
Gboardは、Googleが開発した多言語に対応したキーボード
アプリです。900以上の言語に対応し、Android・iPhone両
方で利用できます。比較的新しい単語でも早めに反映されて
予測変換に表示されます。

ジーボード

これが
Gboard
です
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1.初期設定のレイアウトと各種ボタン

各種ボタン 内容

ステッカー
色々なステッカーを選択することができます。アプリにより挿入できない
場合もあります

クリップボード
クリップボードの内容(テキスト・画像)を貼り付けることができるように
なります

設定 「Gboard」の設定画面を開くことができます

テーマ キーボードの配色や背景をカスタマイズできます

その他の機能メニュー

・片手モード
　片手入力をしやすく、コンパクトなキーボードになります
・テキスト編集
　テキストが編集しやすくなります
・Gboardを共有
・翻訳
　入力した単語を瞬時に翻訳

音声入力 音声で入力ができます

絵文字切り替え P5～6を参照

大文字/小文字の
切り替え

キーボードの文字が大↔小に切り替わります。
ダブルタップすると大文字で固定されます

三状態キーボードの
切り替え

タップするごとに、「かな入力」→「英字入力」→「数字入力」の順で文
字種を変更できます。

言語の切り替え
追加したキーボードの入力方法は、左下にある地球儀アイコンをタップか
長押しで切り替えることができます。
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Gboard
様々な機能を備えているGboardは一度使ったら手放せなくなるア
プリです。自分の好みに設定して、ぜひ使いこなしてください。



2.キーボード言語と入力レイアウト

キーボード言語が日本語の場合、キーボードは4種類用意されていますので自分に
合ったレイアウトを選択します。初期設定のレイアウトは「12キー」になります。

①「設定」→「言語」
→「日本語12キー」を
タップします。

②「三状態キーボード
の使用」をONにしま
す。

③上部のキーボードの図で「12キー」
と「手書き入力」に✓を入れます。

12キー QWERTY

手書き GODAN

3.音声入力を活用しましょう

①キーボードのマイク
のボタンをタップしま
す。キーボードが音声
入力画面に切り替わり
ます。
その状態でスマホに話
しかけると言葉を認識
して日本語で入力され
ます。

②Gboardの「設定」
を開いて「音声入力」
をタップします。

③「音声入力を使用」を
ONにして、「音声提供」
もONにします。

ここをタップして
音声入力します
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※メモ帳のアプリは
「Color Note」を使用
しています。



4.キーボードの背景をおしゃれに

キーボードの背景をカスタマイズできる「テーマ」機能が搭載されています。カラー調整、グ
ラデーションから選択したり自分で撮影した写真を背景に設定することもできます。

①「テーマ」をタップ
します。

②マイテーマは好きな
写真や画像を背景に使
えます。

マステーマ

カラー グラデーション明

風景 グラデーション暗

③好きな風景や色が選べます。「さらに表示」で
他の色もあります。グラデーションは明・暗があり
ます。お勧めです。

5.小さい「っ」や「ゃ」はどうやって打つ?

だ、で、などの濁点も
ここで変換します。

最初に「つ」をタップ
してから、左下の「大
⇔小」のキーボードを
タップすれば「っ」に
なります。

6.Gboardで()や「」を簡単入力する方法

フリック入力で「や」をタップ指を離さず左右に
ドラッグすると()や「」などの候補が表示されま
す。
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候補が表示
されます

※メモ帳のアプリは
「Color Note」を使用
しています。



7.文字のコピーや貼り付けは?

範囲選択の操作方法を覚えればパソコンと同じようにコピー&貼り付けが簡単にできます。

①最初の文字を長押し
してドラッグすると単
語や文字列が選択され
てメニューが出ます。
左右のつまみを動かし
て範囲の調整後、メ
ニューから切り取りや
コピーなどの操作がで
きます。

※コツ
ここをタップして「テ
キスト編集」→右上の
「すべて選択」をタッ
プすると便利です。

②次に貼り付け位置で
タップして長押しカーソ
ル位置を指定します。す
るとメニューが出ますの
で「貼り付け」をタップ
します。

LINEではこの部分をタッ
プしても貼り付けられま
す。 LINEで送信しました

8.よく使う用語や難読文字は単語登録すると便利です

①Gboardの設定から
「単語リスト」をタッ
プします。

②「単語リスト」を
タップします。

③「日本語」をタップ
します。

④「＋」をタップ。

⑤単語とよみを入力して
右下の✓をタップします。

⑥登録できました。よ
く使う内容だけでな
く、人名や難読漢字な
どを登録しておくと打
ち間違いを防げるだけ
でなく、文章作成の時
間を短縮できます。
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※メールアドレスや住
所、長いアプリ名など単
語登録しておくと入力が
スムーズです。



