
ブレーンライブラリーは、シャープの電子辞書「Brain」専用のWebサイトです。
本を購入したり、無料で読める青空文庫から電子書籍として
ダウンロードしたりして、ブレーンのコンテンツを増やせます。
電子書籍は、電子辞書「Brain」に入れて持ち歩けるほか、

パソコンでも読むことができます。 

英語大辞典・専門辞典

●外国語や専門辞書を追加して、大学進学後も活用できます 

辞書や学習教材を追加できる、ブレーン専用の書店サイト

● 青空文庫  約13,000冊（無料）
夏目 漱石　樋口 一葉　福沢 諭吉　二葉亭 四迷　正岡 子規　宮沢 賢治　
紫式部　森 鴎外　柳田 国男　与謝野 晶子　吉川 英治　芥川 竜之介　石川 啄木　
勝 海舟　国木田 独歩　グリム　小泉 八雲　坂本 竜馬　島崎 藤村　谷崎 潤一郎　
江戸川 乱歩　太宰 治　ウィリアム・シェークスピア　アーサー・コナンドイル など

名作を読んで
読む力を養う

https://brain-library.com/

表紙イラスト：木与瀬ゆら
〈ご注意〉本冊子の全部または一部を、商標権者ならびにシャープ株式会社に無断で、複製（コピー）、転載、
改ざん、公衆送信する事を禁じます。 PWBOOK6

外国語

フランス語 ドイツ語 韓国語 中国語

Brain活用マスターブック

ブレーンライブラリーのご紹介

授業で調べる

自宅で学べる
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電子辞書の日時設定は正しくできていますか？

もくじ ホーム画面
基　本

調べる

学べる

役立つ

❶　　　　　　を押して、ホーム画面を表示。
　　　
❷「　  設定」をタッチ。
　  設定メニュー画面を表示。
　　　
❸「日付と時刻の設定」を選び「決定」。
　  数字入力はキーボードで行います。
　　　
❹「決定」を押すと登録され、
　  設定メニュー画面に戻ります。

検索や分野別コンテンツなどの総合メニュー

調べたい語句を入力し、検索ができます。
収録コンテンツを一覧表示。

各分類からコンテンツを選べます。

Brain Learning 画面に切り替わります。

調べる機能（入力欄）

履歴表示エリア

操作タッチキー

切り替えボタン

メニュー
アイコン
エリア

一覧から選ぶ
国語系
英語系
数理社
学習する

アクセサリー

（設定）
（使い方）

設定メニュー画面を表示します。
取扱説明書を収録しています。
利用したコンテンツのアイコンを6個まで履歴表示します。

追加コンテンツ、ツール、手書き暗記メモ 等を
利用するためのアイコンです。

シーンによって表示されるボタンが変わるので、
初めて電子辞書を使う人でも直感的に使えます。
ホーム画面、Brain Learning 画面、お気に入り画面に
切り替えることができます。

