








はじめに

本書をお手に取ってくださった読者の皆様、ありがとうございます。

美しいRetinaディスプレイを備え、スマートフォンよりも画面の大きいiPadシリーズ。見やすく、
操作しやすく、しかも薄くて軽いのも魅力です。家の中ではメールやWeb、ビデオ通話、映画鑑賞
に読書。外出先ならカメラや地図、ガイドブックの閲覧など、さまざまなことができます。

本書は、2014年12月に発行した『iPad Airマスターブック 2015』をベースに、すべての内容を最
新情報に改訂しました。また、iPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 4と、現行（2016年1月現在）の
すべてのiPadのモデルに対応した内容になっています。

触れていくうちに「こんなことにも使ってみたい」という用途が次々に思い浮かび、使うほどに手
ばなせなくなる。iPadをそういう存在にするために、本書がお役に立ちますよう願っています。

小山香織

スマートフォンが多くの人に使われるにしたがって、画面を触っての操作に戸惑う人は少なくなっ
てきました。とはいえ、タップやドラッグで操作するiPadは、これまでのパソコンや携帯電話とは
違う、新しいデバイス。まだまだ、操作に戸惑いを感じられる方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。本書は、初めてiPadを使う人でもすんなりと活用できるように、基本的をしっかりと解説し
ています。

そして、一通り操作ができるようになったら、次に知りたくなるのは「何ができるか」ということか
もしれません。iPadでは、メールやインターネット閲覧だけでなく、写真やビデオの編集や動画閲覧、
読書、Office書類の作成など、さまざまな「楽しいこと」が、あなたを待っています。「何ができる
のか」といったことに関しても、本書はさまざまなトピックを取り上げています。

毎日の生活の中でiPadを楽しめるように、本書が少しでもお手伝いできれば幸いです。

丸山陽子
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iPadの基本操作

ここでは、iPad本体のボタンの解説や操作の仕方、さらに初めて起動した時のセッ
トアップ方法まで解説しましょう。iPadはボタンが少なく「指で触って」操作する、
シンプルな本体です。ですので、初めて触る場合は少し戸惑ってしまうかもしれませ
んが、どんなアプリを使っても「タップ」「スワイプ」などの基本的な操作は同じなの
で、ここで覚えてしまえばあとは不自由なくなるでしょう。
なお、セットアップ時にさまざまな設定を行いますが、セットアップ後に「設定」から
変更することも可能です。

iPad masterbook│ 007



iPad本体の基本操作

iPadのボタン構成は、音量調整とスリープ／スリープ解除ボタン、そし
てホームボタン／Touch IDセンサーとシンプルです。画面の移動など
で利用するホームボタン／Touch IDセンサーが特に重要です。

Chapter 1［本体操作］

基本 応用

趣味 実用

 iPad本体の各名称
電源オン/オフ
スリープ/スリープ解除ボタン
iPadの電源を切る、または入れる場
合やロックしてスリープ状態にする時
に利用します

3.5㎜ステレオヘッドフォンミニジャック
ヘッドフォンを取り付けます。3.5㎜のイヤフォン
ジャックに対応していればたいていのイヤフォン
は利用できます スピーカー（iPad Proのみ搭載）

デュアルマイクロフォン
音声の入力時に使います

Lightningコネクタ
付属のUSBケーブルを使って電源アダ
プタやパソコンと接続します

スピーカー
音楽やカメラのシャッター音、メールの着信音などがここ
から流れます。この部分を抑えると、音を軽減できます

※iPad Pro Wi-Fiモデル

ホームボタン/
Touch IDセンサー

FaceTime HDカメラ
自分撮りしたり、テレビ電話に使えます。120万画素の
カメラ機能と720pのHD動画撮影機能があります

音量調節ボタン
［＋］［－］ボタンで音量を
調整します

iSightカメラ
800万画素のカメラ機能と1080pの
HD動画撮影機能があります

Smart Connector
（iPad Proのみ搭載）
Apple純正のSmart 
Keyboardなどを接続
するための新しいイン
ターフェイスです

マイク

mini
4Air 2Pro
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ロックを解除するにはホームボタン／
Touch IDセンサーまたはスリープ／ス
リープ解除ボタンを押し❸、ディスプレイ
に表示される［ロック解除］ボタンを右へ
指でスライドさせます❹。

