

●収録されていない単語を入力した場合は、その単
語に一番近いものからアルファベット順に表示さ
れます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ
たい単語を選択します（ここでは
「perfect」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ
せます。

●本文画面上に がある場合は、例文を表示さ
せることができます。

�（例文・解説の表示 17ページ参照）
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英会話とっさのひとこと辞典を使う
日本語の読みを入力し、入力した語句を含む会話
例文を検索します

［例題］｢でんしゃ（電車）｣を入力し、入力した語句を含む
例文を検索します

1 メニュー画面から英会話とっさのひと
こと辞典を選んで を押し、英会話
とっさのひとこと辞典の検索画面を表
示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って、
日本語の読みを入力します（ここでは
｢でんしゃ（電車）｣を入力します）。
画面に入力した語句を含む例文が、
データ上で検索ヒットした順に候補表
示されます。

（文字入力について   21ページ参照）

●複数の単語を｢&｣で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
●該当する例文がない場合は、“一致する語句がありません”というメッセージが表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ
たい例文を選択します（ここでは｢新宿
へはどの電車に乗ればいいでしょう
か。｣を選択します）。

を押して、本文画面を表示させま
す。

●動詞を入力する場合は、終止形で入力してくださ
い。（例：乗れば→乗る）
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英単語を入力し、会話例文を検索します

［例題］｢fill｣を入力して、入力した単語を含む会話例文を検
索します

1 英会話とっさのひとこと辞典の検索画

面を表示させます。 でカーソルを

｢スペル｣に移動させます。

2 文字入力キーを使って英単語を入力し

ます（ここでは｢fill｣を入力します）。

画面に入力した単語を含む例文がデー

タ上で検索ヒットした順に候補表示さ

れます。

●複数の単語を｢&｣で結んで入力すると、入力した単
語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文があ
りません”というメッセージが表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、例文

を選択します（ここでは｢Could you fill

out this form?｣を選択します）。

を押して、本文を表示させます。
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場面別検索を使って、会話例文を検索します

［例題］｢第6章　海外旅行でつかうひとこと｣から例文を検
索します

1 英会話とっさのひとこと辞典の検索画

面を表示させます。 でカーソルを

｢場面別検索｣に移動させます。

2 を押すと章別のリストが表示され

ます。 ／ で調べたい章を選択

し、 を押すと、さらに詳しい項目

リストが表示されます。同じように項

目を選択し、項目に含まれる例文を表

示させます。

●右の画面は、｢第6章　海外旅行でつかうひとこ
と｣から｢街を歩くとき｣を選択し、さらにその中
から｢道をたずねる｣を選んで例文のリストを表示
させた画面です。）

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい例文を選択します。 を押し

て、本文該当箇所を表示させます。
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会話例文の発音を確認します

英会話とっさのひとこと辞典には、例文約3,000件の発音が収録さ
れています。先頭に が表示されている例文の発音を確認するこ
とができます（操作方法は英和辞典の場合と同じです）。

本文画面表示中に 押すか、例文の前

にある  または画面右の  をタップ

して再生します。

（見出し語の発音を確認します  35ページ参照）

複数例文の発音が収録されている場合は、

本文画面上の  をジャンプキーを使って

選択し を押すか、スタイラスでそれ

ぞれの  をタップします。画面右の 

をタップした場合は、複数の例文が連続し

て再生されます。

（ジャンプキーを使って発音を確認する場合
   36ページ参照）

発音を録音し聞き比べます

自分の発音を録音して、収録されている模

範発音と聞き比べることができます。

画面右に表示されている をタップし、

録音・比較します。

（発音を録音し聞き比べます 37ページ参照）

連続再生
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ツリー形式リスト   について

項目の頭に が表示されている場合は、さらに小分類の項目があることを

示しています。 が表示されている項目を選択して または を押
すと、小分類項目のリストを表示することができます。

または  を押すと、小分類項目のリストを表示させる前の状態に戻
ります。 が表示されている場合は、その項目にそれ以上表示できる小分
類項目がないことを示しています。

スタイラスを使う場合は、項目を直接タップすると小分類項目のリストが
表示されます。同じ項目を再度タップすると、小分類項目のリストを表示
する前の状態に戻ります。
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古語辞典を使う
古語の読みを入力し、語義を検索します

［例題］「侘ぶ（わぶ）」の語義を調べます

1 を押して古語辞典の検索画面を表

示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って語句

を入力します（ここでは「わぶ」を入力し

ます）。

画面に入力文字に該当する語句が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）
●収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ
たい語句を選択します。（ここでは「わ
ぶ【侘ぶ】」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。

● 本文画面右上に  が表示されている場合は、
その見出し語の慣用連語や複合語を表示させるこ
とができます。（関連語句を調べる 121ページ参照）

● 本文画面上に がある場合は、解説を表示させることができます。
�（例文・解説の表示 17ページ参照）
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和歌・俳句検索を使う
和歌・俳句に含まれる語句を入力し、句意等を検
索します

［例題］「はる」を入力し、調べたい和歌を検索します

1 メニュー画面から和歌・俳句検索を選

んで を押し、和歌・俳句検索の検

索画面を表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って読

みを入力します（ここでは「はる」を

入力します）。

「はる」の語句から始まる和歌（百人

一首）・俳句・川柳などが五十音順に

候補表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい和歌を選択します（ここでは「は

るくれば…」を選択します）。

を押して、本文画面を表示させま

す。
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分類項目を選ぶ場合

1 文字入力キーを使って読みを入力しま

す（ここでは「はる」を入力します）。

を押すと分類欄に分類項目がプル

ダウン表示されます。

／ でカーソルを移動させて分類

項目を選びます（ここでは「和歌（百

人一首）」を選びます）。

●分類項目がプルダウン表示された状態で ／ を押すと分類項目から読み入力欄にカー
ソルを戻すことができます。

2 を押すと、「はる」の語句から始

まる百人一首が五十音順に候補表示さ

れます。

／ でカーソルを移動させ、調べ

たい百人一首を選択し を押して、

本文画面を表示させます。

●読みを入力し分類項目を選ぶと、候補を絞り込むことができます。
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漢字源を使う
音訓読み、部首画数、総画数からの検索はもちろん、漢字を構成する部
品の読みや名前に使われる読みからの検索もでき、本文画面からは筆順
を表示することもできます。

漢字や熟語の読みを入力して、意味を検索します

［例題］「かり」を入力し、漢字と意味を調べます

1 を押して漢字源の検索画面を表示

させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って漢

字の読みを入力します（ここでは「か

り」を入力します）。

画面に入力文字に該当する親字と入力

文字からはじまる熟語が五十音順に候

補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）

3 ／  でカーソルを移動させ、調べ

たい親字または熟語を選択します（こ

こでは「【仮】カリ」）を選択しま

す）。次に を押して、本文画面を

表示させます。



RS

音訓読みを入力し、漢字を検索します

［例題］「すすめる（薦める）」の漢字を読みから調べます

1 を押して漢字源の検索画面を表示

させます。 でカーソルを音訓入力欄

に移動させます。

2 文字入力キーを使って読みを入力しま

す（ここでは「すすめる」と入力しま

す）。

画面に入力文字に該当する親字が候補

表示されます。

●収録されていない読みを入力した場合は、“一致
する親字がありません”というメッセージが表示
されます。

3 ／ ／ ／ でカーソルを移動

させ、調べたい漢字を選択します（ここ

では「薦」を選択します）。次に

を押すと、選択した親字の本文画面が

表示されます。

読み「すすめる」の漢字が全部で
1画面ある中の1画面目であるこ
とを示しています。
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熟語を表示します

本文画面右上に が表示されている場合は、表示中の親字を含
む熟語を表示させることができます。

1 本文画面の表示中に を押すと、熟

語が候補表示されます。

●スタイラスを使う場合は、画面右上の を直
接タップすると熟語が候補表示されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、熟語

を選択して を押すと、熟語の読み

と意味が表示されます（ここでは「薦

引」を選択します）。
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文字を拡大表示します

本文画面の表示中に を押すと、

親字が拡大表示されます。

／ ／ ／ で拡大表示したい

文字にカーソルを移動させて選択する

と、1文字ずつ拡大表示できます。

再度 を押すと、もとの表示サイ

ズに戻ります。

●記号や文字コードなどは選択できません。

漢字の筆順を表示します

本文画面表示中に  を押すと筆順表

示画面に切り替わり、親字の筆順が表

示されます。

を押すと本文画面に戻ります。

●親字の横に が表示されていない場合は、筆
順を表示することはできません。

●1文字ずつの拡大表示をしている画面からは筆順表示画面に切り替えることはできません。
●筆順表示画面では筆順を表示しますが、画数通りには表示されない場合もあります。
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部品名を入力し、漢字を検索します

部品とは、漢字を構成している各々の部分を指します。例えば、
「親」という字は「立」「木」「見」のように三つの部品から成り
立っています。

［例題］「露（つゆ）」を部品名から調べます（「露（つゆ）」
は、「雨」「足」「各」で構成されています）

1 を押して漢字源の検索画面を表示

させます。

2 でカーソルを部品読み入力欄に移動
させ、漢字の部品名を入力します（こ
こでは「あめ（雨）」 「あし（足）」

「かく（各）」と入力します）。

●複数の部品名を入力する場合は  を押してから
次の部品名を続けて入力してください。（部品名
検索では  を押すと「�」が入力されます。）

●収録されていない部品名または部品名の組み合わ
せを入力した場合は、“一致する親字がありませ

ん”というメッセージが表示されます。

3 ／ ／ ／ でカーソルを移動
させ、調べたい漢字を選択します（こ
こでは「露」を選択します）。次に

を押して、親字の本文画面を表示
させます。
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名前に使われる漢字を検索します

［例題］名付け読み「すすむ」に当たる漢字を調べます

1 を押して漢字源の検索画面を表示

させます。

でカーソルを名付け入力欄に移動

させます。

2 文字入力キーを使って読みを入力しま

す（ここでは「すすむ」を入力しま

す）。画面に入力文字に該当する親字が

候補表示されます。

3 ／ ／ ／ でカーソルを移動

させ、調べたい親字を選択します（こ

こでは「亨」を選択します）。次に

を押して、選択した親字の本文画

面を表示させます。
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部首画数を入力し、漢字を検索します

［例題］「簾（すだれ）」を部首画数から調べます（「簾」の
部首は「竹かんむり」で部首画数は「6」です）

1 を押して漢字源の検索画面を表示させます。

2 でカーソルを部首画数入力欄に移

動させ、画数を入力します（ここでは

（数字の6）を入力します）。

■6画の部首が候補表示されます。

●画数を入力し直す場合は、 または を押
してください。

3 ／ ／ ／ でカーソルを移動

させ、調べたい部首を選択します（こ

こでは「竹」を選択します）。

次に を押して、「竹かんむり」の

親字を候補表示させます。

●部首を選び直す場合は、 を押してくださ
い。

部首候補が全部で3画面ある中
の、1画面目であることを示して
います。

竹かんむりの漢字が全部で14画面
ある中の、1画面目であることを
示しています。
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4 ／ ／ ／ でカーソルを移動

させ、調べたい漢字を選択します

（「簾」は親字候補表示画面3画面目

に表示されています）。

5 を押すと「簾」の親字の本文画面

が表示されます。

総画数を入力し、漢字を検索します

［例題］「欣」を総画数から調べます（欣の総画数は8です）

1 を押して漢字源の検索画面を表示させます。

2 でカーソルを総画数入力欄に移動

させ、総画数を入力します（ここでは

（数字の8）を入力します）。

■総画数が8画の漢字が候補表示されます。

●総画数を入力し直す場合は、 または を
押してください。
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3 ／ ／ ／ でカーソルを移動さ

