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初めてお使いになるときは
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調べてみよう

看護医学電子辞書11の機能をつかって「褥瘡（じょくそう）」を調べてみましょう！

❶ 単３電池２本を本機にセットしましょう
付属のアルカリ単３電池２本を本機にセットし、本体裏面にあるリセットボタンを押しましょう。
２本
いるんだよ〜

電池設定

❶ ホーム画面から調べる方法
ホーム画面から「キーボード入力」で
「じょくそう」と入力してみましょう。

時刻設定
の画面に
移行します。

収載している
全ての辞書から
「じょくそう」と
付く言葉を調べ
られます。

❷ 初期設定をしましょう
電池設定

本機では、３種類の単３電池を
使うことができます。

時刻設定

次に、日付・時刻の設定を行い
ます。

お使いの電池に合わせて
電池設定をしましょう！

❷ コンテンツを選んで調べる方法（看護大辞典）
を押し、
「看護・医学１」から「看護大辞典」を開いて
みましょう。入力方法には「キーボード入力」のほか「ソ
フトキーボード入力」
「タッチペン入力」の３つがあります。
メニュー
トレジム

ソフトキーボード入力

で選択し、

を押す、またはタッチペンでタッチし
て設定項目を選び、日付・時刻を入力します。すべ
ての入力を終えたら、 保存 をタッチして設定終了！

で決定！

電池交換は必ず電源を切った状態で行ってください。
メモリーなどの情報が失われる可能性があります。

［入力］または［50 音キー］をタッチするとメインパネルに
ソフトキーボードが表示されます。ソフトキーボードで「じょ
くそう」と入力してみましょう。

ユーザー名を登録しましょう
1
2
3
4
5

シフト

を押し、離してから

設定

削除

タッチ！

を押します。

で「環境設定」を選び、 訳／決定 を押します。
登録

登録

で「登録/変更」を選び、 訳／決定 を押します。
登録

用語が読めなくても、
漢字を書いて調べる
こともできます。
（➡詳しくは B-6）

キ
 ーボードの文字キーを使って、ユーザー名を入力しましょう！

登録にはパスワードが必要ですお忘れないようご注意ください！
（パスワードは、初期設定では 0000 になっています）
ATTENTION
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タッチペン入力

で「ユーザー名設定」を選び、訳／決定 を押します。

※登録されたユーザー名が表示されます

褥

褥瘡

タッチ！
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もっと詳しく調べてみよう

検索した用語を
もっと深く
読み解くために

※このページではタッチペンを使った方法を中心に説明していますが、
キーボードでも同じ機能がお使いいただけます。

つの機能を
紹介します。

❸ ジャンプ機能
タッチ！

まず、
ジャンプを
選択します。

解説文の中にわからない言葉や詳しく知
りたい言葉が…！
そんなときにはジャンプ機能が便利です。

❶ スクロール機能
複数の検索結果から用語を選択したり、

1文字

長い解説文をすべて閲覧するためには、

タッチしたまま
「膜」までスライド

画面をスクロールする必要があります。
キーボードの
を押すか、指や
タッチペンで画面を上下になぞってみ

ぐい

〜

で一致する
用語を検索

タッチペンで文字を
タッチして離します

ましょう。
画面に直接タッチすることでスクロ

複数文字列

ールでき、見たい情報にすぐにたど

で一致する
用語を検索

りつきます。
タッチを離します

※完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。

❷ 図版の展開
「看護大事典」には、約１,５００点の図版が収録
されています。
解説文の下部に 解説 マークがあるときには、図
版を展開してみることができます。

タッチ！

❹ 参照へのジャンプ
調べた用語に関連項目がある場合には、
というマークが表示されます。
の横に表示された用語を選択することにより、
関連した用語解説に自動でジャンプし、さらに
詳しく調べることができます。

タッチ！

展開
ジャンプ

関連項目へ
楽々ジャンプ！

B-4

B-5

Session.

4

Session.

便利な検索機能

❶ タッチペン入力で検索

褥瘡

タッチ！

市販のイヤホン
を使えば、電車
の中や図書館で
も音声を聞くこ
とができます。

画面内の
をタッチペンでタッチすると、
発音を聞くことができます。

発音の速度・音量は変えられます!!
ネイティブの発音が聞きとれないときは、速度をゆっくりにしたり、逆
に早くしたりできます。
さらに シフト を押し、離してから 文字サイズ または
量調整することができます

❷ 一度調べたことを再度確認できるヒストリーサーチ
一度調べたけれど忘
れてしまった用語や、試
験勉強で参照した用語を
一覧で確認できます。

画面を開き ヒストリー を押す

この電子辞書では、ネイティブ（その言語を母国語とする人）
による発音を聞くことができます。意味はわかるのに発音で
きない語や、発音に自信がない語を正確に確認できます。