スリープ／スリープ解除ボタン
を押してロック解除

1
iPadを使用していない時は、スリープ／
スリープ解除ボタンを押して❶スリープ
状態（ロック）にして❷、バッテリを節約
しましょう。スリープ状態にすると、画面
に触れても何も起きません。この状態で
もテキストメッセージやアラーム、通知の
受信、音楽の再生は可能です。

スリープ／スリープ解除ボタン
を1度押す

 iPadのロック／ロック解除

1
電源を切るにはスリープ／スリープ解除
ボタンを［スライドで電源オフ］の表示が
出るまで押し続け❶、表示されたボタン
を右へスライドさせます❷。オフにした
iPadに電源を入れるには、スリープ／ス
リープ解除ボタンをアップルロゴが表示
されるまで押し続けます。

スリープ／スリープ解除ボタン
を押し続ける

 iPadの電源を切る／入れる

電源をオフにするとメールの受信なども
含め、iPadの全ての機能が利用できなく
なります。

電源のオフPoint

❶ ここを押して

❶ ここを押して

❷ スリープ状態

❸ どちらかを押して

❷ スライドさせて
電源を切ります

❹ スワイプして
ロックを解除します

iPad masterbook│ 009
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タッチディスプレイやアプリを
操作するには
iPadの画面操作は指で叩いたり、指で動かして行います。「使いたい
項目」を指で操作すればよいので、とてもわかりやすいでしょう。アプリ
の切り替えは「マルチタスク画面」を利用するとすばやく行えます。

Chapter 1［タッチ操作］

基本 応用

趣味 実用

 項目の選択やアプリの移動時の操作

タップとダブルタップ

押さえたままにする

アプリを起動する、文字の入力フォームを
指定するといった時は、指でそのアプリや
入力欄を1回軽く叩きます❶。これを「タッ
プ」といいます。また、2回叩くことを「ダ
ブルタップ」といいます。

叩く（タップ）だけでなく、軽く画面を指
で押さえた状態にすると❷、メニューを
呼び出したり、カーソルを表示したりと、
タップとは異なる操作ができます。例え
ば、テキスト入力時に入力フォームを長押
しすると、カーソルが表示されます。任意
の位置にカーソルを移動させることで、文
字の挿入、削除位置の指定が可能となり
ます。

mini
4Air 2Pro
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「マップ」アプリで表示した地図や再生中
の写真データ、閲覧中のWebサイトなど
は、閉じた2本指を開くように画面上で滑
らせると拡大します。これを「ピンチオー
プン」といいます❷。ピンチオープンした
画面は逆に指を閉じるように滑らせると
縮小します。これは「ピンチクローズ」と
いいます❸。

ピンチクローズ／
ピンチオープン

1 写真を表示して次の写真に移動する時
や、Webサイトを下に読んでいく時など、
指で位置を動かすことを「スクロール」と
いいます❶。また、画面を指で弾くように
操作するとすばやくスクロールでき、これ
は「フリック」と呼ばれます。

フリックとスクロール

 移動したり拡大／縮小する時の操作

1 iPadの画面を表示した時、アプリのア
イコンがたくさん並んでいるこの画面を
「ホーム画面」と呼びます。アプリが増え
てくるとこの画面は何枚にも増え（最大
15枚）、左右にフリックすることで画面を
移動できます❶。ホーム画面の一番下の
部分を「Dock」と呼びます❷。Dockは
ホーム画面のどのページでも常に同じア
プリが表示されます。