・ 自分の使うコンテンツやツールを
  21 個設定することができます ・ 各教科の学習メニュー

お気に入り画面 Brain Learning 画面

切り替えボタン

操作タッチキー

調べる機能
（入力欄）

メニューアイコン
エリア

履歴表示エリア

ホーム

ホーム画面 １

英語を調べる ２－３

日本語を調べる ４－５

暗記学習　マーカーテスト ６

暗記学習　自動単語帳 ／ 暗記ツール ７

英語 4技能を磨く　聞く ８

英語 4技能を磨く　話す ９

英語 4技能を磨く　書く 10

英語 4技能を磨く　読む ／ 検定対策 11

キーボード練習 ／ 各種設定 12

所有者情報設定 13

❸
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操作タッチキーを使ってみましょう

■複数の辞書を使って英単語を検索

❶　　 　　　  を押して、
　ホーム画面を表示。

❷「あA１」をタッチして、
　メニューから「A B C」をタッチ。
　　　
　「あA 1」の「A」が強調表示され、
　英語が入力できるようになります。

❸入力欄に「action」と入力し始めると、
　検索リスト画面に切り替わり、
　一括検索が始まります。

❹▼  ▲  で選び、「決定」を押します。
❺　　　  や　　　　を
　タッチすると「解説」「用例」が表示されます。
　終了するときは「戻る」を2回押します。

❶　　　　　　 を押して、
　ホーム画面を表示。

❷「あA１」をタッチして、
　メニューから「ABC」をタッチ。

❸入力欄に「likely」と入力し始めると、
　検索リスト画面に切り替わり、
　一括検索が始まります。

❹「例文検索」にタッチして、
　例文検索を開始します。

　「likely」を使った例文が表示されます。

❺タブを切替えて、各コンテンツの
　例文が確認できます。
　

❶　　　　をタッチすると
　音声が再生されます。

❷　　  の状態で操作タッチキーの
　「聞き比べ」をタッチ。
　
❸お手本が流れた後、
　マイクに向かって発音。
　完了したら、「録音終了」をタッチ。

　お手本に続いて、録音された音声が
　再生され聞き比べができます。

■お手本を聞いて、発音練習

■例文・成句（イディオム）を検索ホーム画面から英語を調べる
最大３つの英単語をスペースでつないで入力し、それらの単語が
すべて含まれる例文、成句を複数の英和辞典などから検索できます。
ここでは例文検索の操作を行います。

画面右に表示されている操作タッチキーから、様々な操作ができます。
操作タッチキーの内容は、画面の状態やコンテンツにより異なります。

操作タッチキー表示エリアが拡大し、その画面で
使用できるすべての機能を表示、選択できます。

文字サイズを切り替えるときに使います。

表示中の画面を残したまま、調べられます。
引き比べができるので便利です。

詳細画面の例文や補足説明などを省略し、
意味などを箇条書きで表示します。

開 く
開く

文字
サイズ

文字サイズ

2 画面
検索

2 画面検索

早見 早見

解説 例

キーボード操作方式

タッチ操作方式

マイク位置

マイクの位置

ホーム

ホーム

タブ

❹
❸

❺

❺

❸
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画面表示できるキーボード

■辞書を選んで検索
❶　　 　　　　を押して、
　ホーム画面を表示。

❷「一覧から選ぶ」をタッチし、
　辞書一覧から
　「新明解国語辞典」をタッチ。

❸入力欄に「かんせい」と入力。
　候補がリスト表示されます。

❹「閑静」をタッチ。
　詳細画面が表示されます。

■読めない言葉は書いて調べる
❶　　 　　　　を押して、
　ホーム画面を表示。

❷「あA１」をタッチして、
　メニューから「あいう」をタッチ。

❸操作タッチキーの　　  をタッチ。

❹枠の中に付属のペンで「強ち」と
　書きます。

❺正しく認識されていれば、
　「強ち」をタッチ。
　詳細説明が表示されます。

■なぞって検索（Sジャンプ）

50音かな入力の
キーボード

QWERTY配列の
キーボード

❻「ひたむき」をタッチして範囲指定し、
　「Sジャンプ」をタッチ。

❼画面右に候補が表示されます。
　コンテンツを選び、タッチ。

■全文検索

❶　　 　　　　 を押して、
　ホーム画面を表示。

❷「あA１」をタッチして、
　メニューから「あいう」をタッチ。

❸入力欄に「とよとみ」と入力し、
　「スペース／変換」キーを押す。
　「豊臣」と漢字表示。

❹「決定」を押すと、
　検索リスト画面に切り替わり、
　一括検索の結果が表示されます。

❺「全文検索」にタッチして、
　全文検索を開始します。

　説明文に「豊臣」が含まれる見出し語がリスト表示されます。

国語辞典で言葉を調べる

一括検索は、見出し語から検索しますが、全文検索は説明文の中からも検索する
ので、入力した文字列が説明の文章中に含まれていれば、その項目が候補として
表示されます。

詳細画面に表示されている言葉を、
さらに調べます。

ホーム

ホーム

ホーム

❸ ❹

❺

❻

❹

❹

❺
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■マーカーを引く、マーカーテストをする

❶マーカーを引きたい部分をタッチして
　範囲指定し、 「マーカー」をタッチ。

❷マーカーの色を選び、タッチ。

❸選択された色のマーカーを引いて
　表示されます。

❹操作タッチキーの　　　をタッチ、
　「マーカーテスト」をタッチ。
　
　マーカーテストのリスト画面が
　表示されます。

❺マーカーテストをしたい語を
　 選んでタッチ。
　
　マーカー部分の文字が隠されます。

❻マーカー部分にタッチすると
　隠れている内容が表示されます。

暗記学習

覚えたい語句にマーカーを引いて登録しておけば、マーカー部分を隠して、
覚えることができます。 

■自動単語帳※

❶Brain Learning 画面の単語表示をタッチします。
　自動単語帳に登録されている単語が１つ、ランダムに選択され表示。
　　
❷「知ってる」「知らない」のタッチを繰り返して学習します。

