
学習用 iPad およびオプション品について 

(1) 学習用 iPad

仕  様： Apple 10.2インチ iPad（iPad第 9世代 WiFiモデル） 

高校生は 256GB モデル、中等部生は 64GBモデルになります。 

必ずプラン A～Cのどれか１つを購入してください。 

（学習用設定をした iPadのため、既に iPadをお持ちの方も購入していただきます。） 

(2) iPadのオプション販売（希望者への販売です）

オプション商品 説明 

電子辞書アプリ Brain+ 
iPad にインストールする辞書アプリです。家でも学校でも同

じ辞書が使え、通学の荷物を軽くすることができます。 

延長保証サービス 

 まもる君 Flat3 年保証 

落下や水濡れなどの破損の修理費用を 3 年間で 5 万円まで保

証します。※経年劣化やバッテリーなどは保証の対象外です。 

P-TPACSTAP01GY（ELECOM社） 

デジタルペン 

iPad専用のデジタルペンです。パームリジェクションという

機能で、紙に書くのと同じようなイメージで iPadにメモを取

ることができます。 

(3)Brain+

基礎パックは 国語と英語の辞書を中心とした 10コンテンツ 

総合パックは 基礎パックの辞書＋家庭学習などに役立つ学習コンテンツ(高校向け)を 

 セットにした 31コンテンツになります。 

Brain+紹介動画 https://youtu.be/JHY0dMJQzew 

【選ぶポイント】 

電子辞書を持っていないので iPadに辞書機能を持たせたい場合などの場合はお勧めです。 

登録証を利用して iPadに辞書データをダウンロードして利用します。登録証があれば iPad高校や 

大学に進学して iPadを買い換えても利用可能です。 

今回の辞書パックは学校導入専用モデルです。辞書をまとめてお得に購入できます。 

昨年度は基礎パックを約 28％、総合パックを約 60％の新入生が購入しました。 



辞書や参考書をパソコンで活用！
統合型学習アプリケーションのご案内

学校導入専用モデル
～量販店での一般販売はしておりません～

辞書や参考書を搭載した
パソコン用の学習用アプリケーション

ニーズに合わせて選べるコンテンツパック

♪マーク：ネイティブ音声などの音声収録

計10コンテンツ収録

基礎学習パックに含まれる10コンテンツ 総合学習パックに追加される21コンテンツ
《搭載コンテンツ詳細》

保護者の皆様へ 東海大学付属浦安高等学校・中等部

6教科対応 計31コンテンツ収録

総合学習パックに追加される21コンテンツ
英語 ジーニアス英和辞典 第5版 大修館書店 ♪

英語 ジーニアス和英辞典 第3版 大修館書店
英語 オーレックス英和辞典 第2版 旺文社
英語 オーレックス和英辞典 第2版 旺文社
国語 大辞林 4.0 三省堂
国語 新明解国語辞典 第七版 三省堂 ♪

国語 旺文社 標準国語辞典 第七版 旺文社
国語 旺文社 全訳古語辞典 第五版 旺文社 ♪

国語 旺文社 古語辞典 第十版 増補
版

旺文社

国語 漢字源 改訂第五版(JIS 第1～
第4水準版)

学研

英語 徹底例解 ロイヤル英文法 改訂新版 旺文社
英語 改訂版 キクタン【Entry】2000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタン【Basic】4000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタン【Advanced】6000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタン【Super】12000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタンリーディング【Basic】4000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタンリーディング【Advanced】6000 アルク ♪

英語 改訂版 キクタンリーディング【Super】12000 アルク ♪

英語 ユメジュク 夢をかなえる英熟語 アルク ♪

数学 高校数学解法事典 第九版 旺文社
理科 旺文社 化学事典 旺文社
理科 旺文社 物理事典 旺文社
理科 旺文社 生物事典 五訂版 旺文社
理科 地学用語集 旺文社
地歴 山川 日本史小辞典 新版 山川出版社
地歴 山川 世界史小辞典 改訂新版 山川出版社
地歴 Z会 入試に出る日本史B 用語＆問題2100 改訂第2版 Ｚ会出版
地歴 Z会 入試に出る世界史B 用語＆問題2000 改訂第2版 Ｚ会出版
地歴 Z会 入試に出る地理B 用語＆問題2000 改訂版 Ｚ会出版
公民 用語集 現代社会＋政治・経済〈‘19-’20年版〉 清水書院
公民 用語集 倫理 新訂第3版 清水書院

②総合学習パック(ON-PC3W)①基礎学習パック(ON-PD3W)