9.分からない漢字は手書き入力で

デフォルテでは、手書き入力は有効化されていないのでGboardの設定画面から「言語
切替キーを表示」で有効化できます。地球儀のマークです。

①地球儀のアイコン
をタップします。

③手書きで入力すると
候補が表示されますので
正しい漢字をタップすれ
ば確定します。

④下部の地球儀のアイ
コンをタップすれば通常
の入力画面に戻ります。

「設定」→「言語」→
「日本語手書き」を確認
してください。

日本語
手書き

言語

②この部分に手書きで
きます。

10.記号や絵文字の入力はどこから?

①ニコちゃんマークを
タップ。

②ここをタップすると
いろいろな絵文字があ
ります。

③☆のマークをタップし
ます。多くの記号やかっ
こ文字があります。

最近の使用

人

顔文字・気分動物と自然

食べ物と飲み物 移動と場所
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「ジョ」と読みます。他人の立
場や心情を察すること。また、
その気持ち、思いやり

候補が表示される

④他にもいろいろな絵
文字を追加できます。



アイテム 記号 旗
活動とイベント

11.クリップボード機能(コピーしたテキストを複数保存しておけます)

①Gboardにはクリッ
プボード機能が搭載さ
れており、コピーした
テキストを複数保存し
ておき、いつでも呼び
出して貼り付けること
ができます。

上部メニューバーから
「クリップボード」を
タップします。

②すると、クリップ
ボードの履歴が表示され
るので入力したいテキス
トをタップすれば簡単に
貼り付けることができま
す。

③保存しているテキスト
は通常は1時間で消えま
すが固定化して自動的に
消えないように設定する
ことができます。

クリップボードの項目を
長押しすると表示される
メニューから「固定」を
選びます。

長押し

12.カーソル移動はテキスト編集モードでラクラク

スマホの画面だと、すでに入力済の文章の中で狙っ
た場所にカーソルを移動するのが意外と難しい。
普通はタップして移動するが指で隠れてしまった
り、狙った場所に移動してくれなかったりとイライ
ラすることも多いと思います。

そのような場合は、Gboardメニューから「テキス
ト編集」を選ぶとキーボードの表示がカーソルの移
動モードに変化します。パソコンのキーボードで
カーソルを操作するのと同様に、スマホの画面内で
カーソルをラクに移動できます。

スマホを利用するとき、文字入力する
場面が多いと思います。文字入力が快
適かどうかでスマホの使いやすさが大
きく変わってきます。自分に合った
キーボードアプリにすることでより快
適にスマホが利用できると思います。
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13.リアムタイム翻訳

①Gboardでは、テキ
ストをリアルタイムに
翻訳しながら入力でき
ます。使い方は上部の
メニューボタンをタッ
プして「翻訳」をタッ
プします。

メニューボタン

翻訳

②すると、入力画面が表
示されますので、ここに
テキストを入力するとリ
アルタイムに翻訳しなが
ら入力できます。
入力は音声入力を利用す
れば効率的です。

音声入力

③もちろん、原文の言語
と訳文の言語はカスタマ
イズ可能です。
翻訳アプリを経由しなく
てもGboardだけで翻訳が
できます。

◆入力の参考文
・明後日は急用が発生しまして行事に参
加できなくなりました。誠に申し訳あり
ませんがキャンセルをお願いします。

言語を選択

この機能は「Gboard」と「Google翻訳」が合体したカタチです。1文ごとに翻訳して
いくため長文の翻訳にはあまり向きません。短い文章には最適です。

④テキストを入力する
とプレビューが表示され
ます。別の翻訳候補を確
認するには、表示された
「プレビュー」をタップ
します。別の候補が無け
れば✓(選択)をタップ。
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DeePL翻訳 世界一高精度な翻訳ツール

◎Google翻訳より精度が高い(競合他社の翻訳より3倍の高精度)
DeePL(ディープエル)は、2017年にサービス開始した無償のニューラル機械翻訳
サービスで、ドイツのDeePL社により開発されました。Google翻訳よりも精度が高
く自然な翻訳で評価が高い。文字入力による翻訳はもちろん、画像から文字を抽出
して翻訳することも可能です。音声入力にも対応しているので、外国人と話す時も
便利です。

本格的な翻訳ツールは「DeePL翻訳」をお勧めします。
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