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基本情報
デジタルキット(電⼦書籍)
• 最初の登録から365 ⽇間利⽤可能
• 100%印刷可能（P.16-18をご参照ください。)
• アプリを使ってオフラインでも利⽤可能（P.8-11をご参照ください。)

利⽤できる素材は以下の通りです。
• トレーニングテキスト
• 確認問題
• アプライドシナリオ

書籍はePubファイルとして作成されます。これにより、複数のデバイス上で
読者に均⼀な体験を提供することができ、インライン定義やクイズなどの追加
機能が可能になります。
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コードを利⽤するには︖
1．VitalSourceにサインイ
ンしてください。
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重要な注意事項
最新版のブラウザ（Chrome、
Safari、Firefox、Edge）をご利
⽤ください。



コードを利⽤するには︖
1. VitalSourceを初めてご

利⽤になる⽅は、まず
アカウントを作成して
からサインインしてく
ださい。
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コードを利⽤するには︖
1. Redeem "をクリック

します。
2. コードを⼊⼒する
3. あなたの本棚

(bookshelf)に電⼦書
籍が追加されます。

1

2

7



オフラインで電⼦書籍にアクセスするには︖

1. VitalSourceアプリのイン
ストール

2. isc2.vitalsource.comに
移動します。

3. [アプリのダウンロード]
をクリックします。重要な注意事項

1. インターネットの接続問題を
避けるため、教室ではオフラ
インで書籍にアクセスしてく
ださい。

2. オフラインで視聴する前にア
プリとコンテンツをダウン
ロードするには、インター
ネット接続が必要です。

3. 最⼤で2台のモバイルデバイス
と2台のデスクトップをアク
ティブにすることができます。
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オフラインで電⼦書籍にアクセスするには︖

1. アプリケーションのダ
ウンロード
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オフラインで電⼦書籍にアクセスするには︖

1. アプリケーションへのロ
グイン
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オフラインで電⼦書籍にアクセスするには︖

1. 電⼦書籍のダウンロード
2. ブックカバーをタップ

重要な注意事項
1. タイトルが表⽰されない場合

は、BookshelfでLibraryを更
新してください。電⼦書籍の
ダウンロードに問題がある場
合は、VitalSource Support 
（英語）にお問い合わせくだ
さい。
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https://support.vitalsource.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=216388


電⼦書籍をどのように使いこなすか︖
1. "My Bookshelf "をク

リック
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電⼦書籍をどのように使いこなすか︖
1. ブックカバーをタップ

すると電⼦書籍が読め
る
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電⼦書籍をどのように使いこなすか︖
1. 左の⽬次アイコンをク

リック
2. 読みたいドメイン/モ

ジュールをクリックす
ると、そのドメイン/モ
ジュールにジャンプし
ます。

印刷版の書籍に印刷されてい
るページ番号です。
左側の⽬次にある電⼦書籍の
ページ番号とは異なります。

これは電⼦書籍のページ番号
VitalSource上で電⼦書籍を閲覧・印刷する
際には、この番号を参照してください。

1
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コンテンツの検索⽅法は︖
1. 左の検索アイコンをク

リックしてコンテンツ
を検索する

講師が印刷版の書籍のページ番
号に⾔及した場合、テキストを
検索するように「ページ番号」
を検索してページにたどり着く
ことができます。

1
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電⼦書籍を印刷するには︖
1. プリンターアイコンを

クリック
2. 電⼦書籍のページに⼊

る
3. "Print "をクリック
重要な注意事項
1. 1つのジョブで印刷できるの

は最⼤30冊の電⼦書籍ペー
ジに限られます。

2. 電⼦書籍の1ページ は、プリ
ントアウトすると数ページに
なるモジュールを意味します。

3. エラーメッセージが表⽰され
た場合は、プリント範囲を狭
めてみてください。

1

2 3

ツールバーのタブは、⽮印のア
イコンをクリックすることで開
閉できます。
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電⼦書籍を印刷するには︖
1. プリントジョブの読み

込みに最⼤で60秒かか
ることがあります。
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ノートを印刷する⼿順は、スラ
イド#23をご参照ください。



電⼦書籍を印刷するには︖
1. "Print "をクリック
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ブックマークするにはどうすればいいですか︖

1. ブックマークアイコン
をクリック
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現在のページをブックマークし
たり、拡⼤するとブックマーク
したページの⼀覧が表⽰されま
す。



ノートやハイライトの作成・削除⽅法は︖

1. 選択したテキスト
2. テキストを好きな⾊で

ハイライトします。
3. Add Note "欄にメモを⼊

⼒してください。

ハイライトの⾊は、システム設
定で管理できます。
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ノートやハイライトの作成・削除⽅法は︖

1. 左側のノートアイコン
をクリックします。

2. メモを⼊⼒し、"Submit 
"をクリックします。1

2

3
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ノートやハイライトの作成・削除⽅法は︖

1. ハイライトやノートの
削除
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ノートを印刷するには︖
1. プリンターボタンをク

リックして、ハイライ
トされたテキストや
ノートに印刷する

1

2
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フラッシュカードを作るには︖
1. 選択したテキスト
2. "Create Flashcard "をク

リックします。
3. フラッシュカードを収

納する新しいデッキを
作成する

1

2
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フラッシュカードを作るには︖
1. デッキ名を⼊⼒
2. "Create "をクリック

3
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フラッシュカードを作るには︖
1. フラッシュカードの裏

⾯を⼊⼒する
2. "Save "をクリック

4

5
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フラッシュカードを作るには︖
1. 左側のフラッシュカー

ドのアイコンをクリッ
クします。

フラッシュ
カードの前⾯
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フラッシュカードを作るには︖
1. フラッシュカードを

タップする
フラッシュ
カードの背⾯
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