基礎学習
パック

更に

追加

卒業・進学後も使えます！

★東海大学付属浦安高等学校・中等部推奨辞書アプリ 機能概要は裏面をご確認ください

hagiwara
タイプライタ



Brain＋ 機能紹介
【手軽に調べる】見出し語／全文検索
たくさんの辞書から一度に調べられます。
全文検索では見出し語にない言葉も調べる
ことができます。
他のアプリとの同時表示（★）も可能です。

複数の辞書の見出し語を一
度に検索することで色々な
意味・例文を見ながら学習
することができます。

調べたい言葉を、全文検索
機能でコンテンツ全てから
検索して、関連する内容を
幅広く探し出せます。

【知識を広げる】他辞書への辞書連携
調べた言葉の気になる部分をさらに広げて
調べることができます。
辞書をまたいで次々と調べられるので、
知識の幅を広げるのに役立ちます。

文字列を選択し「辞書連携」を行うと、
別の辞書を、次々と調べることができます。

【記憶に残す】栞/マーカー/単語帳/例文登録 【たくさん聞く】ネイティブ音声

全文検索

新明解国語辞典 第七版

オーレックス和英辞典 新装版

ジーニアス和英辞典 第３版
見出語検索

辞書連携

文字列選択
メニューで
利用できる
９機能

（拡大イメージ）

【あかまつのりすけ【赤松則祐】】
親王に従い挙兵, のち足利尊氏に従う。家督を継ぎ播磨・備前の守護

★さらに便利な使い方
【他アプリの同時表示と辞書引き】

学習効率UP!

【単語帳を使った簡易テスト】

Web等で調べながら、分からない
言葉や単語を辞書引きできます。

単語帳に登録した単語に関する
簡易テストができます。

タップして
意味を確認

【どの英文も読み上げ】

音声を収録していない英文も
すべて読み上げができます。

読み上げ

速度切替は５段階

しおりやマーカー、単語帳登録、例文登録な
ど学習をサポートする機能を搭載しています。
単語帳は複数のグループに分けて整理したり、
登録した単語を使ってテスト（★）できます。

マーカー／しおり 単語帳は、単語ごとに色を設定し
グループ分けをして整理できます。

⇧
速度切換え
５段階

「ジーニアス英和辞典」などに、ネイティブ
スピーカーによる音声データを搭載。
また、選択した英文を音声合成により、読み
上げる（★）こともできます。

「ジーニアス英和辞典」には、
米国人ネイティブスピーカーに
よる発音データを収録。

「全訳古語辞典」「新明解国語
辞典」「キクタン」にも音声を
収録。正しい発音を学ぶことが
できます。

hagiwara
タイプライタ
※辞書の内容等、商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



（４）延長保証まもるクン Flat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選ぶポイント】 

iPadは修理代金が高額になるため、3年間で 5万円までの修理代を保証します。 

本校でも毎年、「iPadを落として画面が割れた。」「カバンの中で水筒がこぼれて iPadが水浸しになった」

など様々なトラブルが発生しています。これらの修理が保証されるので、安心に iPadが利用できます。 

iPad購入時のみ加入可能な商品です。学校としては安心のため加入をお勧めします。 

昨年度は約 90％の生徒が加入しました。 



（５）デジタルペン P-TPACSTAP01GY（ELECOM社） 

 

 

 

 

 

 iPad専用のデジタルペンです。パームリジェクション機能がついているため、滑らかに紙にペンで書

くように iPadに書き込むことができます。2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができる iPad

専用の充電可能なアクティブタッチペンです。 

手のひらが触れても反応しないパームリジェクション対応。ペアリングしなくても電源ボタンを押す

だけで使用可能。オートスリープ機能搭載です。 

※パームリジェクション機能とはペンが画面の近くにあると、手を iPadに置いても画面が反応しな 

 くなる機能で、誤動作なく書くことができます。 

※多くの生徒がデジタルペンを持っているので、今年度よりオプション品に追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタルペンの紹介ビデオ https://youtu.be/i0eKhHsIOwU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各オプション品の購入割合は 2021年度中等部に入学した生徒の購入状況で記載しています。 

【選ぶポイント】 

iPadに授業のプリントなどが配信されます。そこに手書きメモを書き込むことができます。 

単純なスタイラスペンよりは高価ですが、書き心地は純正の APPLE PENCILにほぼ同等で、価格は 

半分以下です。また ELECOM社は国内の周辺機器メーカーなのでメーカー保証が 1年付きます。 

https://youtu.be/i0eKhHsIOwU
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