ホーム画面

 ホーム画面の基本操作

❶ 指で画面を移動します

❷ ここが
Dockです

❶ 次の画面に移動します

❷ ピンチオープンで
拡大表示します

❸ ピンチクローズで
縮小表示します

iPad masterbook│ 011
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2 ホーム画面やアプリの表示中に、ホーム
ボタン／Touch IDセンサーを素早く2
回押すと❸、マルチタスク画面が開きま
す。この画面では、最近使用したアプリや
連絡先の履歴が表示されます❹。表示さ
れたアプリの画面またはアイコンをタッ
プすると、該当アプリの画面に切り替わり
ます。画面を左右にフリックすると、表示
しきれず隠れているアプリの画面が表れ
ます。

マルチタスク画面を利用する

1 アプリを操作していて、ほかのアプリに
切り替えたくなったら、ホームボタン／
Touch IDセンサーを押します❶。ホーム
画面が表示されたら、改めて起動したい
アプリアイコンを表示します。ホーム画面
をタップしましょう❷。

ホーム画面に戻って切り替える

 アプリを切り替える

1 iPadではアプリを一度起動すると、他の
アプリに切り替えてもバックグラウンド
で起動したままになっています。特定アプ
リの調子が悪い場合などは、強制終了し
てみましょう。強制終了は、マルチタスク
画面から終了したいアプリを下から上に
ドラッグするだけです❶。

マルチタスク画面から終了

 アプリを終了する

❶ ホームボタン／Touch IDセンサーを押すと

❷ ホーム画面が表示されるのでほかのアプリを起動します

❸ ホームボタンを2回押すと

❶ 上にフリックします

2枚目以降のホーム画面の表示中にホー
ムボタン／Touch IDセンサーを押すと、
1枚目のホーム画面が表示されます。

ホーム画面の表示中はPoint

❹ 最近使用したアプリが表示され、
タップで切り替えられます
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3 Spotlight検索では、iPad内で入力した
ワードで検索できなかった場合は、Web
サイトの検索結果が表示されます❺。

インターネットを使った検索

「Spotlight検索」はアプリや連絡先、メモ
など、さまざまなコンテンツをまたいで一
括検索できる機能です。ホーム画面を中
心あたりから下方向にスライドすると❶、
Spotlight検索画面が表示されます❷。一
番上からスライドすると「通知」センター
が表示されてしまうので注意しましょう。

Spotlight検索を起動する

 まとめて検索する「Spotlight」機能を使う

❶ 下方向にスライド

2 検索したいキーワードを入力します❸。1
文字の入力でも結果が表示されます。例
えば「t」と入力した場合、購入した楽曲や
メールが検索されました❹。タップすると
それぞれのアプリが起動します。

キーワードを入力しよう

❸ 調べたいキーワードを入力

❹ 検索結果が表示された

❺ WEBサイト検索による結果

❷ 検索画面が表示された

iPad masterbook│ 013
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iPadをセットアップするには

iPadを購入したら、早速セットアップしておきましょう。セットアップ時
に設定した項目はあとからでも変更できますので、まずは設定してしま
うのがおすすめです。

Chapter 1［セットアップ］

基本 応用

趣味 実用

 iPad本体の基本設定を行う

iPadを起動する

キーボードの設定

iPad本体の右上にあるスリープ／スリー
プ解除ボタンを長押しして❶、iPadを起
動します。画面が表示されるので、［＞ス
ライドで設定］を指で左から右にスライド
します❷。次の画面で言語を［日本語］、国
または地域で［日本］を選びます。

使いたいキーボードをタップして選びま
す❸～❻。複数選択しても構いません。

❸ 五十音順キーボード ❹ ローマ字入力できる
フルキーボード

❺ 英字入力できる
フルキーボード

❻ 絵文字を入力できる
キーボード

❶ ここを長押しして起動します

❷ スライドしてロックを解除します

mini
4Air 2Pro
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Wi-Fiを設定する
使っているWi-Fi（無線LAN）のネットワー
ク名（アクセスポイント名）が表示されて
いたらタップで選択しましょう❼。パス
ワード入力画面になるので入力します❽。
ネットワーク名が表示されない場合は［別
のネットワークを選択］を選んで設定しま
す❾。