❸復習テスト終了後、理解度リストが表示されます。

英語や国語などの対象コンテンツで、検索し詳細画面を表示した見出し語が、
「自動単語帳」に自動で登録されます。 自分専用の単語帳で復習テストができます。

■暗記ツール

❶Brain learning 画面の「英語」をタッチし、
　「システム英単語」を選びます。
　　
❷「学習をする」「新規」をタッチ、カテゴリーを
　選択すると、赤いシートの暗記学習画面を表示。

❸赤いシート部分をドラッグすると、行単位で
　シートが動きます。

赤、緑、紺のシートをタッチ操作で上下に動かして暗記学習ができます。
学習の進捗を見たり、確認テストもできます。

● マーカーは1回で最大120文字まで引くことができます。
● マーカーは1つのデータに10カ所まで引くことができます。

・シートは、赤、緑、紺から選べます。
・「書いて覚える」は、自由に書き込める白紙のシートを
　表示、閉じるときには「戻る」をタッチ。

※ 本体を調べるスタイルから学習スタイルにしたとき、現在表示されている内容では
 なく、最近使用した暗記ツールコンテンツや自動単語帳を表示することができます。
 ホーム画面の 「　  設定」で学習スタイルの動作設定をONにしてください。

開 く

❶

❶ ❷ ❸

❸

❸

❹

❻
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Brain Learning 画面

■ステップリスニング

❶Brain Learning 画面の「聞く」をタッチ、
　「リトル・チャロvol.2」を選び、
　「目次を表示」をタッチ。
　

❷「リスニング」　「リピーティング」
　「シャドーイング」の選択画面を
　表示します。

ステップリスニング機能は「リスニング」「リピーティング」「シャドーイング」の
３つのモードを使って、英語を聞いたり話したりしながら学習する機能です。

■ATR CALL 5000で単語発音採点

❶Brain Learning画面の
　「話す」をタッチ、
　「ATR CALL 5000」を選びます。

❷「単語発音練習」をタッチ。

　お手本の発音が再生されます。
　

❸「録音」をタッチして、
　マイクに向かって発音。
　完了したら「録音停止」をタッチ。

　自動採点され、点数が表示されます。

❹単語発音練習は10問出題されます。

学習のためのメニュー画面です。
英語のほかに、国語、数学、理科、
地歴・公民の暗記学習ができます。

学習の進捗状況も確認できます。

点数を励みに楽しく発音練習ができます。性別・年齢の違う30 人以上のネイティブ
音声がランダムに再生されるので、バランス良い発音が身に付けられます。 文章単位
の発音練習にも対応。正しい発音を身につけることで、聞き取る力も養えます。