せ、調べたい漢字を選択します（ 「欣」は

親字候補表示画面4画面目に表示されて

います）。

4 を押すと、選択した親字の本文画

面が表示されます。

素早い漢字検索

／ でカーソルを移動させて音訓読み、部品読み、名付け、部首画

数、総画数の条件を複数同時に入力することができます。情報が多ければ

多いほど検索対象が絞られ、更に効率的に検索することができます。例え

ば61ページで調べた「簾」の場合、部品読み「けん（兼）」の候補を表示さ

せた後、部首画数「6」を入力し「竹かんむり」を選択すれば、検索結果第

1画面 に「簾」が表示されます。
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四字熟語辞典を使う
一般的に使われる四字熟語について意味、用例、類句などを調べる
ことができます。

四字熟語の読みを入力し、意味を調べます

［例題］「合縁奇縁（あいえんきえん）」の意味を調べます

1 メニュー画面から四字熟語を選んで

を押し、四字熟語辞典の検索画面

を表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って熟

語の読みを入力します（ここでは「あ

いえんきえん」を入力します）。

画面に入力文字に該当する熟語が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）
●収録されていない熟語を入力した場合は、その熟語に

一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい熟語を選択します（ここでは「あい

えんきえん【合縁奇縁】」を選択しま

す）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。



SR

使用シーンから調べます

［例題］「⇒使用シーン」から「合縁奇縁」を調べます

1 四字熟語辞典の検索画面を表示させ、

でカーソルを「⇒使用シーン／内

容から探す」に移動させます。

2 を押すと候補リストが表示され

ます。 ／ で調べたい項目を選択

し を押すと、さらにジャンルを

絞り込むことができます。調べたい四

字熟語を選択して を押すと、選

択した四字熟語の本文画面が表示され

ます。

�●項目の頭に が表示されている場合は、選択後 または を押すとさらに細分化され
た項目を表示することができます。

（ツリー形式リスト   について 51ページ参照）
�●上の画面は、「使用シーン」→「結婚式」→「合縁奇縁」の順に選択した場合です。
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故事ことわざ辞典を使う
故事・ことわざの意味、使用例、類句のほか、意味や発想の似てい
る英語のことわざなども調べることができます。

語句を入力し、その語句から始まる故事・ことわ
ざを検索します

［例文］「とら（虎）」で始まることわざの意味と用例を調べ
ます

1 メニュー画面から故事ことわざを選ん

で を押し、故事ことわざ辞典の検

索画面を表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って読

みを入力します（ここでは「とら」を

入力します）。

画面に入力文字からはじまることわざ

が五十音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）
●収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。
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使用シーンから調べます

使用シーンからことわざを検索することができます。操作方法は「四字熟

語辞典」の場合と同じです。

（使用シーンから調べます 65ページ参照）

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たいことわざを選択します（ここでは

「とらぬたぬきのかわざんよう【捕ら

ぬ狸の皮算用】」を選択します）。

次に を押して、ことわざの本文画

面を表示させます。
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世界史事典を使う
世界史上の事柄や人物について、詳しく調べることができます。

世界史の用語を入力し、その年代や内容を検索します

［例題］「ポツダム」について調べます

1 メニュー画面から世界史事典を選んで

を押し、世界史事典の検索画面を

表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って語

句を入力します（ここでは「ぽつだ

む」を入力します）。

画面に入力文字に該当する語句が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）
● 収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい語句を選択します（ここでは「ポツ

ダムかいだん【ポツダム会談】」を選択

します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。
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日本史事典を使う
日本史上の事柄や人物について、詳しく調べることができます。

日本史の用語を入力し、その年代や内容を検索します

［例題］「狩野派（かのうは）」について調べます

1 メニュー画面から日本史事典を選んで

を押し、日本史事典の検索画面を

表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って語

句を入力します（ここでは「かのう

は」を入力します）。

画面に入力文字に該当する語句が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）
● 収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい語句を選択します（ここでは「かの

うは【狩野派】」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。
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人名検索を使う
歴史上の人物を検索します（世界史・日本史共通）

［例題］「ヒッポクラテス」を検索します

1 メニュー画面から人名検索を選んで

を押し、人名検索の検索画面を表

示させます。

2 文字入力キーを使って人名を入力しま

す（ここでは「ひっぽくらてす」を入

力します）。

画面に入力文字に該当する人名が五十

音順に候補表示されます。

（文字入力について 21ページ参照）

●収録されていない人名を入力した場合は、入力した
人名に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい人名を選択します（ここでは「ヒッ

ポクラテス」を選択します）。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。
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生物事典を使う
生物学に関する用語を検索することができます。

生物学用語を入力し、語句の意味を検索します

［例題］｢ポルフィリン核（かく）｣の意味を調べます

1 メニュー画面から生物事典を選んで

を押し、生物事典の検索画面を表

示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って語

句を入力します（ここでは｢ぽるふぃり

んかく｣を入力します）。画面に入力文

字に該当する語句が五十音順に表示さ

れます。

（文字入力について 21ページ参照）

●収録されていない語句を入力した場合は、その語句
に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい語句を選択します（ここでは｢ポル

フィリンかく｣を選択します）。

を押して、本文画面を表示させ

ます。

● 本文画面中に  アイコンが表示されている場
合は、関連画像を参照することができます。(参
照ジャンプ 120ページ参照） 関連画像
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学習コンテンツに共通する基本の操作
ツリー形式リスト - 項目の選択方法

学習コンテンツでは、学習・テストする項目をツリー形式の
リストから選択します（ここでは、英単語ターゲット1900の学習画面を

例に説明します）

1 検索画面から、 ／ でカーソルを

移動させ｢ 学習｣を選択します。

を押すと、ツリー形式のリストが表示

されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、｢常に

試験に出る基本単語800｣を選択します。

を押すと、選択した項目に含まれる

小分類項目のリストが表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、項目

｢動詞編300｣を選択します。 を押

すと、選択した項目に含まれる小分類

項目が表示されます。

小分類項目

小分類項目
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4 本文画面が表示されるまで、2の操作

を繰り返します。ここでは、項目｢1-

50｣を選択し を押すと、本文画面

が表示されます。

ツリー形式リスト   についての説明

項目の頭に  が表示されている場合

は、さらに小分類の項目があることを

示しています。

が表示されている項目を選択して

または を押すと、小分類項目

のリストを表示することができます。

または を押すと、小分類項目

のリストを表示させる前の状態に戻り

ます。  が表示されている場合は、その項目には、それ以上表示でき

る小分類項目がないことを示しています。

●スタイラスを使う場合は、項目を直接タップすると小分類項目のリストが表示されます。
同じ項目を再度タップすると、小分類項目のリストを表示する前の状態に戻ります。

進捗の記録

リスト上に進捗の記録が表示されま

す。

すでに学習（テスト）し終えた項目

は、項目の頭にあるボックスが黒く塗

りつぶされて表示されます。途中まで

学習（テスト）し終えた項目は、ボッ

クスが灰色に塗りつぶされて表示され

ます。

本文画面

学習し終わった項目
途中まで学習した項目
まだ学習していない項目
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  学習の進捗が記録されるコンテンツ

については、リスト上で、すでに学習

し終えた項目を選択した場合、｢もう

1度学習しますか？｣というメッセージ

が表示されます。 ／ で｢はい｣

か｢いいえ｣を選択して を押しま

す。また、途中まで学習した項目を選

択した場合には、｢最初から学習しますか？｣というメッセージが表示さ

れますので、この場合にも｢はい｣か｢いいえ｣を選択して を押します。

  テストの場合は、最後までテストし

た項目を選択した場合にのみ、｢この単

元はテスト済みです｣というメッセージ

が表示されます。 ／ で｢再テス

トする｣か｢不正解の問題をテストする｣

のどちらかを選択して を押してく

ださい。

●ロイヤル英文法と公式集、世界史・日本史年代暗記ターゲット以外の学習コンテンツで学
習・テストの進捗が記録されます。

テスト結果グラフ表示

英単語（英熟語）ターゲット、英単語（英熟語）ターゲット
BRUSH - UP、英単語ターゲットディクテーションでは、テストの
正解率をグラフで表示することができます。

検索画面から、 ／ でカーソルを移動

させ、｢⇒テスト結果｣を選択します。

を押すと、テスト結果画面が表示さ

れます。各単元の正解率がグラフで表示さ

れます。

●単元の最後までテストしていない場合も、テスト結果
が表示されます。

●テスト結果は、学習設定画面で削除することができます。（ 77ページ参照）
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チェックボックス

学習コンテンツでは、見出しの頭にチェックボックスが設けられて
います。覚えた単語や、見直したい項目などにチェックを入れてお
くことができます。

（ロイヤル英文法、英単熟BRUSH - UP、英単語ターゲットディクテーショ

ン、センター試験リスニング以外のすべての学習コンテンツにチェックボッ

クスが設けられています。）

を押すと、 チェックボックスに

チェックを入れることができます。再度

を押すと、チェックマークを解除する

ことができます。

スタイラスを使う場合は、�チェックボッ

クスを直接タップするとチェックを入れる

ことができます。

再度タップするとチェックマークを外すこ

とができます。

● 学習設定画面で、チェックマークをまとめて解除することもできます。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）
● チェックマークを入れた単語は、学習設定・設定画面で表示・非表示の設定を行うことがで
きます。（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）
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学習設定の方法

学習コンテンツでは、設定画面で、学習・テスト画面の表示方法や
順序を設定することができます（ロイヤル英文法以外の学習コンテ
ンツすべてで学習設定を行うことができます）。
（ここでは、古文単語・熟語ターゲット400の学習設定画面を例に説明しま

す。）

1 検索画面から、 ／ でカーソルを

移動させ｢ 学習設定｣を選択します。

を押すと、学習設定画面が表示さ

れます。

2  ／ でカーソルを移動させ、設定

項目を選択します。各項目の設定内容

は、 ／ でカーソルを移動させ

選択します。

3 ／ で｢設定終了｣を選び を押

すと、設定した内容が保存・反映され

ます。

設定終了：設定内容を保存します
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設定項目とその内容

以下を参考に項目を選んで設定してください。モードによって設定する項

目は異なります。

表示方法 学習画面での単語の表示方法を選択します。
意味隠し 単語の意味・解説部分を隠して表示します。
単語隠し 意味・解説部分は表示し、単語を隠して表示します。
すべて 単語・意味・解説のすべてを表示します。初期設定では｢すべて｣に

設定されています。
表示順序 単語の表示順、テストの出題順を選択します。
単語（項目）順 コンテンツに収録されている順番に表示します。
ランダム 単語や問題の順序を入れ替えて表示します。

チェック済み チェックマーク（ ）を入れた単語の表示を選択します。
表示する チェック済み単語を含むすべての単語を表示します。初期設定では

｢表示する｣に設定されています。
表示しない チェック済み単語を表示しません。

チェック済み単語の チェックマーク（ ）を入れたすべての単語からまとめてチェッ
チェック解除 クマークを外します。
記録削除 学習の進捗記録、テストの記録を削除します。
学習記録 学習進捗の記録をすべて削除します。
テスト記録・結果 テスト進捗記録とテストの結果（グラフ）をすべて削除します。

・表示方法

公式集では、公式/キーワードを隠して表示します。

・記録削除

各項目を選択して を押すと、確認メッセージが表示されます。記

録を削除してよい場合は、 ／ で｢はい｣を選択して を押しま

す。

英単語（英熟語）ターゲットでは、

｢学習/テスト結果削除｣を選択し を

押すと、まずどの記録を削除するかを

選択する画面が表示されます。 ／

でカーソルを移動させ、削除したい

記録を選択します。 を押すと確認

メッセージが表示されますので、記録

を削除してよい場合は、 ／ で｢はい｣を選択して を押します。
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表示内容で「意味隠し」を選択した場合

本文画面を表示させると、単語の意味

が隠されて表示されます。

（操作方法について 103ページの１～3参照）

を押すと、意味が表示されま

す。

再度 を押すと、次の見出し語

の本文画面が、意味が隠されて表示

されます。

表示内容で「単語隠し」を選択した場合

本文画面を表示させると、単語が隠さ

れて表示されます。

（操作方法について 103ページの１～3参照）

を押すと、単語が表示されま

す。

再度 を押すと、次の見出し語

の本文画面が、単語が隠されて表

示されます。
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ロイヤル英文法を使う
英語の読み書きや口語英語に必要な文法や語法を調べることができ
ます。