タッチ！

タッチ ペン 入 力
を使えば、漢字
が読めなくても
検索できます。

履歴を見たい辞典の最初の

充実の英語学習機能

❶ ネイティブ発音で学べる

液晶画面左側の［手書き］または［手書き大］をタッチし、手書きパネルにタッチペンで「褥瘡」と書き、
［認
識］をタッチしましょう。

褥
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タッチ！

見たい項目を選んで 訳／決定 を押します

自分の学習を振り返
ることで知識の定着を図
ることができます。

ヒストリー

を押すことで音

❷ 英語の発音が上達する機能
① 発音評価を点数で確認
私の発音はどんな風に聞こえるのだろう…。
点数が足りない部分は先生の発音を真似て、ネイティブの発音を
身につけましょう。

② 聞き比べて耳で確認！
タッチ！
タッチ！

❸ １つの辞書をひらいたまま“さらに”もう１つの辞書も表示
任意の英語辞典で調べた後、画面右の 音声

はじめに調べたページを表示させながら新たに別の辞書をひらいて同じ画面に表示させることができます。
単語で判定 ・ 文章で判定 のどち

画面右の トレジム ボタンを押し、
スピーキング を選び、発音トレー
ニングを選択します。

１つめの辞書をひらいた解説ページ

項目の候補が出てくるので、見たい

すると、はじめの画面と２つめの画

で画面内の さらに検索 を押すと検索

項目を選んで 訳／決定 を押します。

面が同時に表示されます。

画面が出てきます。ここに調べたい
語を入力して 訳／決定 を押します。
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らかを選びます。

を押し、画面左の 聞き比べ を押すと録音した
自分の発音とネイティブの発音を聞き比べで
きます。違いを耳で確認できるので発音の向
上につながります。

③ あなたの英会話の力を
向上させる英会話
スキットトレーニング
Passport, Please

２つの辞書を行ったり来たりして見比べる必要がないので、関連する
用語のページを一緒に見ながら理解を深めることができます。

ネイティブの発音の後に、出て
きた単語・文章を話すと発音が
判定されます。これを参考に繰
り返し練習しましょう。

モードを選択すると、トレーニ
ングが始まります。

Here You are
B-7
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［学習帳］
登録のしかた

充実の学習サポート機能
学習の手助けとなる４つの学習帳機能があります。ホーム画面内の［機能］
アイコンを押すと、学習帳画面が開きます。各学習帳機能をタッチして、
見たい項目を選びましょう。学習帳に登録しておけば、後から［学習帳］
画面で呼び出して使用・閲覧できます。

ノート

付箋

最大６冊、１冊につき50ページまで登録できます。ここでは、電子辞書に直接書き込む方法を説明します。
ノートの書き込み方

タッチ！

ペンのカラーを選んで書き込み
書き終わったら
［登録］
をタッチ
 録したいノートを選択してタッチして完了
登

タッチ！

手書きパネルから文字を入力します。

電子辞書で調べた項目に、 付箋を付けられます。

１つの見出し語につき１件の付箋を、最大100件登録することができます。

付箋に記入
画面内の［付箋色］を押して付箋の色

付箋5色

系看技
辞書画面に出た付箋に
直接書き込みます。

付箋をつけたページに移動します

系
［手書きパネル］

大切なところには
マーカーしておくと
見やすい!!

系看技術Ⅰ p.60
教科書や参考書の参照ページを登録して、試験勉強のおさらいに活用できます。

書き込みのある辞書ページを一覧できます。※画面は「目でみる人体の構造」

暗記カード

本に蛍光ペンでマーキングする感覚そのままに、電子辞書にマーカーをひくことができます。

最大６冊、１冊につき300件まで見出し語を登録できます。マーカーの色はピンク、黄色、水色の３種類。マーカ
ー部分は1色ごと、あるいは３色すべてを隠すことができるので、穴埋め問題を解くように学習することができます。
マーカーの引き方
辞書を開いた状態で［マーカー］をタッチ

マーカー３色

最大６冊、１冊につき最大100枚のカードを登録できます。電子辞書ならではの「見る」
「書く」
「聞く」
「結果表示」な
どの機能を活かして、繰り返し学習することができます。ここでは「書き取り」機能を説明します。
暗 記カードの作り方
表・裏をタッチして単語などを記入し［登録］をタッチ
登録先の暗記カードを選択してタッチして完了