❸「リスニング」をタッチ、
　episodeを選びます。

❹リスニング学習が始まります。

❶表示切替ボタン、  ❷表示言語切替ボタン、  ❸再生操作ボタン、 
❹再生速度切替ボタンを使って、自分にあったリスニング学習ができます。

会話文などが連続で再生され、リスニング学習ができます。画面
表示や表示する言語を変更して、お好みの表示で学習できます。

会話文などの再生が 1文ごとに一時停止します。再生された音声
をまねて発音練習ができます。

文章を見ずに音声だけを聞きながら少し遅れて復唱するシャドー
イング学習ができます。

リスニング

リピーティング

シャドーイング

©NHK･NHKエデュケーショナル2008

英語4技能を磨く 聞く 英語4技能を磨く 話す

❶ ❷ ❸ ❹

❷
❷

❹

❸

❹
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検定対策学習

■英作ボードスピーキングプラス

❶Brain Learning画面の
　「書く」をタッチ、
　「ABOUT ME FOR STUDENTS」を
　選びます。

❷「Unit6　やりたいこと」を選び、
　「037　将来の夢」をタッチ。

❸操作タッチキーの
　「英作ボード」をタッチ。

❹参考になる英文を見ながら、
　キーボードから英文入力をします。

❺操作タッチキーの「スピーキング」をタッチ。
❻「文章全体」をタッチ。
　英文の先頭から最後まで読み上げ、
　その後、録音が始まります。

❼発音が完了したら、
　「録音終了」にタッチ。
　再度、英文を連続で読み上げ、
　続いて、録音した声が再生されます。

コンテンツの内容や例文を参考に、自作の英文を作成することができます。
入力した文章は連続して読み上げたり、自分の発音と聞き比べたりすることができます。 

■OXFORD BOOKWORMSベストセラー厳選集

❶Brain Learning 画面の「読む」をタッチ。

❷読みたい本を選んで、「決定」

❸Sジャンプ機能で意味を調べながら、読むことができます。

自分に合った語彙レベルの本から読み進められます。

■英検Ⓡガイド

❶Brain Learning 画面の
　「英検ガイド」をタッチ。

❷学習したい級を選び、
　「過去問にチャレンジ」をタッチ。

❸「テストをする」をタッチ。
　項目を選び、テストを始めます。

英検Ⓡについての様々な情報が
各級別に確認できます。
５～1級の過去問題集を呼び出して、
学習できます。

● 大文字を入力するときは、「シフト」ボタンを押してから文字を押します。
● ピリオドやクエスチョンマークは「あ A1／記号」キーを押して選びます。
● 操作タッチキーの「表示切替」にタッチすると、上半分表示、全画面表示、下半分表示、
　 と入力エリアの表示位置が切り替わります。
● 操作タッチキーの「文字サイズ」にタッチすると、3 段階調整ができます。

● 英作ボードを終了するときは、「戻る」をタッチ。入力した文章は自動保存されます。
● 最大 200ファイル保存可能です。

● 連続読上で、リスニング教材としても活用できます。

レベル 単語数 主なタイトル
Starter
Stage1
Stage2
Stage3
Stage4
Stage5
Stage6

危険なドライブ
ウサイン・ボルト
スティーブン・ホーキング
クリスマス・キャロル
ガンジー
嵐が丘
ジェーン・エア

250
400
700
1,000
1,400
1,800
2,500

英語4技能を磨く 書く 英語4技能を磨く 読む

❷

❸

❷

❸

❹
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キーボード練習 所有者情報設定※

自分専用の使いやすい Brain にカスタマイズ

■キーボードトレーニング

❶　　　　を押して、
　操作タッチキーの「ツール」にタッチし、　　　
　「キーボードトレーニング」 を選びます。 

❷「ローマ字で言葉を入力」をタッチ。
　選択メニュー画面が表示されます。 ❶　　　　　　を押して、

　ホーム画面を表示。
　「　 設定」をタッチ。

❷設定メニュー画面で
　「所有者情報設定」をタッチ。

❸「変更する」をタッチ。
　数字 8桁以内で暗証番号を入力して
　「決定」を押します。

❹所有者情報の入力画面が表示され、
　「名前」の入力欄にカーソルが
　表示されます。 
　名前などの所有者情報を入力します。

名前や学校名などの所有者情報を登録できます。登録した所有者情報は、
他人が変更や消去できないように暗証番号（パスワード）で保護されます。
電源を入れたときのオープニング画面、ホーム画面に名前を表示できます。

❺「決定」を押すと暗証番号と
　所有者情報が登録されます。 

❻設定メニュー画面で
　「ホーム背景設定」を選んで、
　「背景１（名前表示あり）」をタッチ。

❼　　　　 を押して、ホーム画面を表示。

❸「練習モード」をタッチ。
　カウントダウンが始まり、練習開始。

キーボードからの日本語入力 （ローマ字かな入力）を練習できます。

ホーム画面の「　 設定」から変更できます。

● 練習モード： 言葉（単語）とローマ字入力の正解例が表示されますので、
 入力確認しながら練習できます。問題はランダムに10問出題。 
● テストモード： ローマ字入力の正解例が画面に表示されないので、
 正しいローマ字入力を覚えているどうか確認できます。

● 電源を入れたときのオープニング画面に名前を表示させたいときは、
　 ホーム画面の 「　  設定」から「オープニング設定」で行えます。

● 姓名など日本語の漢字入力、カタカナ入力するときは手書き入力が便利です。

※ 設定した暗証番号（パスワード）を忘れると、所有者情報の変更や削除ができなくなり
 　ます。暗証番号は必ず紙などに控え、他の人に見られないところに保管してください。
※ 暗証番号と所有者情報は、本体を初期化してもリセットされません。
　 暗証番号を忘れた場合、暗証番号解除のご依頼をお受けできませんので、ご注意
　 ください。

・10問終了すると終了画面を表示。
　正解率、ベストタイムや
　過去 3回のタイムが表示されます。 

一括検索の対象となるコンテンツを選択して、
検索結果を絞り込むことができます。

ホーム画面の背景に表示する内容を設定します。

液晶画面のバックライトが暗くなるまでの時間を
設定できます。（初期設定は30秒）

一括検索対象
コンテンツ設定

ホーム背景設定

減光時間設定

ホーム

ホーム

ホーム

❶

❷

❹

❼

❸