キーワードを入力し、目次から検索します

［例題］「かんけい（関係）」を入力し、目次から関係代名詞
の項目を調べます

1 メニュー画面からロイヤル英文法を選

んで を押し、ロイヤル英文法の検

索画面を表示させます。

2 目次検索欄に文字入力キーを使って

キーワードを入力します（ここでは

「かんけい」と入力します）。画面に入

力した言葉を含む目次項目が候補表示

されます。
（文字入力について 21ページ参照）
●収録されていない言葉を入力した場合は、“一致
する目次がありません。検索条件を変えるか、さ
らに条件を入力してください”のメッセージが表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい項目を選択します（ここでは「第

1節 関係代名詞」を選択します）。

次に を押して、本文画面の該当箇

所を表示させます。
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入力した英単語を含む例文を調べます

［例題］「who」を入力し、例文を検索します

1 ロイヤル英文法の検索画面を表示さ

せ、 でカーソルを例文検索に移動

させます。

2 文字入力キーを使って英単語を入力し

ます（ここでは「who」を入力しま

す）。画面に入力した単語を使った例文

が候補表示されます。

●複数の英単語を で結んで入力すると、入力
した単語をすべて含む例文を検索することができ
ます。

●収録されていない単語を入力した場合は、“一致
する例文がありません”というメッセージが表示
されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい例文を選択します（ここでは

「Who was at the door？」を選択しま

す）。次に を押して、本文中の例

文を表示させます。



UN

目次一覧から調べます

［例題］「⇒目次から探す」から「関係代名詞」の項目を調
べます

1 ロイヤル英文法の検索画面を表示さ

せ、 でカーソルを「⇒目次から探

す」に移動させます。

2 を押すとツリー形式の項目リスト

が表示されます。 ／ で項目を選

んで を押します。この操作を繰り

返し、選択した項目の本文画面を表示

します。ここでは｢第18章 関係詞｣→

｢第1節 関係代名詞｣→｢298 関係代名

詞の機能と種類｣の順に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ページ参照）

3 本文画面で を押すと次の項目が表

示されます。
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会話慣用表現を調べます

収録された例文の中から、会話慣用表現をカテゴリー別に調べるこ
とができます。

［例題］「⇒会話慣用表現」から「挨拶」に使われる表現を
調べます

1 ロイヤル英文法の検索画面を表示さ

せ、 でカーソルを「⇒会話慣用表

現」に移動させます。

2 を押すとカテゴリ一が一覧表示さ

れますので、 ／ でカーソルを移

動させ、調べたいカテゴリーを選択し

ます（ここでは「挨拶」を選択しま

す）。 または を押すと、選択

したカテゴリーに含まれる慣用表現リ

ストが候補表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい表現を選択します（ここでは「How

you been?」を選択します）。次に

を押して、本文画面中の会話慣用

表現を表示させます。

●関連モードへの移動
1の画面で｢⇒ロイヤル英文法 - 問題集へ｣を選ん
で を押すと、ロイヤル英文法問題集モードへ移動することができます。ロイヤル英文法
問題集モード画面で｢⇒ロイヤル英文法へ｣を選択すると、ロイヤル英文法のモードに切り替
わります。
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ロイヤル英文法問題集を使う

1 メニュー画面から、ロイヤル英文法 - 問

題集を選んで を押し、ロイヤル英

文法問題集の画面を表示します。

2 ｢⇒ロイヤル英文法 - 問題集｣が選択さ

れた状態で、 を押すとツリー形式

の項目リストが表示されます。

3  ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項

目の本文画面を表示します。

ここでは、｢第1章　文｣→｢No.1｣→｢出

題1｣の順に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法  72ペー
ジ参照）

ツリー形式リスト

本文画面
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4  本文画面で を押すと、解答が表示

されます。

●解答とともに、ロイヤル英文法の参照項目が表示

されます。参照する場合は を押すと参照項

目が表示されます。参照画面で を押すと、

解答表示画面に戻ります。

5 を押すと次の本文画面が表示されます。

●本文画面の設定を行うことができます。

1の画面で、 ／ でカーソルを移動させ｢設定｣を選択します。

を押し、設定画面を表示します。

（設定の方法と設定内容  76、77ページ参照）
●関連モードへの移動
1の画面で｢⇒ロイヤル英文法へ｣を選んで を押すと、ロイヤル英文法のモードへ移動す
ることができます。ロイヤル英文法モード画面で｢⇒ロイヤル英文法-問題集へ｣を選択する
と、問題集のモードに切り替わります。
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英単語・英熟語ターゲットを使う
英単熟語検索のほか学習、単熟語テスト、例文テストなどを使い、
英単熟語について効果的に学習することができます。

英単語を入力し、単語の意味を検索します

［例題］「accomplish」を入力し、英単語の意味と例文を調
べます（ここでは英単語ターゲットの場合を例として説明し

ます）

1 メニュー画面から英単語ターゲットを

選んで を押し、英単語ターゲット

の検索画面を表示させます。

2 スペル入力欄に文字入力キーを使って

単 語 を 入 力 し ま す （ こ こ で は

「accomplish」を入力します）。画面に

入力文字に該当する英単語がアルファ

ベット順に候補表示されます。

● 収録されていない単語を入力した場合は、その単
語に一番近いものから表示されます。

● 英熟語ターゲットの場合は、複数の英単語を「C」
で結んで入力すると、入力した単語すべてを含む
熟語が候補表示されます。複数の単語を入力する
ことで、候補を絞り込んで検索することができま
す。
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3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい英単語を選択し を押します

（ここでは「accomplish」を選択しま

す）。

選択した英単語の意味と例文が表示さ

れます。

英単語の意味と例文を学習します

［例題］英単語｢動詞編300・1-50｣の単語を学習します
（ここでは英単語ターゲットの場合を例として説明します）

1 英単語ターゲットの検索画面を表示し

ます。

でカーソルを移動させ、｢⇒学習｣

を選んで を押すと、ツリー形式の

項目リストが表示されます。

2 ／ で項目を選んで を押し

ます。この操作を繰り返し、選択した

項目の本文画面を表示します。ここで

は、｢常に試験に出る基本単語800｣→

｢動詞編300｣→｢1-50｣の順に選択し

ます。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ペー
ジ参照）



UT

3 を押し、次の単語を表示します。

4 各項目の英単語（英熟語）をすべて学

習し終えると、｢この単元をテストし

ます｣というメッセージが表示されま

す。 ／ でカーソルを移動さ

せ、｢はい｣か｢いいえ｣を選んで

を押します。

● 本文画面の設定を行うことができます。
1の画面でカーソルを移動させ、｢⇒学習設定｣を選択します。 を押し、設定画面を表
示します。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）

再度学習するときは

リスト表示画面で一度学習した単元を

再度選択した場合は、“もう一度学習

しますか？”のメッセージが表示され

ます。

／ でカーソルを移動させ、「は

い」または「いいえ」のどちらかを選

択します。



UU

単語をテストします

［例題］英単語｢動詞編300・1-50｣の単語をテストします
(ここでは、英単語ターゲットの単語テストを例として説明し

ます)

1 英単語ターゲットの検索画面を表示し

ます。

 でカーソルを移動させ、｢⇒単語

テスト｣を選んで を押すと、ツ

リー形式の項目リストが表示されま

す。

2 ／ で項目を選んで を押し

ます。この操作を繰り返し、選択した

項目のテスト画面を表示します。ここ

では、｢常に試験に出る基本単語800｣

→｢動詞編300｣→｢1-50｣の順に選択

します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ペー
ジ参照）

3 空欄の箇所に文字入力キーを使って英

単語を入力します。



UV

4 を押すと、入力した英単語が正し

い場合は｢◎正解｣が画面に表示されま

す。入力した英単語が間違っている場

合は、｢×正しくは...｣というメッセー

ジとともに、正解が表示されます。

5 を押して次の英単語テスト画面を表示します。

● ここでは、単語テストを例に説明しましたが、例文テストも同じ手順でテストすることがで
きます。

● 英単語（英熟語）単語テスト/例文テストは、テストの正解率をグラフで表示することがで
きます。
（テスト結果グラフ表示 74ページ参照）

● 関連モードへの移動
1の画面で「⇒ターゲットBRUSH - UPへ」を選んで を押すと、BRUSH - UPのモード
へ移動することができます。
BRUSH - UPモード画面で「⇒英単語ターゲットへ」を選択すると英単語ターゲットのモー
ドに切り替わります。



VM

英単語ターゲットディクテーションを使う
ディクテーションでは、収録されている単語または例文の音声を聴
き取り、スペルを入力して学習することができます。

単語テストをします

1  メニュー画面からターゲット1900ディ

クテーションを選んで を押し、英
単語ターゲットディクテーションの画
面を表示します。

2  ｢⇒単語テスト｣が選択されている状態

で を押すと、ツリー形式の項目リ
ストが表示されます。 ／ で項目
を選んで を押します。この操作を
繰り返し、選択した項目のテスト画面
を表示します。
ここでは、｢常に試験に出る基本単語
800｣→｢動詞編300｣→｢1-50｣の順に選
択します。
（ツリー形式リスト - 項目の選択方法  72ページ参照）

3  テスト画面を表示すると、自動的に単

語の発音が再生されます。聴き取った
単語のスペルを文字入力キーを使って
入力します。正しいスペルのみ入力す
ることができます。

●発音を繰り返し聴く
発音が聴き取れなかった場合は、 を押すと
何度でも繰り返し聴き直すことができます。

ツリー形式リスト

本文画面
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ヒントを使う

文字入力キーを使って1文字目を

入力しました。

単語の意味が表示されてもスペル

がわからないので、再度 を

押すとアルファベットが１文字表

示されます。

発音を繰り返し聴いても聴き取れ

ないので、 を押します。単語

の意味が表示されます。

を押すとごとにアルファベッ

トが１文字ずつ表示されます。

単語の意味表示

を押すごとに１文字表示



VO

4 入力し終わると  と表示されます。

を押し、次のテスト画面を表示し
ます。

●入力し終えると英単語ターゲットの参照NOが表示されます。

参照する場合は を押します。参照画面で を押すとディクテーション画面に戻りま

す。

参照ページ表示

�数字やカンマは入力不要

ヒントを押すと１単語ずつ表示

例文テストの場合

例文テストの場合は、 を押すごとに
１単語ずつ表示されます。

テスト画面のアンダーバー（_ _ _）は、
数字や記号も含めた文字数で表示されま
す。

数字やカンマ、ピリオドなどは入力の必
要がありません。該当箇所に来ると自動
で表示されます。
●ディクテーションでは、テストの正解率がグラフ表示されますが、ヒントを使った問題は
正解にカウントされません。



VP

英単語・英熟語ターゲットBRUSH-UP TESTを使う
英単語・英熟語ターゲットで学習した単熟語を、択一問題でテスト
することができます。

英単語をテストします

［例題］｢動詞編300・三択問題1～50｣をテストします

1 メニュー画面から英単語ターゲット

1900 BRUSH-UPを選んで を押

し、英単語ターゲット1900 BRUSH-

UP TESTの画面を表示させます。

2 ｢⇒BRUSH-UP テスト｣が選択されてい

る状態で を押すと、ツリー形式の

項目リストが表示されます。 ／ で

項目を選んで を押します。

この操作を繰り返し、選択した項目の

テスト画面を表示します。

ここでは、｢常に試験に出る基本単語

800｣→｢三択問題で定着度をチェック｣→｢動詞編300｣→｢三択問題1～50｣

の順に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ページ参照）

ツリー形式リスト
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3 ／ を使ってカーソルを移動さ

せ、選択肢の中から解答を選択し、

を押します。

4 画面下に正解か不正解かが表示され

ます。

約2秒後、正解の単語が表示されます。

● 正解の単語とともに、英単語ターゲットの参照

NO.が表示されます。参照する場合は を押

します。参照画面で を押すと解答表示画面

に戻ります。

5 を押して、次の問題を表示します。

●テスト画面の設定を行うことができます。
1の画面で、カーソルを移動させ｢⇒設定｣を選択します。 を押し、設定画面を表示しま
す。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）
● 英単語（英熟語）BRUSH-UPでは、テストの正解率をグラフで表示することができます。
（テスト結果グラフ表示 74ページ参照）
● 関連モードへの移動

1の画面で｢⇒英単語ターゲットへ｣を選んで を押すと、英単語ターゲットのモードへ移
動することができます。英単語ターゲットモード画面で、｢⇒ターゲットBRUSH-UPへ｣を選
択すると、BRUSH-UPのモードに切り替わります。

参照NO.