位置情報サービスの決定
iPadは位置情報サービスを利用して、自
分がいる場所を表示したり、「マップ」な
どのアプリに情報を示したりできます。こ
のサービスを利用するかどうかを選択し
ますが、特に問題がなければ［～オンにす
る］を選択しましょう10。

3

4

Touch IDの設定
iPadには、Touch IDセンサーが搭載さ
れており、iPadのロック解除にパスコー
ドを入力しなくても登録した指紋でロッ
ク解除できます。また、アプリや楽曲をダ
ウンロードする時のApple IDのパスワー
ド入力の代わりにも利用できます。この設
定は62ページで詳しく解説するので、こ
こでは［Touch IDを後で設定］をタップ
して次に進めます11。

5

位置情報サービスは、iPadをなくした時
に探す機能を使う時にも必要です。できれ
ばオンにしておきましょう。位置情報サー
ビスを使う時の注意点は66ページで解説
します。

iPadを探すためにも必要Point

❼ 使っている
ネットワーク名
をタップします

❾ ネットワーク名が表示されない場合は
ここを選択します

❽ 無線LANのパス
ワードを入力します

10 オンにします
（後から変更できます）

11 タップして次に進みます
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iPadのスリープを解除する時に必要なパ
スコードを6桁の数字で設定します12。設
定しなくてもかまいませんが、勝手に他人
にiPadを見られないためにも設定をおす
すめします。

パスコードの設定

12 同じ数字を2回入力します

6

iPadを設定
iPadを新しく購入した場合は、従来機の
データを新iPadへと移行させられます。
保存先に合わせたバックアップ先を指定
して、復元を選びます13。ここでは新しく
使い始める設定である［新しいiPadとし
て設定］を選択します14。

7

14 初めてiPadを使う場合は
こちらを選びます

13 バックアップがある場合は
こちらを選びます

1 AppleのiTunes Storeで曲やアプリをダ
ウンロードするのに必要なApple IDを作
成します❶。ここではApple IDの取得手
順を解説しますが、すでに持っている場合
はサインインすればこれ以降の手順は不
要です❷。取得するには、次の画面で誕生
日と名前を入力します。パスワードを忘れ
た際に必要です。

Apple IDを入力する

 Apple IDの設定と新規作成

❶ 新しく作る場合は
ここをタップします

❷ Apple IDがある場合は
ここからサインインします

016│ iPad masterbook

iP
ad

の
基
本
操
作

Chapter 1



2 Apple IDはメールアドレスを利用します。
すでに持っているアドレスを設定する場
合と❸、新しくiCloudアドレスを作って
それを使う場合があります❹。ここでは新
しく作ることにします。

メールアドレスを設定する

4 Apple IDのパスワードを入力します❻。
パスワードは8文字以上で数字と英字の
大文字小文字を混ぜて設定しましょう。

パスワードの設定

❸ 今自分が持っている
メールアドレスを使う場
合はこちらを選択します

❹ 新しくiCloudアドレス
を作る場合はこちらを選択
します

3 Apple IDで利用したいメールアドレスを
入力します❺。このメールアドレス宛に、
iTunes Storeでの購入履歴などが送信
されてきます。

メールアドレスを入力する

ここで［現在のメールアドレスを使用］を
選んでも、あとで取得することができます。

あとからも取得可能Point

❻ パスワードを設定します

❺ メールアドレスを入力します
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「iCloudキーチェーン」はパスワードなど
を異なるデバイス間で同期できる機能で
す。利用する場合は［続ける］を❶、利用し
ない場合は［iCloudキーチェーンを利用
しない］を選びます❷。