タッチ！

登録したいマーカー単語帳を選択し
タッチペンでマーカーをひきます。

［B暗記カードで書き取り］を選択してタッチ
目的の暗記カードをタッチ

マーカー箇所の確認・隠し表示機能

opelation

表示・非表示

指定のマーカー部分の文字が隠されて表示される

あっ間違えた！

手術

画面左部からマーカー部分の表示形式を選択してタッチ
目的の単語を
選択してタッ
チします。

マーカー部分を隠してオリジ
ナルの問題集が作成できます

暗記カードで表示する面を表か裏か選
択することができます。

operation

例えば表に覚えたい英単語
を。 裏に意味を書きます。

タッチ！

［Aマーカー単語帳を見る］を選択してタッチ

目的の単語帳を選択してタッチ

手術

暗記カードの使い 方
ホーム画面で 機能 を選び
「学習帳」
ボタンを押し
［D暗記カード］
を選択してタッチ

タッチして完了

ホーム画面で 機能 を選び
「学習帳」
から
［Aマーカー単語帳］
を選択してタッチ

手書きの暗記カードを作成することで、 単語の暗記に役立てられます。

用語を調べた状態で画面左の
［暗記カード］
をタッチ

タッチ！

 ンのカラーを選んでマーカーをひく
ペ
［登録］をタッチ
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タッチ！

付 箋の付けた辞 書の見方


［Aノー
トを見る］を選択してタッチ
目的のノートを選択してタッチ

並び順変更

タッチ！

ペン４色

辞書を開いた状態で［付箋］をタッチ

目的の付箋の色を選択してタッチ

ノートの見方

絞り込み

［消しゴム］
書き込みを消去

ホーム画面で 機能 を選び
「学習帳」から［C付箋］を選択してタッチ

「学習帳」
から
ホーム画面で 機能 を選び
［Bノート］
を選択してタッチ

マーカー単語帳

［カラー］
書き込みの色を変更

［登録］をタッチして完了


［C辞書に書き込み］
を選択してタッチ

ノートに名前をつけることができます

［ペン］
書き込みの太さを変更

タッチ！

を選択（紫・黄・水色・赤・青）

辞書を開いた状態で［ノート］をタッチ

［登録］
内容を学習帳に登録

タッチ！

付 箋の付け方

無地のメモ帳としてはもちろん、 電子辞書に直接書き込むことができます。


［C登録先名称を変更する］で

学習帳に書き込む際のアイコン

言葉を検索して項目を開くと、
画面両側に学習帳のアイコン
（マーカー、付 箋、暗 記カード、
単語帳、ノート）が表示されま
す。タッチすると、それぞれに
登録ができます。

訳／決定

operation

opelation

英語で答えを書いてみましょう。
答え合わせします。間違っていたのでNGを押すと…
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プラスαの機能でカスタマイズ

❶ ホーム画面を活用し、 楽しく便利に使いこなそう

❷ 外部へも接続できます。可能性は無限大！
USBケーブルを用いればプロ
ジェクターやパソコンに接 続
できます。 グループ学習等に
ご活用ください。 外部コンテ
ンツも入れられます。

1 複数辞書検索
ホーム画面で調べると全ての収載辞典から
「ことば」を調べることができます。

※USBケーブルは別売りです

「ホームキー」
や画面の
「ホー
ム」
をタッチするとホーム画
面が表示されます。

USBケーブル
接続コネクターへ

USBポートへ

❸ 意外と便利！ 点灯時間の調節
メイン液晶パネルの点灯時間を３段階（30 秒、１分、３分）で設定できます。
使用法

ホ
 ーム画面の「設定」▶液晶パネルの中

3 壁紙設定

から［ B ホーム壁紙 ］を選び、
を押し、点灯時間を選びます。

ホーム画面の壁紙を
お好きな画像に変更できます。
①ホーム画面の「設定」▶ 環境 の中から

［ Ｆ ホーム壁紙 ］を選び

2 お気に入り辞典の登録
よく使う辞典をホーム画面に５つまで
登録することができます。
登録方法

①メニュー画面から登録したい辞典を選ぶ。
を押すと登録
② シフト を押し、離してから
されます
③ホーム画面下部の登録した辞典をタッチするとその辞
典で調べることができます。
解除方法

①ホーム画面から解除したい辞典を十字キーで選ぶ。
② 削除 を押した後、解除方法（一つだけor全て）
を選び

を押す。

を押す。

②12種類の壁紙の中から希望の壁紙を選ぶ
※ご購入時は壁紙11に設定されています。
③例えば壁紙8を選んで を押すと壁紙が変
更されます。ホームボタンを押すと壁紙
の変更を確認できま
す。
※microSDメモリーカードを使用すれば
お好きな写真を壁紙に設定することも
可能です。

❹ コンテンツの追加も可能！
本機に収載されていないコンテンツを追加することができます。

どんな追加コンテンツがあるか調べよう
別売の追加コンテンツには、データカード版とCDROM版の２種類があります。データカード版は、
購入後すぐに本機にセットすることで使用できます。
CD-ROM版は、パソコンを経由して本機の内部メ
モリーにデータを書き込むことで使用できます。

追加コンテンツ情報は、
CASIOのWebサイトで
ご確認いただけます。

http://casio.jp/exword/soft/
※『看護医学電子辞書11』の品番はXD-Gになります

語学系コンテンツも充実
第２外国語の学習にも便利です。
etc
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