本文画面



VR

英検Pass単熟語(3級・準2級・2級)を使う
英検に出題される英単熟語を検索、学習することができます。

英単語を入力し、単語の意味を検索します

1 メニュー画面から英検Pass単熟語を選

んで を押し、英検Pass単熟語の

検索画面を表示します。

2 単語を検索する場合は｢単語｣欄に、熟

語を検索する場合は｢熟語｣欄にカーソ

ルを移動させます。文字入力キーを

使って単語を入力します。

● 熟語欄では、複数の英単語を  で結んで入力
すると、入力した単語すべてを含む熟語が候補表
示されます。複数の単語を入力することで候補を
絞り込んで検索することができます。

3 ／ でカーソルを移動させ、単語

(熟語) を選んで を押します。

選択した単語の意味と例文が表示され

ます。



VS

英単熟語の意味と例文を学習します

1 英検Pass単熟語の検索画面を表示しま

す。  でカーソルを移動させ、｢⇒学

習｣を選んで を押すとツリー形式

の項目リストが表示されます。

2 ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項

目の本文画面を表示します。

ここでは、｢単語編｣→｢Leve l1｣→

｢Part1｣の順に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目選択の方法 72ペー
ジ参照）

3 本文画面で　　を押すと、次の単語の

本文画面が表示されます。

●学習画面の設定を行うことができます。
1の画面で、カーソルを移動させ｢⇒学習設定｣を選択します。 を押し設定画面を表示し
ます。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）

ツリー形式リスト

本文画面



VT

センター試験リスニング対策を使う
センター試験リスニングテスト対策のトレーニングとテストを行う
ことができます。

リスニング対策トレーニングを行う

1 メニュー画面からセンター試験リスニ

ング対策を選んで を押し、セン

ター試験リスニング対策の画面を表示

します。

2 ／ でカーソルを移動させ、｢⇒リ

スニング対策トレーニング｣を選択しま

す。 を押すと、ツリー形式の項目

リストが表示されます。

／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項

目の出題画面を表示します。

ここでは、｢センター試験リスニング対策問題｣→｢問題1-1｣の順に選択し

ます。
（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ページ参照）

3 まず最初に、テスト方法についての説

明画面が表示されます。

ツリー形式リスト

説明画面



VU

4 を押すと出題画面が表示され、自

動的に音声が再生されます。

●音声を繰り返し聴く

音声が聴き取れなかった場合は、 を押すと何

度でも繰り返し聴き直すことができます。

5 文字入力キーを使って、選択肢の中か

ら適切と思われるものを選択し、番号

を入力します。確認メッセージが表示

されますので、選択した解答に間違い

なければ ／ で｢はい｣を選択し

て を押します。解答を選択し直す

場合は、｢いいえ｣を選択して、出題画

面に戻ります。

6 正解か不正解が表示され、約2秒後に

解説画面が表示されます。 を押す

と項目リストの画面に戻ります。



VV

リスニング模試を行う

1 センター試験リスニング対策の画面を

表示します。 ／ でカーソルを移

動させ、｢⇒リスニング模試｣を選んで

を押すと、テスト方法についての

説明画面が表示されます。

2 を押すと出題画面が表示され、自

動的に音声が再生されます。

3 文字入力キーを使って、選択肢の中か

ら適切と思われるものを選択し、番号

を入力します。解答を入力すると次の

出題に移ります。
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4 すべての問題を解き終えると、結果画

面が表示されます。得点と各問題の正

解・不正解が○×で表示されます。

●得点は1問2点で計算されます。実際のセンター
試験とは採点基準が異なります。

5 を押すと、参照解説リストが表示

されます。 ／ でカーソルを移動

させ、参照したい解説を選択します。

を押し、選択した解説を表示しま

す。解説画面で を押すと、参照

解説リスト画面に戻ります。

解説を参照しない場合は結果画面で

を押すと、センター試験リスニ

ング対策の初期画面に戻ります。

●テスト画面の設定を行うことができます。
1の画面で、カーソルを移動させ｢⇒設定｣を選択します。 を押し、設定画面を表示しま
す。
（設定の方法と設定内容  76、77ページ参照）
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出題形式の概要

［問題1］

短い対話文を聞き、問いに答えます。

画面に表示されている選択肢の中から、答えとして最も適切と思われる

ものを選択し、番号を入力します。

［問題2］

短い対話文を聞き、問いに答えます。

画面に表示されている選択肢の中から、対話文に続く応答として最も適

切と思われるものを選択し、番号を入力します。

問題3はAとBの2つの部分に分かれています。

［問題3A］

短い対話文を聞き、問いに答えます。

画面に表示されている選択肢の中から、答えとして最も適切と思われる

ものを選択し、番号を入力します。

［問題3B］

少し長めの対話文を聞き、3つの問いに答えます。

画面に対話文に関する問いと選択肢が表示されますので、答えとして適

切と思われるものを選択し、出題順に番号を入力します。

＊ 問題と選択肢が２画面以上にまたがって表示されますので、画面をスクロールしてくだ
さい。取扱説明書内 155～158ページにも掲載してありますのでご参照ください。

問題4はAとBの2つの部分に分かれています。

［問題4A］

短い講義を聞き、問いに答えます。

画面に表示されている選択肢の中から、答えとして最も適切と思われる

ものを選択し、番号を入力します。

［問題4B］

短い講義を聞き、3つの問いに答えます。

画面に講義に関する問いと選択肢が表示されますので、答えとして適切

と思われるものを選択し、出題順に番号を入力します。
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古文単語・熟語ターゲットを使う
単語の読みを入力し、語義を検索します

［例題］｢双無き（さうなき）｣の語義を調べます

1 メニュー画面から古文単語・熟語ター

ゲット400を選んで を押し、古文
単語・熟語ターゲット400の検索画面
を表示します。

2  読み入力欄に文字入力キーを使って語

句を入力します（ここでは｢さうなき｣
を入力します）。画面に入力文字に該
当する語句が五十音順に候補表示され
ます。

（文字入力について  21ページ参照）

● 収録されていない語句を入力した場合は、その語
句に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、語句

を選択します（ここでは｢さうなき｣を
選択します）。 を押して本文画面
を表示します。



NMP

古文単語・熟語を学習します

1 古文単語・熟語ターゲット400の検索

画面を表示します。 でカーソルを

移動させ、｢⇒学習｣を選んで を押

すとツリー形式の項目リストが表示さ

れます。

2 ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項

目の本文画面を表示します。

ここでは、｢古文を読むための基本単

語・熟語｣→｢現代語にはない単語｣の順

に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ページ参照）

3 本文画面で を押すと、次の単語の

本文画面が表示されます。

●学習画面の設定を行うことができます。

1の画面から、 でカーソルを移動させ、｢⇒学習設定｣を選択します。 を押し設定画面

を表示します。

（設定の仕方と設定内容 76、77ページ参照）

ツリー形式リスト

本文画面
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漢字ターゲット1700・漢検プチドリル（3級、準2級、2級）を使う
問題を解きながら漢字を学習します

［例題］｢書き取り - 最頻出A250・1～25｣を学習します
（ここでは、漢字ターゲット1700の書き取りを例として説明し

ます）

1 メニュー画面から漢字ターゲット1700

を選んで を押し、漢字ターゲット
1700の画面を表示します。

2 ／ でカーソルを移動させ、｢⇒学

習 - 書き取り｣を選んで を押す
と、ツリー形式の項目リストが表示さ
れます。

● 漢字ターゲット1700では、｢⇒学習 - 書き取り｣
と｢⇒学習 - 読み方｣の2種類ありますので、どち
らかを選択します。

3 ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項
目の本文画面を表示します。
ここでは、｢書き取り - 最頻出A250｣→
｢1～25｣の順に選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法 72ペー
ジ参照）



NMR

4 学習画面で を押すと、正解と解説

が表示されます。再度 を押し、次
の問題を表示します。

●学習画面の設定を行うことができます。
1の画面から、 でカーソルを移動させ｢⇒学習設定｣を選択します。 を押し、設定画
面を表示します。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）
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世界史・日本史年代暗記ターゲットを使う
世界史・日本史上の事柄を年号から調べることができます。また、語呂か
らも検索ができ、年号と語呂の両方を使って絞り込み検索ができます。

年号を入力し、年号から検索します

［例題］「1519」の年号について調べます
（ここでは世界史年代暗記ターゲットの場合を例として説明します）

1 メニュー画面から世界史暗記ターゲッ

トを選んで を押し、世界史年代暗

記ターゲットの検索画面を表示させま

す。

2 年号入力欄に文字入力キーを使って年

号を入力します（ここでは「1519」を

入力します）。

画面に入力年号に該当する項目が年号

順に候補表示されます。

● 収録されていない年号を入力した場合は、“見出し
語にありません”のメッセージが表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい年号を選択します。

を押して、本文画面を表示させま

す。

● 見出し語には、年号と語呂が表示されます。
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「日本史年代暗記ターゲット」で年号から検索する場合も、1～3の操作方法で検
索することができます。

語呂を入力し、語呂から検索します

［例題］「いちご」の語呂を入力し、検索します

1 世界史年代暗記ターゲットの検索画面

で、 を押してカーソルを語呂に移動

させます。

語呂を入力します（ここでは「いち

ご」を入力します）。

入力した語呂に該当する年号が年号順

に候補表示されます。
（文字入力について 21ページ参照）

2 ／ でカーソルを移動させ、項目
を選択します。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。
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年号と語呂を入力し、絞り込み検索をします

［例題］「19」の年号と「ひと」の語呂を入力し、絞り込み
検索をします

1 年代の検索画面で年号を入力します。

その後、 を押してカーソルを語呂

に移動させ、語呂を入力します（ここ

では「19」「ひと」を入力します）。

入力した年号と語呂に該当する項目が

絞り込み検索され、年号順に候補表示

されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、項目
を選択します。

次に を押して、本文画面を表示さ

せます。

●カーソルを語呂に移動させた後、年号を入力しな
おすには、 でカーソルを年号入力欄に戻しま
す。
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2 を押すと、世界史年代暗記学習の

リスト画面が表示されます。

●世界史年代暗記ターゲット・日本史年代暗記ター
ゲットのリスト画面では文字サイズの変更はでき
ません。

3 リストから学習したい項目を選択し、

を押します（ここでは「入試に出

る超重要年代106」を選択します）。

4 「入試に出る超重要年代106」のリス

ト画面が表示されます。

／ で学習したい項目を選んで

を押すと、本文画面が表示されま

す。

● ／ を押すと、前見出し画面、次見出し
画面に移動できます。

重要年代について学習します

1 世界史年代暗記ターゲットの検索画面

を表示させ、 で「⇒学習」を選択

します。
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公式集を使う
公式集には4種類のコンテンツが収録されています。
ここでは、まず数学公式集と物理公式集について説明します。

数学公式集と物理公式集を学習します

1 メニュー画面から公式集を選んで

を押し、公式集の画面を表示します。

2 ／ でカーソルを移動させ、｢⇒数

学公式集｣か｢⇒物理公式集｣のどちらか
を選択します。 を押すとツリー形
式の項目リストが表示されます。

3 ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項
目の本文画面を表示します。
ここでは、数学公式集｢数学Ⅰ｣→｢第1
章　数と式｣→｢乗法公式（Ⅰ）｣の順に
選択します。