パスワードなどを同期できる

iPhoneやMacなど他のiCloud対応デバ
イスを持っていないなら設定しなくても
構いません。後から「設定」の［iCloud］で
も設定できます。

不要なら設定しないPoint

❹ 別のコードを使うには
ここをタップします

❸ 同じコードを使う場合は
ここをタップします

17ページの手順4で設定したパスコード
を、iCloudのセキュリティコードとして
利用するか決めます❸❹。ここでは、［別
のコードを作成］を選びます。なお、新し
くコードを作成する場合、確認用の認証
番号がSMS（ショートメール）で送られ
てきます。SMSが受信できる携帯番号の
登録が必要です。

iCloudセキュリティコードの設定

iPadのパスコードとiCloudのパスコード
は、セキュリティの関係から別の数字にす
ることをおすすめします。

別のコードがおすすめPoint

iCloud Driveの設定の画面が表示された
ら、ひとまず「オフにする」で進めてくだ
さい。

iCloud Driveの設定Point

2

1

 iCloudキーチェーンの設定

パスワードを忘れた場合に備えて、セキュ
リティ質問とその答えを設定しておきま
す。3つすべて設定する必要があります。

セキュリティ質問の設定5

❷ 設定しない場合は
ここを選択します

❶ 設定する場合は
ここを選択します
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1 iPadの使用状況データをAppleに送信
し、品質向上に協力するかどうかの設定を
行います❶。

診断データの送信

 設定を完了する

1 Siriは、iPadに話しかけて音声でアプリ
の起動やメッセージ送信などを行う機能
です。利用する場合は［Siriをオンにする］
をタップします❶。使わない場合は［Siri
を後で設定する］をタップします❷。

音声入力のSiri

 Siriのオン／オフ

2 設定が終わりました。［さあ、はじめよ
う！］をタップすると、ホーム画面が表示
されます❷。

さあ、はじめよう！

❶ 使う場合はここをタップ

❷ 使わない場合はここをタップ

❶ どちらかを選びます

❷ タップして始めましょう！
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iPadはiOSを更新（ソフトウェア・アップデート）
することで、既知の不具合が修正されるほか、新機
能が追加されたり、機能が向上したりします。Wi-Fi
（無線LAN）に接続された環境であればiPad単体で
iOSの更新が行えますが、PCソフトの「iTunes」
を利用しても更新できます。なお、電話回線を使った

データ通信（3G、LTE/4G）では更新できないので
注意しましょう。また、更新プログラムの容量によっ
てはダウンロードやインストールに時間がかかりま
す。バッテリ残量はもちろんですが、時間も余裕を
もってiOSの更新をしたいですね。

●アップデータの確認
アップデートを確認するには［設定］の［一般］を
開き、［ソフトウェア・アップデート］をタップし
ます。アップデータがある場合は表示される［ダ
ウンロードとインストール］をタップします。

利用規約を読んで［同意する］をタップすると、
アップデータのダウンロードが始まります。イン
ストール画面が表示されるので、［インストール］
をタップしましょう。

●「iTunes」でアップデートする
「iTunes」を使ってiPadのiOSを更新す
る場合は、PCまたはMacとiPadを付
属のLightningケーブルを使って接続し
ます。次に「iTunes」を起動して画面左上
の「デバイス」アイコンをクリックします。
接続したiPadの情報が表示されるので、
「設定」の［概要］にある［更新プログラム
の確認］をクリックします。iOSの更新が
ある場合は、更新ファイルのダウンロード
が開始され、インストールが行われます。

iPadのソフトウェア・アップデートPoint
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iPadに文字や絵を入力する

iPadは指先で画面に触れて操作します。文字を入力する場面では自動で画面の下部
にキーボードが現れ、キーに触れて入力します。絵も指先で描きます。また、指先以外
の方法もあります。一般的なタッチペンや、iPad Pro専用のApple Pencil、外付
けキーボードなどです。話し言葉で文字を入力する機能もあります。



1

Apple Pencilを使うには

Apple Pencilは、iPad Pro専用のApple製のタッチペンです。Apple 
Pencil、iPad Pro、対応アプリとの組み合わせで使うことにより、力の入れ具
合やペンの傾きに応じて線の濃さや太さが変わるなど、直感的に楽しめます。

Chapter 2［Apple Pencil］

基本 応用

趣味 実用

充電する
ペン先の反対側のキャップをはずし、
iPad ProのLightningコネクタに差し込
みます❶。これで充電されます。使ってい
る最中にApple Pencilのバッテリーが切
れたら、このようにして15秒間差し込む
と30分間使えるようになります。

mini
4Air 2Pro

2 ペアリングする
初めてApple PencilをiPad Proに差し
込んだ時は、ペアリングを要求するダイ
アログが自動で開きます。［ペアリング］
をタップします❷。このダイアログが開く
のは最初の1回だけです。これでApple 
Pencilを使える状態になります。

❷ タップします

Apple PencilとiPad Proは、無線の規格
のひとつであるBluetoothで通信します。
Apple PencilとiPad Proを1対1で対応
させて通信できるようにすることを「ペアリ
ング」といいます。

ペアリングとは？Point

❶ Lightningコネクタに
差し込んで充電します
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Apple Pencilの
バッテリー残量を見る
画面の上部から下へスワイプして通知セ
ンターを表示します❸。［ウィジェット］を
タップすると❹、Apple Pencilのバッテ
リー残量を確認できます❺。

「メモ」を起動して
新規ページを作る
Apple Pencil対応のアプリなら、描く時
の筆圧やペン先の傾きに応じて線などを
描き分けられます。標準で付属している
アプリでは「メモ」がApple Pencilに対
応しているので試してみましょう。ホー
ム画面で［メモ］をタップして起動します
❻。 をタップして、新しいページを作り
ます❼。キーボードが自動で表示されたら
をタップします❽。

❸ スワイプして通知センター（詳しくは110ページ）
を表示します

❹ タップします ❺ バッテリー残量です

❻ 「メモ」を起動します

❼ タップします

❽ タップします

12 タップしてこの図を保存します

3

4

ドラッグして描く
マーカーをタップして選択し❾、好みの色
をタップして選択します10。力の入れ具合
やペンの角度を変えて描いてみましょう
11。この図で、青色の線（上の段）は力の入
れ具合を変えて描いたもの、赤色の線（下
の段）はペンの傾きを変えて描いたもの
です。描き終わって、これを保存する時は
［完了］をタップします12。

5

11 ドラッグして
描きます❾ タップします 10 タップします

「メモ」アプリについて詳しくは44ページを
参照してください。

「メモ」アプリの操作Point
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1

iPadで絵を描くには

iPadの画面は、絵を描くのにも十分な広さです。筆や鉛筆、ペンの使
い分けもカンタンです。無料のソフトでも、高性能なお絵かきアプリが
あります。気軽に始めてみましょう。

Chapter 2［お絵描きアプリ］

基本 応用

趣味 実用

ツールを選ぶ
本書では「Autodesk SketchBook」で解
説します。このアプリをApp Storeから
インストールして起動します（インストー
ルについては88ページ参照）。ツールを
タップして選択します❶。上のスライダを
ドラッグして太さを変えます❷。下のスラ
イダをドラッグして透明度を変えます❸。

このアプリはApple Pencilに対応してい
て、一部のツールで筆圧や傾きに応じて描
かれる線が変わります。また、iPad Proと
Apple Pencilの組み合わせに限らず、どの
iPadでも、指先よりタッチペンの方が描きや
すいかもしれません。絵を描くことが多い方
は、iPad対応のタッチペンを試してみては
いかがでしょうか。

Apple Pencilに
対応しているPoint

2 色を選んで描く
カラーのツールをタップします❹。外側で
色をタップして選択し❺、内側でその色
の明るさをタップして選択します❻。また
は、下のカラーパレットから使いたい色を
タップします❼。選択したら をタップ
して閉じます❽。ここまで設定できたら、
ドラッグして描きます。

a 無料　d Autodesk
D 63.9MB

Autodesk SketchBook

mini
4Air 2Pro

❹ タップします

❽ タップします

❶ タップします

❷ ドラッグして太さを変えます

❸ ドラッグして透明度を変えます

❺ タップします

❻ タップします

❼ こちらをタップ
することもできます
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文字を入れる
文字を入れることもできます。 をタッ
プし❾、［テキスト］をタップします10。こ
の後、小さなダイアログが開くので、文字
を入力し、フォントを選択します。