（ツリー形式リスト - 項目の選択方法  72ペー
ジ参照）

4 本文画面で を押すと、次の公式の本文画面が表示されます。
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● 数学公式集と物理公式集の本文画面では、スマートアイコンが非表示に

初期設定されています。表示する場合には、画面右上の  をスタイラ

スでタップします。

● ページスクロールアイコンは、画面右

上、  の左に表示されています。

● スマートアイコンを表示した状態で、

画面を1行ずつまたは1画面ずつスク

ロールさせる場合は、 ／ ／

／ を押します。

（画面のスクロール 15ページ参照）

 スマートアイコンを非表示の状態に戻

すには、本文画面エリアをスタイラス

でタップします。

●数学公式集の本文画面で表示される★は、重要度を示しています。★の数が多いほど、重要
な公式であることを示しています。

● 物理公式集の本文画面で表示される (A)、(B)、(C)は重要度を示しています。(A)が最も重要
な公式で(B)→(C)の順となります。

スクロールアイコン

本文画面エリア

スマートアイコン表示
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無機化学のキーワードと有機化学のキーワードを
学習します

1 公式集の画面を表示します。 ／

でカーソルを移動させ、｢⇒無機化学の

キーワード｣か｢⇒有機化学のキーワー

ド｣のどちらかを選択します。

を押すとツリー形式の項目リスト

が表示されます。

2 ／ で項目を選んで を押しま

す。この操作を繰り返し、選択した項

目の本文画面を表示します。

ここでは、「⇒無機化学のキーワー

ド」→「［1］原子の構成粒子」の順

に選択します。

（ツリー形式リスト -  項目の選択方法 72ペー
ジ参照）

3 本文画面で を押すと、次の本文画

面が表示されます。

●公式集では、学習画面の設定を行うことができます。
公式集の画面で｢学習設定｣を選んで を押し、設定画面を表示します。
（設定の方法と設定内容 76、77ページ参照）

ツリー形式リスト

本文画面
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複数辞書検索機能を使う
調べたい語句を、収録した辞典の内容から同時に調べることができ
ます。語句の語義や漢字、英訳などをまとめて調べたい時に大変便
利です。

読み（日本語検索）：大辞林・古語辞典・漢字源・和英辞典・世
界史事典・日本史事典・生物事典・四字熟
語・故事ことわざ

スペル（英語検索）：英和辞典・英英辞典・語義イメージ辞典・
英単語ターゲット・大辞林（略語検索）

日本語の読みを入力し、語義や漢字、英訳などを
同時に検索します

[例題］「いん」を入力し、複数の辞典で同時に検索します

1 を押し、複数辞書検索の検索画面

を表示させます。

2 読み入力欄に文字入力キーを使って単

語を入力します（ここでは「いん」と

入力します）。画面に入力文字に該当

する語句が収録辞典を表示するアイコ

ンとともに五十音順に候補表示されま

す。

�（文字入力について  21ページ参照）
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3 ／ でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。次に

を押して、語義や漢字、または英訳の本文画面を表示させます。

●どの辞典にも収録されていない語句を入力した場合は、入力した語句に一番近い語句から
五十音順に表示されます。

●画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。
大辞林： 　　　　漢字源： 　　　　世界史： 　　　　生物事典：
古 語： 　　　　和 英： 　　　　日本史： 　　　　四字熟語： 　

　故事ことわざ：

●複数辞書検索の本文画面で ／ を押した場合は、複数辞書検索の中でヒットした前
後の見出し語の本文画面を表示します。



NNR

英単語を入力し、英文での意味表示、和訳、略語
などを同時に検索します

[例題］英単語「aid」を入力し、複数の辞典で同時に調べ
ます

1 複数辞書検索の検索画面を表示させま

す。

でカーソルをスペル入力欄に移動さ

せます。

2 文字入力キーを使って英単語を入力し

ます（ここでは「a i d」を入力しま

す）。画面に入力文字に該当する語句

が収録辞典を表示するアイコンととも

にアルファベット順に候補表示されま

す。

●どの辞典にも収録されていない単語を入力した
場合は、入力した単語に一番近いものからアル
ファベット順に表示されます。

●画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。

英和： 語義イメージ： 　　　　大辞林（略語）：
英英： 英単語：

3 ／ でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。次に

を押して、英文での意味や和訳、または略語などの本文画面を表示させ

ます。

●複数辞書検索の本文画面で ／  を押した場合は、複数辞書検索の中でヒットした前
後の見出し語の本文画面を表示します。
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ディクショナリーリンク機能を使う

ディクショナリーリンクを使ってジャンプします

表示中の見出し語と同じ見出し語が他の辞典にある場合、画面にリン
クアイコンが表示されます。
スタイラスを使って、他の辞典に移って調べることができます。

     ［例題］英和辞典の本文画面から英英辞典の本文画面にジャン
プします

1 英和辞典で「various」の本文画面を表

示させます。
�（検索方法  34ページの1～3参照）

画面右横にリンクアイコンの が表

示されます。英英辞典にも同じ見出し

語が収録されていることを示します。
�（リンクアイコン  25ページ参照）

�

2 スタイラスで をタップします。す

ると、英英辞典の「various」の本文画

面にジャンプします。
●表示中の見出し語と同じ見出し語が他の辞典
にない場合は、リンクアイコンは表示されま
せん。

●画面上の をスタイラスでタップすると、
ジャンプ先の本文画面からもとの画面に戻り
ます。または、 を押しても戻ることがで
きます。
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マルチジャンプ機能を使う
指定した辞典へジャンプします

調べた語句の意味や、例文の中に使われている単語、参照記号（  ）
を足掛かりとして、他の辞典または参照見出しに移ってそれらの意
味をさらに詳しく調べることができます。

     ［例題］「various」の本文画面中の「複数」の意味を調べます

1 英和辞典で「various」の本文画面を表

示させます。
（検索方法  34ページの1～3参照）

2 を押すと、見出し語「various」が

反転し、 が画面右上に表示されま

す。 ／ ／ ／ でカーソルを

移動させ、本文中の「複数」を反転表示

させます。
（2文字以上選択する場合  120ページ参照）

●ジャンプを解除する場合は、 を押してくだ

さい。
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3 を押すとジャンプ先の候補リスト

が表示されます。

●どの辞典へジャンプさせるかがはっきりしている

場合は、 を押す代わりにジャンプ先の辞典
キーを押すと直接指定の辞典へジャンプします
(指定したジャンプ先に該当の見出し語がない場合
は“見つかりませんでした”とメッセージが表示
されます）。

／ でカーソルを移動しジャンプ先を指定します。その後、再度

を押してジャンプを実行します。（ここでは「 ふくすう【複数】 」
を選びます）。

4 大辞林の「複数」の本文画面が表示され

ます。
●複数の候補がある場合、リスト表示されますの
で、 ／ でカーソルを移動し、ジャンプ先を
指定します。候補が一語しかない場合、直接その
語の本文画面にジャンプします。

ジャンプ先を指定するウィンドウは、選択している語句によって2つに分類されます。
1：日本語を選択している場合、次の辞 2： 英語を選択している場合、次の辞

典がジャンプ先の対象となります。 典がジャンプ先の対象となります。
大辞林 英英辞典
ジーニアス和英辞典 ジーニアス英和辞典
漢字源 語義イメージ辞典
四字熟語 英単語ターゲット
古語辞典 大辞林略語検索
世界史事典 　　
日本史事典
故事ことわざ辞典        　
生物事典

　　　

 前の画面に戻る
一つ前の画面に戻るときは を押します。（スタイラスを使う場合は画面右下の

をタップします。）

●ジャンプ後の本文画面で を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。
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参照ジャンプを実行します

訳語や語義を調べている際に「  」 が画面上に表示された場合は、
その単語や語句の参照語にジャンプすることができます。

［例題］「various」の本文画面中にある参照語「vary」にジャ
ンプします（117ページ操作1からの続き）

1 英和辞典で「various」の本文画面を表

示させます。
（検索方法  34ページの1～3参照）

2 を押すと見出し語「various」が反

転します。 ／ ／ ／ でカー

ソルを移動させ、「  」を反転させま

す。
● が画面右上に表示されます。

●ジャンプを解除する場合は を押してくださ

い。

3「  」が反転表示されている状態で

を押すと、参照語「vary」の本文

画面へジャンプします。
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生物辞典の本文画面に  が表示されてい

る場合は、 ／ ／ ／ でカーソ

ルを移動させ、  を反転させて を押

すと、参照画像を表示させることができま

す。

（手順は参照ジャンプと同様です 119ページ参
照）

2文字以上の熟語を選択する場合

ジャンプしたい単語が2文字以上である場合は、 を押した後 ／ ／ ／

でカーソルを選択したい語句の最初の文字まで移動させます。次に を押

すと画面上の が反転します。その後、 を押して反転文字範囲をひろげてく

ださい。

●記号や記号を含む文字列は選択できません。

● を押すとジャンプを解除します。

スタイラスで画面上の文字を選択する場合

スタイラスで画面上の文字を選んでジャンプすることができます。

1文字を選択する場合は、スタイラスで1回タップして選択し、反転した文字をも

う1度タップするとジャンプ先の候補リストが表示されます。

2文字以上を選択する場合は、最初の文字を選択し、スタイラスを画面から離さ

ずに最後の文字までスライドさせます。スライドさせた箇所が黒く反転表示され

ますので、反転した箇所をタップするとジャンプ先の候補リストが表示されま

す。
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関連語句を調べる
慣用連語、複合語、成句、句動詞を表示します

英英辞典、英和辞典、和英辞典、古語辞典の本文画面右上に次の
マークが表示されている場合は、その見出し語を使った慣用連語、
複合語、成句、句動詞のリスト画面にジャンプすることができま
す。

［例題］英和辞典の本文画面から成句リストにジャンプします
（ここでは英和辞典の場合を例として説明します）

1 英和辞典で「apple」の本文画面を表示

させます。画面右上に が表示されて

いることを確認します。

（検索方法  34ページの1～3を参照）

2 を押して、「apple」の成句リスト

を表示させます。

／ でカーソルを移動させ、調べ

たい成句を選択します（ここでは「apple

of discord」を選択します）。

●スタイラスを使う場合は、本文画面右上のアイコ

ン をタップすると成句リストが表示されます。

英和辞典........ 成句／ 複合語 古語辞典..... 慣用連語／ 複合語

英英辞典........ 成句／ 句動詞 和英辞典..... 複合語
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3 次に を押して、本文画面該当箇

所を表示させます。

［例題］英和辞典の本文画面から複合語リストにジャンプします

1 英和辞典「apple」の本文画面右上に

が表示されていることを確認します。

2 を2回押して、「apple」の複合語

リストを表示させます。

／ でカーソルを移動させ、調べ

たい複合語を選択します（ここでは

「～butter」を選択します）。

●本文画面上に が表示されている場合は、先に

成句リストが表示されます。複合語リストを表示

するためには、2回 を押してください。

●複合語リスト画面で を再度押すと、本文画面に戻ります。

●スタイラスを使う場合は、画面右上のアイコン  をタップすると複合語リストが表示さ

れます。
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3 次に を押して、本文画面該当箇

所を表示させます。

古語辞典で慣用連語・複合語リストを表示させる場合も、英和辞典の操作方法
と同じです。

和英辞典の本文画面で を押すと複合語リストが表示され、もう1度 を
押すと本文画面に戻ります。

英英辞典で本文画面右上に  の両方が表示されている場合、 を押すと

まず成句（  ）リストが表示されます。句動詞（ ）リストを表示させるに
は、もう1度 を押してください。
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単語帳を使う
各辞典に収録されている単語を単語帳に登録することができます。また、登