保存する
をタップします14。ダイアログが開い

たら［ギャラリー］をタップします15。この
後、ダイアログが開くので［現在のスケッ
チを保存］をタップします。

3

5

❾ タップします

10 タップします

レイヤーを使う
このアプリにはレイヤーの機能もありま
す。 をタップしてレイヤーを追加しま
す11。レイヤーをタップして選択してから
描きます12。いずれかのレイヤーを長く押
し、押したまま上下に動かして重なりの順
序を変えることができます13。

4

レイヤーとは、透明のシートを重ね合わせて
1枚の絵に仕上げていくものです。たとえば
下のレイヤーに背景を、上のレイヤーに対象
物を描けば、きれいに重ね合わせることがで
きますし、後から背景か対象物のどちらかだ
けを描きなおすのも簡単です。

レイヤーとは？Point

12 タップして選択して
から描きます

11 タップしてレイヤー
を追加します

13 ドラッグして
移動できます

15 タップします

14 タップします
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2

 書道をする

書道のシミュレーションを
楽しむには
書道のシミュレーションも、iPadでできます。どのiPadでも楽しめます
が、iPad ProとApple Pencilを使うとよりリアルな質感で書くことが
できます。

Chapter 2［書道アプリ］

基本 応用

趣味 実用

mini
4Air 2Pro

書道のアプリを起動する
書道を再現するアプリとして、ここで
は「Zen Brush 2」を使用します。この
アプリをApp Storeから購入してイン
ストールします（インストールについて
は88ページ参照）。ホーム画面でこのア
プリのアイコンをタップして起動します
❶。App Storeからの購入については
Chapter 4を参照してください。

指先かApple Pencilかを
設定する
をタップします❷。メニューが表示さ

れたら［タッチ／スタイラス］をタップし
ます❸。iPad ProとApple Pencilを使
う場合は［指とApple Pencil］をタップし
て選択します。それ以外の場合は［指によ
る描画（筆圧をシミュレート）］をタップし
て選択すると、指先で筆のニュアンスを
再現できます❹。メニュー以外の場所を
タップすると、メニューが消えます。

❶ タップします

a 360円　d P SOFTHOUSE Co., Ltd.
D 47.5MB

Zen Brush 2

❷ タップします

❸ タップします

❹ いずれかをタップして選択します
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3 墨の色などを選んで書く
墨の色をタップして選択します❺。筆の太
さを左右にドラッグして設定します❻。墨
の濃さと❼、墨の水分の加減もタップして
選択します❽。ドラッグして書きましょう
❾。

5 紙を変える
をタップすると、紙の質感や色、柄を変

更できます14。書道作品のほか、案内状や
メニューなどさまざまな用途で使えるで
しょう。

4 書いたものを消す
をタップすると、直前に書いたものを

消せます10。 をタップして選択し11。書
き間違えた部分などをドラッグすると、消
すことができます12。すべて消す場合は、
をタップします13。

❺ タップ
します

10 タップして直前の
操作を取り消します

11 タップし、 12 ドラッグすると
消えます

13 タップするとすべて消えます

14 タップして紙を
変更できます

❼ タップ
します

❻ ドラッグ
します

❽ タップ
します

❾ 書きます
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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すぐに効くテクニックが満載!
MacBookを便利に使いこなせる
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の使い
方がキホンからわかる解説書です。macOS Sierra（シエ
ラ）をサポートしています。最新のMacBook Proに対応
しており、気になるTouch Barの使い方をしっかり掲載し
ました。さらにiCloudの仕組み、iPhoneとのデータやり取
り、写真や動画の管理、ビジネスでの活用法など、
MacBookをより便利に使いこなせる内容になっています。
MacBookを使いこなすのに最適な1冊です。