録した後に指定した単語帳に分類することもできます。

覚えたい語句を単語帳に登録します

［例題] 34ページで調べた英単語「head」を単語帳に登録
します

1 英和辞典で「head」の本文画面を表示

させます。

（検索方法  34ページの1～3参照）

2 押すと、画面に“単語帳に登録さ

れました”のメッセージが表示され、

表示中の単語本文画面が単語帳に登録

されます。
●単語帳には合計1000件の単語を登録することが
できます。

単語帳は、大辞林・英和辞典・和英辞典・英英辞典・漢字源・生物事典・
古語辞典・語義イメージ辞典・世界史事典・日本史事典・四字熟語辞典・
故事ことわざ辞典・英単語ターゲット1900・英熟語ターゲット1000で使
用することができます。

※上記以外の辞典・モード、例文検索で表示された本文画面は単語帳に登録できま
せん。
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単語帳を活用します

登録した単語を分類します

［例題］124ページで登録した英単語「head」を単語帳Ｎｏ.1に分類します
（ここでは単語が複数登録されている場合を例に挙げます）

1 を押して、単語帳リスト画面を表

示させます。

� ／ で分類したい単語を選択し、

を押すと選択した単語の本文画面

が表示されます（ここでは「head」を

選択します）。

2 画面右上の分類表示が「未設定」に

なっていることを確認し、 を押し

ます。
●スタイラスを使う場合は、分類表示を直接タップ

します。

3 分類先がプルダウン表示されますの

で、 でカーソルを移動させ、分類先

の単語帳を選択します（ここでは「単語

帳Ｎｏ.1」を選択します）。

4 を押すと表示中の単語が「単語帳

Ｎｏ.1」に分類され、画面右上の分類表

示が「単語帳Ｎｏ.1」に変わります。

●分類先を変更したい場合は、同じ手順で分類先を
選択しなおします。

●単語の分類を行う場合は、必ず分類したい単語の

本文画面を表示した状態で を押してくださ
い。リスト画面では分類はできません。



NOS

リスト画面で表示する単語帳を選択します

［例題］「単語帳Ｎｏ.1」に分類されている単語のみリスト表
示します

1 を押して、単語帳リスト画面を表

示します。
●画面右上の表示が「すべて表示」になっている場

合は、単語帳に登録されている単語がすべて表示

されています。

2 を押すと画面上のオプションメ

ニューがプルダウン表示されます。

でカーソルを右に移動させると、

表示項目がプルダウン表示されます。

� でカーソルを移動させ表示項目を選

択します（ここでは「単語帳Ｎｏ.1」を

選択します）。

3 を押すと、「単語帳Ｎｏ.1」に登録

されている単語のみがリスト表示され、

画面右上の表示項目が「単語帳Ｎｏ.1」

に変わります。

●表示したい単語帳を切り替えたい場合には、同じ

手順で表示させる単語帳を選択しなおします。

「すべて表示」を選択すると、単語帳に登録され

ている単語すべてが表示されます。

●スタイラスを使う場合は、表示項目を直接タップします。



NOT

マーカー機能を使います

1 を押して単語帳リスト画面を表示

させます。 ／ で学習したい単語

を選択して を押し、本文画面を表

示させます（ここでは「head」を選択

します）。

2 本文画面表示中に を押すと、画面

上部に が表示されます。 ／ ／

／ でアンダーラインを引きたい

箇所の文頭にカーソルを移動させ、

を押します。

3 でアンダーラインを引きたい箇所

の終わりまでカーソルを移動させ、

を押します。

4 選択した箇所にアンダーラインが引かれ

て表示されます。

●スタイラスを使う場合は、本文画面表示中に画面

右の をタップすると、画面上に が表示され

ます。アンダーラインを引きたい箇所の文頭から
文末までをスタイラスでスライドさせ黒く反転さ
せます。反転した箇所をタップすると、選択した

箇所にアンダーラインが引かれて表示されます。

●登録した単語1つにつき、5箇所までアンダーラ

インを引くことができます。



NOU

アンダーラインを消します

1 アンダーラインを引いた単語の本文画

面を表示させます（ここでは「head」

の本文画面を表示させます）。

2 本文画面表示中に を押すと、画面

上に が表示されます。

アンダーラインを引いた箇所の先頭に

カーソルを移動させ、 を押しま

す。

3 画面に“選択されているマーカーを削除

します”のメッセージが表示されますの

で、カーソルを移動させ「はい」を選択

した後、 を押します。

4“マーカーが削除されました”のメッセー

ジが表示され、アンダーラインが消され

た本文画面が表示されます。

●スタイラスを使う場合は、画面右の をタップ

すると画面上に が表示されます。アンダーライ

ンの先頭の文字をタップし黒く反転させ、 を

押してください。



NOV

オプションメニューからアンダーラインを消します

1 単語帳リスト画面で を押すと、オ
プションメニューがプルダウン表示さ
れます。

●スタイラスを使う場合は、オプションを直接タッ

プします。�

2 で「マーカー削除」を選択し を押すと、マーカー削除の画面が

表示されます。

以下の項目からアンダーラインを削除する単語を選びます。

選択されている単語 リスト画面で選択されている単語の本文画面中の
のマーカーを削除 アンダーラインのみを削除します。
すべて削除 特定の単語帳、または登録されている単語すべての本文

画面中のアンダーラインを削除します。

選択されている単語のマーカーを削除する場合

／ で「選択されている単語のマー
カーを削除」を選びます。次に ／
で「はい」を選んで を押すと、選択
されている単語の本文画面からアンダーラ
インが消されます。

すべてを削除する場合

／ で「すべて削除」を選び、 ／
で単語帳を選択します。 を押す

と、選択した単語帳に登録されているすべ
ての単語本文画面からアンダーラインが削

除されます。
●選択した単語や単語帳の中の単語にアンダーライン

が引かれていない場合は、“マーカーが登録されて
いません”のメッセージが表示されます。



NPM

単語帳の設定をします

1 を押して、単語帳リスト画面を表

示させます。

� を押すとオプションメニューがプ

ルダウン表示されます。

●スタイラスを使う場合は、オプションを直接タッ

プします。

2 で「単語帳設定」を選択し、

を押すと単語帳設定画面が表示されま

す。

単語帳に登録された単語の本文画面表示中に または を押すと、単語帳に

登録された単語の前後の単語本文画面が表示されます。

リスト画面で表示する単語帳を選択した後、特定の単語帳に登録されている単語の

本文画面を表示させ、  ／ キーを押すと、同じ単語帳に分類されている前後

の単語の本文画面を表示します。

チェックボックス

単語帳リスト画面、または本文画面の見出し語の頭にある チェックマークボックスに、

を押すとチェックマークを入れることができます。再度 を押すと、チェックマークを解除

することができます。

スタイラスを使う場合は、単語の頭にある□チェックボックスを直接タップするとチェックを入
れることができます。再度タップするとチェックマークを解除することができます。

単語帳設定画面でチェックマークをつけた単語の表示・非表示を設定することができます。
（単語の表示設定 131ページ参照）



NPN

表示方法について

表示方法で「見出し語を隠す」「内容を隠

す」「マーカーを隠す」のいずれかを選ん

で設定すると、単語帳に登録された単語の

本文画面でそれぞれの項目が隠されて表示

されます。

次に を押すと、隠されていた内容が表

示されます。

表示順 登録単語の表示順序を示します。
登録順 単語帳に登録した順番です。初期設定は「登録順」に設定されてい

ます。
アルファベット順 英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示します。

辞典別 辞典ごとに分けるかどうかを設定します。
はい 辞典ごとに分けて表示します。初期設定は「はい」に設定されてい

ます。
いいえ 辞典ごとに分けることなく登録順またはアルファベット順に表示し

ます。
チェック済み単語 チェックマーク（ ）を入れた単語の表示を設定します。
表示する チェック済み単語を表示します。初期設定は「表示する」に設定さ

れています。
表示しない チェック済み単語を表示しません。

表示方法 単語帳の表示方法を設定します。
すべて表示 単語、単語の本文内容をすべて表示します。初期設定は「すべて表

示」に設定されています。
見出し語を隠す 単語を隠して表示します。
内容を隠す 単語の本文内容を隠して表示します。
マーカーを隠す アンダーラインを引いた箇所を隠して表示します。

3 ／  で設定したい項目を選択し、 ／ で内容を選択します。

その後、「設定終了」を選択し、 を押して設定内容を保存します。

●以下を参考に項目を選んで、設定してください。



NPO

単語帳のデータを削除します

各辞典の単語帳に登録したデータは、1単語ずつまたは単語帳ごとに
まとめて削除することができます。

1単語ずつ削除する

1 削除したい単語の本文画面を表示させ

ます（ここでは「head」を削除しま

す）。

2 を押すと、画面に“この単語を削

除します”のメッセージが表示されま

す。

3「はい」を選択した後 を押すと、

“削除されました”が表示され、表示中

の単語が単語帳から削除されます。



NPP

指定項目の単語を削除する

1 単語帳リスト画面で を押すと、オ

プションメニューがプルダウン表示さ

れます。

●スタイラスを使う場合は、オプションを直接タッ
プします。

2 で「単語帳削除」を選択して

を押すと、単語帳削除画面が表示され

ます。

3 以下の項目から削除したい単語に応じて項目を選びます。

4 ／ で単語帳削除の項目を選び、 ／ で「はい」「いいえ」、ま

たは単語帳Ｎｏを選択します。 を押すと、選択した単語が削除され

ます。
●削除しない場合は、 を押すと単語リスト画面に戻ります。

選択されている単語のみ削除 リスト上で選択した単語のみ削除する場合
チェック済み単語削除 チェックを付けた単語を削除する場合

単語帳Ｎｏを選ぶと、選択した単語帳の中のチェック済み
単語をすべて削除します。

単語帳削除 単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除す
る場合
・削除したい単語帳Ｎｏを選ぶと、選択した単語帳の中
のすべての単語を削除します。

・「すべて」を選ぶと単語帳に登録されたすべての単語を
削除します。



NPQ

スペルチェック機能を使う
英単語のつづりがはっきりわからない時は、スペルチェック機能で
曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

［例題］「fizical」と入力して「physical」を検索してみます

1 英和辞典のスペル入力欄に、曖昧なつ

づりの英単語を入力します（ここでは

「fizical」と入力します）。

2 を押すと、入力された文字にスペ

ルチェックがかけられ、該当する英単

語が「該当」欄に、候補が「候補」欄

に表示されます。

●該当する語がない場合は、「該当」欄には“見つ
かりませんでした”と表示され、入力文字に類似
した単語が「候補」欄に表示されます。

3 ／ でカーソルを移動させ、調べ

たい英単語を選択します（ここでは

「physical」を選択します）。 を押し

て、本文画面を表示させます。

スペルチェック機能は、英英検索・英和検索のスペル入力欄でのみ使用で
きます。



NPR

ワイルドカードサーチ機能を使う
英単語のつづりや曖昧な語句を調べる時に、分かるところまで文字を入力
し、不明なところは「�」（アスタリスク）または「�」（クエスチョン）
を入力して候補を絞り込むことができます。また、語句の最初に「�」を
付けると、入力した語句が最後につく言葉を逆引きすることもできます。

不明な文字の代わりに入力する「�」/「�」をワイルドカードといいます。「�」
は指定文字数に制限がないことを意味します。それに対して「�」は、１つで1文字
のみ指定します。（「��」と入力すれば2文字を指定したことになります。）

「�」を入力するには を1回押し、「�」を入力するには を2回押します。

［例題1.］ ｢ジーニアス英和辞典｣ で ｢菊 (chrysanthemum)｣の
つづりを「�」（アスタリスク）を使って調べます

「chr�m」と入力します。

検索対象となる単語は「chr」で始まり、最後
が「m」であれば、その間はどんな文字で何文
字でもかまわないということになります。

［例題2.］ 大辞林で語尾に「そら」のつく語句を逆引きします

読み入力欄に「�そら」と入力します。
●「そら」が最後につく語句が五十音順に候補表示
されます。

●大辞林逆引き検索を使うと、�を入力せずに逆引
き検索することができます。

�（語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索を
します  32ページ参照）



NPS

［例題3.］「ジーニアス英和辞典」で「信じる（believe)」の
2文字目が、「i」か「e」か曖昧です。「�」（クエ
スチョン）を使って調べます。

「b\lieve」と入力します。

検索対象となる単語の文字数は7文字と決め
られます。その上で2文字目はどの文字でも
よいということになります。�は、単語の文
字数がわかっている時の検索に便利です。

●該当する候補がない場合は、「見出し語にありません」が表示されます。
●先頭に�（アスタリスク）を使った場合、検索時間が長くなることがあります。途中で検索を中
止する場合は、 を押してください。「�」は1カ所だけ入力できます。

ワイルドカードサーチは、語義イメージ辞典・古語辞典・四字熟語辞典・故事こと
わざ辞典・世界史事典・日本史事典・複数辞典検索（日英）・和歌・俳句検索・人
名検索と、大辞林（読み・逆引き・略語検索）・英和／英英スペル入力検索・和英
／漢字源読み検索・英単語検索・世界史年代／日本史年代暗記語呂検索・生物事
典・英検Pass単熟語（3級・準2級・2級)単語検索・古文単語・熟語ターゲット400
で使用することができます。



NPT

履歴機能を使う
今までに調べた語句や事柄、人名を履歴として一覧表示させ、見出
し語を引き直すことができます。

［例題］以前に英和辞典で調べた「head」を引き直します

1 英和辞典の検索画面でカーソルをスペ
ル入力欄に移動させるか、または英和
スペル入力検索から表示させた本文画
面で を押します。英和スペル入力

検索で今までに調べた英単語が履歴表
示されます。

●語句は、各辞典各検索モードごとに最新のものか
ら50語まで記憶されています（履歴が50語以上
になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます）。

●スタイラスを使う場合は、画面右下の をタップすると履歴表示されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、調べた

い英単語を選択します（ここでは

「head」を選択します）。

それから を押して、本文画面を

表示させます。

●履歴から選択した単語の本文画面で ／
を押すと、表示中の単語と同じ辞典またはモード
の前後の見出し語の本文画面が表示されます。

学習コンテンツのツリー形式項目リストから本文を表示させた場合には履歴が残り
ません。それ以外のモードでは履歴が記録されます。



NPU

履歴を削除します

各辞典の履歴は、1単語ずつ、またはモードごとにまとめて削除す
ることができます。

1単語ずつ削除します

1 英和辞典から履歴リスト画面を表示さ
せます。 でカーソルを移動させ、
履歴リストから削除したい単語を選択

します。

2 を押すと、履歴削除の画面が表示さ

れます。

� ／ で「選択されている履歴のみ削

除」を選択し、 ／ で「はい」を選

んで を押します。

3 選択した履歴が削除され、履歴リスト画

面または検索画面に戻ります。
●削除を中止する場合は を押すか、「いいえ」
を選択した後、 を押してください。



NPV

辞典・モードごとに削除します

1 英和辞典の履歴リスト表示画面で
を押すと、履歴削除の画面が表示され
ます。

／ で「すべて削除」を選択し、

／ で「はい」を選んで を

押します。

2 表示中の辞典・モードの履歴がすべて削

除され、検索画面に戻ります。
●削除を中止する場合は を押すか「いいえ」を
選択した後、 を押してください。

●履歴は各モードごとに登録されています。表示し
ているモードの履歴だけを削除しますので、別の
モードの履歴を削除する場合は、そのモードの履
歴を表示させてから を押してください。

�



NQM

ブックマーク機能を使う
覚えたい単語や語句をブックマークに登録することができます。

［例題］ 英和辞典の「meet」をブックマークに登録します

1 英和辞典で「meet」の本文画面を表示

させます。

（検索方法  34ページの1～3参照）

2 本文画面表示中に を押すと、ブッ

クマークリストの画面が表示されま

す。

／ で「ブックマークに追加」を

選択します。

3 を押すと表示中の単語の表示画面

がブックマークに登録されます（ここ

では「meet」の本文画面1ページ目が

登録されます）。
●ブックマークに同じ単語の同じ表示画面がすでに
登録されている場合は、“既にブックマークに登
録されています”のメッセージが表示されます。
同じ単語でも表示箇所が違う場合は登録すること
ができます。

●ブックマークには全辞典合計500件の箇所を登録することができます。
●ブックマークリスト画面右上に、表示中の辞典の中でブックマークに登録されている件数
が表示されます。

●本文画面に戻るには を押します。スタイラスを使う場合は、ブックマークリスト画面
右上の をタップします。



NQN

ブックマークに登録された単語を表示します

［例題］ブックマークに登録された「meet」の本文画面を
表示します

1 英和辞典の検索画面または本文画面表

示中に を押すと、ブックマークリ

スト画面が表示されます。

2 ／ でカーソルを移動させ、リス

トの中から表示させたい単語を選択し

ます（ここでは「meet」を選択しま

す）。次に を押すと、登録された

単語の本文該当箇所が表示されます。

単語をブックマークから削除する

ブックマークに登録した単語を削除する場合は、ブックマークリストを表示
させ、削除したい単語を選択します。 を押すと、ブックマーク削除の画
面が表示されますので、 で「選択されているブックマークのみ削除」を

選択し、 ／ で「削除」を選んで を押すと、選択した単語が削除
されます。「すべて削除」を選択すると、表示中の辞典のブックマークに登
録した単語をすべてまとめて削除します。
�●削除しない場合は「キャンセル」を選んで を押すと、ブックマークリスト画面に戻ります。

ブックマーク機能は、大辞林・英和辞典・和英辞典・英英辞典・漢字源・四字熟語
辞典・故事ことわざ辞典・ロイヤル英文法・語義イメージ辞典・古語辞典・世界史
事典・日本史事典・英会話とっさのひとこと辞典・生物事典の本文画面で使用する
ことができます。
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QUICK REFERENCEQUICK REFERENCE

Icons that appear in screens
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Using the Wordmemo
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付録　センター試験リスニング対策イラスト
［問題3B］イラスト
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古語辞典
国語・国文法用語解説

■　古文の読解学習に必要な国語用語および国文法（文語文法）用語を収めて解説し
　　た。
■　配列は五十音順に従った。
■　△印は、この用語解説中に見出し語として収めて解説してある項目。



NSM



NSN



NSO



NSP



NSQ



NSR



NSS



NST



NSU



NSV



NTM



NTN



NTO



NTP



NTQ



NTR



NTS



NTT



NTU



NTV



NUM



NUN



NUO



NUP



NUQ



NUR



NUS



NUT



NUU



NUV



NVM



NVN



NVO



NVP



NVQ



NVR



NVS



NVT



NVU



NVV



OMM



OMN



OMO



OMP



OMQ



OMR



OMS



OMT



OMU



OMV



ONM



ONN



ONO

各著作物と著作権者など
『スーパー大辞林』　『逆引きスーパー大辞林』

編者／松村明　　発行所／株式会社三省堂
※書籍版は刊行されておりません。
※「スーパー大辞林」は書籍版「大辞林第二版」に基づいて新語などを増補したり、社会情勢

などの変化を反映させて編集したものです。
※書籍版「大辞林第二版」の図版・表・付録は収録されておりません。
※「逆引きスーパー大辞林」は「スーパー大辞林」のデータを基にしています。

記述内容のお問い合わせは・・・
株式会社　三省堂　TEL（0 3）3 2 3 0ー9 4 1 6

『改訂新版 漢字源』（C）2002
編者／藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光　発行所／株式会社学習研究社
※『漢字源』は、株式会社学習研究社の登録商標です。格納されているデータを引用した著作
 物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。

※『字体について』
本辞書は『JIS X 0208-1997、JIS X 0213-2000およびJIS X 0212-1990』に準拠して
おり、画数等もその漢字表に示された漢字に準拠しています。

『四字熟語辞典』
監修者／郡司利男（元筑波大学名誉教授）

『故事ことわざ辞典』
監修者／郡司利男（元筑波大学名誉教授）
※書籍版「四字熟語辞典」「故事ことわざ辞典」を基に電子データ化されたものです。書籍

の内容とは一部異なります。
※図版は収録されておりません。

記述内容のお問い合わせは・・・
株式会社　学習研究社　TEL （0 3）3 4 9 3ー3 2 8 6

『旺文社古語辞典 第九版』
編者／松村明、山口明穂、和田利政

『世界史事典 三訂版』☆

『日本史事典 三訂版』☆

『世界史年代暗記ターゲット315』
著者／高橋武勇　補訂者／飯田國雄

『日本史年代暗記ターゲット312』
著者／宮澤嘉夫

『英単語ターゲット1900 3訂版』
著者／宮川幸久

『英熟語ターゲット1000 3訂版』
著者／花本金吾

『ロイヤル英文法 改訂新版』
著者／綿貫陽　共著／宮川幸久、須貝猛敏、高松尚弘
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『生物事典 四訂版』☆

『ロイヤル英文法問題集 改訂新版』☆
監修者／綿貫陽　著者／池上博

『英単語ターゲット1900 BRUSH-UP TEST 3訂版』☆
監修者／宮川幸久

『英熟語ターゲット1000 BRUSH-UP TEST 3訂版』☆
監修者／花本金吾

『英検Pass 単熟語2 級 改訂版』☆

『英検Pass 単熟語準2 級 改訂版』☆

『英検Pass 単熟語3 級 改訂版』☆

『古文単語熟語ターゲット400』
著者/桑原聡、西田安実

『漢字ターゲット1700』
著者／旺文社

『漢検プチドリル2 級 改訂版』☆

『漢検プチドリル準2 級 改訂版』☆

『漢検プチドリル3 級 改訂版』☆

『旺文社監修 英単語ターゲット1900 ディクテーション』
監修者／旺文社、宮川幸久

『旺文社監修 センター試験リスニング対策』
※本データは電子辞書用に制作されたオリジナルコンテンツです。

『旺文社監修 数学公式集』
著者／辻良平
※ 本データは「センター試験必出 数学公式180」（数学 f･A/ff･B）から、電子辞書用に公式部
分等を抜粋・収録したものです。

『旺文社監修 物理公式集』
著者／井上喜助
※本データは「物理 f=B公式72」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したものです。

『旺文社監修 無機化学のキーワード』
著者／本間正康
※ 本データは「無機化学の決め手67」から、電子辞書用に「key word」の部分等を抜粋・収
録したものです。

『旺文社監修 有機化学のキーワード』
著者／本間正康
※ 本データは「有機化学の決め手65」から、電子辞書用に「key word」の部分等を抜粋・収
録したものです。

※ ☆印は「編者／旺文社」のコンテンツを示しています。

記述内容のお問い合わせは・・・
株式会社　旺文社　TEL  (0 3) 3 2 6 6ー6 3 9 3
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『ジーニアス英和辞典／和英辞典』
本機に収録されている辞典内容は、『ジーニアス英和辞典第3版』『ジーニアス和英辞典第2
版』を、大修館書店のご協力を得て電子化したものです。
『ジーニアス英和辞典第3版』及び『ジーニアス和英辞典第2版』は小西友七・南出康世氏
と大修館書店の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転載す
ることはできません。
* 図版・一部の表などを除き、書籍版（大修館書店刊）のほぼ全内容を収録していますが、

電子化の仕様上、大修館書店の監修に基づき書籍版の内容を改変した部分があります。
重要単語音声録音製作／財団法人 英語教育協議会（ELEC）　
担当：原野守良、本浄晃子 Speaker：Carolyn Miller

『英語語義イメージ辞典』
著者／政村秀實

記述内容のお問い合わせは・・・
株式会社　大修館書店　TEL  (0 3） 3 2 9 4ー2 3 5 5

『オックスフォード現代英英辞典第6版』
Oxford Advanced Learner's Dictionary 6th Edition
 Oxford University Press 2000
�編者／Sally Wehmeier　著者／A.S.Hornby