MacBook マスターブック 
macOS Sierra 対応版

マイナビ出版
松山茂・矢橋司（著者）
320 ページ
価格：1,922 円（PDF）

Mac

MacBookの特徴や、基本的な
使い方から解説。はじめてMacに
触れる方でも理解できる

Windows 10のトラブル解決＆
活用ワザが満載!
本書は、目的別に213個のワザでWindows 10の便利な
機能と新機能を解説。同OS最大の特徴である［スタート］
メニュー、［設定］画面、Microsoftアカウントの使い方が
よく分かります。通読すればWindows 10の機能が身に
付くこと間違いありません。「Microsoft Edge」「指紋認
証」「Cortana」「Windows Inkワークスペース」といった
新機能もしっかりフォロー。使っていて遭遇しがちなトラブ
ルも対応方法を紹介しています。

できるポケット 
Windows 10 困った！
＆便利技 213 改訂 2 版
インプレス
広野忠敏・できるシリーズ編集部（著者）
272ページ
価格：853 円（PDF）

Windows

初めてWindo
ws 10を使う方

、

Windows 10を
使い始めた方に

おすすめ!

各テクニックはお役立ち度で
ランク付け。目的や知りたい
ことからワザを探せる

Windowsから
Macに

移行したばかり
のユーザーが

戸惑う操作もし
っかりフォロー



ふだんの仕事で役に立つ
ショートカットキー280 個

Windows

正確さと速さを両立した
タイピングを身に付ける

Windows

Windows 10の基本 &応用 !
使いこなすための一冊

Windows

macOS Sierraを完全解説
416ページの大ボリューム

大画面&高性能カメラの
iPhone 7 Plusを徹底解説
スマートフォン・
タブレット

PowerShellを使いこなして
Windowsシステムを管理

Windows

できるポケット 
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典

仕事に便利な 280 個のショートカットキーを操作
方法とともに解説。利用頻度の「よく使う度」、
作業がどれくらい速くなるかの目安「短縮度」、実
践的な使い方を紹介する「組み合わせ」など、
役立つヒントが満載です。

インプレス　株式会社インサイトイメージ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）

208 ページ　価格：972 円（PDF）

キー入力がみるみる速くなる 
タイピング上達の法則

タッチタイピングの習得は、決して難しくありませ
ん。本書はよく使うキーから覚えていくため、無
理なく正確なキー入力が身に付きます。オリジナ
ルの文例で繰り返し練習すれば、メキメキと上達
を実感できるでしょう。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

96 ページ　価格：950 円（PDF）

Windows 10 使いこなしガイド　
Anniversary Update 対応

本書では、Windows 10 の基本操作からもっと
便利な Windows 10 の使いこなし方まで網羅。
ワンランク上の知識が身に付くコラムも満載です。
Windows 10 を使う際に覚えておきたい知識やテ
クニックを幅広く紹介しています。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

128 ページ　価格：953 円（PDF）

macOS Sierra
マスターブック

macOS Sierra の新機能、アップグレード機能
をはじめ、ほぼすべての機能を網羅した大ボリュー
ムの解説書です。新機能を含むほとんどの機能を、
画面写真とステップバイステップの解説でわかり
やすく説明しました。

マイナビ出版
小山香織（著者）

416 ページ　価格：2,138 円（PDF）

できるポケット 
ドコモの iPhone 7 Plus 
基本＆活用ワザ 100

通話やインターネットといった基本はもちろん、ド
コモメールの設定や電話帳の移行など、ドコモの
iPhone 7 Plus の使い方を丁寧に説明。さらに、
おすすめのアプリやまめ知識など、iPhone を楽
しむヒントが満載です。

インプレス　法林岳之・橋本保・清水理史・白根雅彦・
できるシリーズ編集部（著者）

288 ページ　価格：950 円（書籍）

Windows PowerShell
逆引きハンドブック

Microsoft が Windows 用に開発したコマンドラ
イン方式のシェルと、スクリプト実行環境である
Windows PowerShell の使い方を逆引き方式で
解説。ほぼすべてのコマンドを網羅し、最新のバー
ジョン5.0 に対応しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

736 ページ　価格：4,082 円（PDF）
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