記述内容のお問い合わせは…
オックスフォード大学出版局株式会社　TEL  (0 3） 3 4 5 9ー6 4 8 1

『英会話とっさのひとこと辞典』
著者/巽一郎、巽スカイ・ヘザー　発行者/吉田嘉明　発行所/株式会社DHC
本機に収録されている内容は、書籍｢英会話とっさのひとこと辞典｣を基に、巽一郎氏、巽ス
カイ・ヘザー氏及び株式会社DHCの御協力を得て電子化したものです。これらは巽一郎氏、
巽スカイ・ヘザー氏の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・
転載することはできません。
本機の英会話とっさのひとこと辞典の音声は、DHC監修の音声データを使用させていただい
ております。

記述内容のお問合せは・・・
株式会社DHC　TEL：（03）3 5 8 5ー1 4 5 1（営業）

※ 記載内容（問い合わせ先）は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※ 電子化の仕様上、書籍とは一部異なる場合があります。写真、付録、一部の図表、囲み

記事などは収録されていません。
※ 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成しています。それぞれ

の辞典における誤記（誤植）、誤用につきましては、弊社ではその責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

※ 画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものが
あります。
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電源を切り、本機を裏にして電池ぶた
上の左右の矢印の上に指をのせます。
それから電池ぶたを押しながらはずし
ます。

極性（＋、－の方向）を間違えないよ
うに注意しながら、乾電池を2個同時
に交換します。

電池ぶたをもとの位置にもどします。

●画面に「システムを初期化しますか？（単
語帳・履歴データは削除されます）」が表示
された場合は、「いいえ」を選択し、 を

押してください。

1

2

3

電池を交換するには
本体の電池が消耗してきた場合、電源ON時に「電池を交換してください」と表示
されますので、すみやかに電池を交換してください。また、電池が著しく消耗し
た時には「電池残量不足の為 処理を実行出来ません　電源をOFFします」が表示
され、電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。本機の
電池は、単4形アルカリ乾電池（LR03）を2本使用しています。交換の際もこ
れと同じものをお求めください。
指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、
誤動作や故障の原因となります。交換の際には必ず新品の単4形アルカリ乾電池
2本をご使用ください。

電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコン の目盛りを目安に
してください。アイコンの表示が になると、残量不足のため処理を実行で
きなくなりますので、お早めに電池交換を行ってください。

 電池交換時のご注意
電池交換の際は次のことがらを守らないと、データが消去されます。充分ご注意
ください。
● 電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
● 電池は2個とも新しいものに交換してください。
● 電池の極性（＋、－の方向）を間違えないようにしてください。
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本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に
電源が切れるようになっています。電源が切れるまでの時間は、設定メニュー画
面の「オートパワーオフ時間」の項目で10分以内で設定することができます
（オートパワーオフ時間について 27ページ参照）。

※ 使用済みの電池は、＋極と－極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の
環境法と廃棄基準に従って廃棄してください。

※ 電池が消耗した状態で発音させると、音がかすれて聞こえることがあります。
その場合は、すみやかに電池を交換してください。

オートパワーオフ機能
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電池の取り扱い上の注意

！ 警告

（1）ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アル
カリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となりま
す。

（2）万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな
水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直
ちに医師の治療を受けてください。

！ 注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液も
れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

（1）液もれ、破損のおそれがありますので充電しないでください。
（2）＋－を正しく入れてください。
（3）新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないで

ください。
（4）使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
（5）電池は幼児の手の届かない所に置いてください。
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家庭用電源を使うには
別売りの専用アダプタ（AD15/AD20）を使って、家庭用電源から
電源をとることが出来ます。

� ご注意
本機を指定のACアダプタで長期間お使いになる時は、本機より電池を取り出して
ください。

液漏れ等による故障及び損傷の原因になることがあります。

本機に電池が入っていない場合
�（ご購入後、初めてご使用になる場合等）

AD15を例に説明します。

1ACアダプタのDCプラグを本機の電源ジャックに差し込みます。

2 ACアダプタを100V　AC50/60Hzのコンセントに差し込みます。

�＊AD20の場合は100V-240V　AC50/60Hzのコンセントに差し込み可能です。

3初期画面が表示されます。画面に｢タッチスクリーンの補正 をスタイ

ラスでタップしてください｣のメッセージが表示されます。画面の指示に

従い操作してください。

4 ｢システムを初期化しますか？｣のメッセージが表示されますので、本

機をはじめてご使用になる場合は、｢はい｣を反転表示させた状態で

を押して初期化してください。

●メニュー画面が表示され使用可能となります。
●初めてのご使用でない場合、｢システムを初期化しますか？｣のメッセージが表示された後｢は
い｣を選択すると単語帳、履歴等のデータはすべて消去され、すべての設定が初期化されま
す。｢いいえ｣を選択した場合、データは失われずそのまま保存されます。
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本機に電池が入っている場合
�（取扱説明書に従って電池を入れた場合、または既にご使用中の場合）

AD15を例に説明します。

1本機の電源が｢切｣になっていることを確認します。

2 ACアダプタのDCプラグを本体の電源ジャックに差し込みます。

3 ACアダプタを100V　AC50/60Hzのコンセントに差し込みます。

�＊AD20の場合は100V-240V　AC50/60Hzのコンセントに差し込み可能です。

4 を押し電源を入れます。

� ご注意
本機は、単語帳に記憶させた内容、単語の履歴を 通常操作で電源を切る時に メモ
リー内部に書き込みます。電源を突然切断すると前回書き込み済み以降の単語帳へ
の書き込みと単語の履歴は失われます。電池の交換とACアダプタの本体への差し込
みは必ず電源を通常操作で切った後で行うようにしてください。

ACアダプタの接続方法

電子辞典用
ACアダプタ

�AD15
�AD20 DCプラグ

安全上のご注意
● 必ず弊社指定のACアダプタをご使用ください。
● DCプラグの先端部および電源ジャックには触らないでください。
● ACアダプタを外す時には、本機の電源を｢切｣にして、ACアダプタ、DCプラグ

の順に外してください。
● 水のかかる場所等では絶対に使用しないでください。感電や事故の原因となります。
● アダプタの上に布団・毛布などを置いての使用や、熱器具の近くでは使用しない

でください。発熱・変形・故障等の原因になることがあります。
● 異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
● ご使用にならない時は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
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本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合な
ど、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生する
ことがあります。このような異常が発生した場合は、リセットス
イッチを押して機能をもとにもどしてください。
＊ 画面が真っ黒で何も表示されないなどの場合は、本体右側にある濃度調整ダイヤルで

画面の濃度を調整してみてください（濃度調整ダイヤルについて 7ページ参照）。

1本体裏面のリセットスイッチを押します。

● 先のとがったものでリセットスイッチを押します。
ただし、芯の出たシャープペンシル、先の折れやす
いもの、針のように先の鋭利なものは使用しないで
ください。スイッチが押されたままになったり、損

傷する可能性があります。

● リセットスイッチを押すと右下のようなメッセージ

が表示されます。

2「はい」を反転表示させた状態で、

を押します。

 注意！!

「はい」を選ぶと、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはす
べて消去され、全ての設定が初期化されます。「いいえ」を選択し
た場合は、データは失われずそのまま保存されます。

但し、次のような場合は 必ず「はい」を選択してリセットしてください。
● 本機をはじめてご使用になるとき
● 長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき
＊ 強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した

場合は、「いいえ」を選択しても「メモリデータに異常が発見されました
システムを初期化します 【訳・決定】」というメッセージが表示されま

す。 を押すと、記憶内容は全て消去され、設定も初期化されます。

キーを押しても動作しないときは

リセットスイッチ
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ローマ字／かな対応表
ローマ字の入力方法がわからないときは、この表で確認してくださ
い。表記1、表記2、表記3、いずれでも入力することができます。

●半濁音

●濁音
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●拗音

きぃ

きぇ

しぃ

ひぃ

ふゅ

ふゃ

ふょ

ぴぃ

ぴぇ

みぃ

みぇ

りぃ

りぇ

ぎぃ

ぎぇ

じぃ

ぢぃ
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びゃ
びぃ
びゅ
びぇ
びょ
ヴァ
ヴィ�
ヴェ
ヴォ�
ヴャ�
ヴュ�
ヴョ
うぁ
うぃ
うぇ
うぉ
つぁ
つぃ
つぇ
つぉ
いぇ
てゃ
てぃ
てゅ
てぇ
てょ
でゃ
でぃ
でゅ
でぇ
くぁ
くぃ
くう
くぇ
くぉ
ぐぁ
ぐぃ
ぐぅ
ぐぇ
ぐぉ
とぅ
どぅ

●小文字

＊ 「ん」の次に「あ行」の文字、または
「な行」「や行」の文字がくるときは、
「ん」は「ＮＮ」と入力します。

【例】「はんい」…
「そんな」…

それ以外は「ん」は「Ｎ」と入力してかま
いません。

＊＊ 促音（小文字の「っ」）は、次にくる
文字の子音を続けて入力することに
よっても入力することができます。

【例】「さっき」…



OOQ

おもな仕様
型 式型 式型 式型 式型 式

収 録 辞 典収 録 辞 典収 録 辞 典収 録 辞 典収 録 辞 典

表 示表 示表 示表 示表 示

：w o r d t a n k　V35

：「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」（三省堂）

「改訂新版漢字源」「四字熟語辞典」「故事ことわざ辞典」

（学習研究社）

「旺文社古語辞典第九版」「世界史事典 三訂版」「日本史事典 三

訂版」「世界史年代暗記ターゲット315」「日本史年代暗記ター

ゲット312」「英単語ターゲット1900 3訂版」「英熟語ターゲッ

ト1000 3訂版」「徹底例解ロイヤル英文法」「旺文社 生物事典

四訂版」「ロイヤル英文法問題集 改訂新版」「英単語ターゲット

1900 BRUSH-UP TEST 3訂版」「英熟語ターゲット1000

BRUSH-UP TEST 3訂版」「英検Pass単熟語2級 改訂版」「英

検Pass単熟語準2級 改訂版」「英検Pass単熟語3級 改訂版」「古

文単語熟語ターゲット400」「漢字ターゲット1700」「漢検プチ

ドリル2級 改訂版」「漢検プチドリル準2級 改訂版」「漢検プチ

ドリル3級 改訂版」「旺文社監修 英単語ターゲット1900ディク

テーション」「旺文社監修 センター試験リスニング対策」「旺文

社監修 数学公式集」「旺文社監修 物理公式集」「旺文社監修 無

機化学のキーワード」「旺文社監修 有機化学のキーワード」

（旺文社）

「ジーニアス英和辞典第3版」「ジーニアス和英辞典第2版」「英

語語義イメージ辞典」（大修館書店）

「オックスフォード現代英英辞典第6版」

(OXFORD UNIVERSITY PRESS)

「英会話とっさのひとこと辞典」（DHC）

：3 2 0×2 4 0　ドットマトリックス液晶表示

文字 ：1 6ドットフォント

縮小文字 ： 1 2ドットフォント

拡大文字 ： 2 4ドットフォント

ー文字拡大表示 ： 漢字源　9 2ドットフォント

筆順表示 ： 漢字源　2 0 0ドットフォント



OOR

：8 3 0 mW

：約1 0 0時間

（使用温度2 5℃、英和辞典の画面で連続表示の場合）

＊使用状態（環境）によって電池寿命が変わることがあります。

：1 0分以内で設定可能

：0 ℃～4 0 ℃

：幅1 3 8 × 奥行き1 8 9 × 高さ1 6 mm　（開いた状態）

幅1 3 8× 奥行き 1 0 1 × 高さ 2 1 mm （閉じた状態）

：2 4 6 g（電池含む）

改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、
あらかじめご了承ください。

消 費 電 力消 費 電 力消 費 電 力消 費 電 力消 費 電 力

使 用 時 間使 用 時 間使 用 時 間使 用 時 間使 用 時 間

オートパワーオフオートパワーオフオートパワーオフオートパワーオフオートパワーオフ

使 用 温 度使 用 温 度使 用 温 度使 用 温 度使 用 温 度

寸 法寸 法寸 法寸 法寸 法

重 量重 量重 量重 量重 量

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラ
スB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引
き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。






