
小学校 デジタル教科書
教えやすく，学びやすい授業を支援します。

平成27年度版小学校教科書準拠

三大特長

7教科（国語・社会・算数・理科・音楽・書写・生活）
全学年共通のビューアを採用

1

教科特性に応じた豊富なオリジナルコンテンツ3

だれにでも使いやすい全教科共通の操作方法2



理
科

音
楽

書
写

生
活

インタラクティブ

▲３年『こん虫調べ』

動　画

▲５年『メダカのたんじょう』 ▲６年『水よう液』

拡大画面

▲６年『水よう液』

MP3もCDも再生

▲４年『ノルウェー舞曲第２番』

動　画

▲３年『ふじ山』

追加写真

▲３年『ふじ山』

インタラクティブ

▲１年『おとのスケッチほしのおんがくをつくろう』

動　画

▲上巻『どうぐをつかおう』

インタラクティブ

▲３年『「縦画」の筆使い』

動　画

▲３年『「縦画」の筆使い』

インタラクティブ

▲下巻『冬のまち』



各教科で役立つ豊富なコンテンツ類

国
語

社
会

動画・写真

▲５年上巻『わが町ベスト・スリーを決めよう』

語句解説

▲４年下巻『ごんぎつね』

インタラクティブ

▲４年下巻『漢字の広場⑤』

漢字筆順

▲２年下巻『きつつき』

算
数

▲２年上巻『長さ⑴』

動　画 シミュレーション

▲１年『たしざん』

▲１年『たしざん』

授業づくりエディタ

▲１年『たしざん』

インタラクティブ

▲６年上巻『平和で豊かな暮らしを目ざして』

動　画

▲５年上巻『自動車づくりにはげむ人々』

拡大画面

▲３・４年上『わたしの住むまちはどんなまち』

追加写真

▲６年上巻『平和で豊かな暮らしを目ざして』



教育出版デジタル教科書ラインナップ

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-10
TEL：03-3238-6908（販売）・03-3238-6968（制作）　FAX：03-3238-6999
URL：http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

教科 学年 価格 セット価格

国語 第1学年～第6学年　全6巻
（指導用＋学習者用デジタル本文データ付）

各巻 72,000 円 410,400 円

書写 第1学年～第6学年　全6巻（指導用） 各巻 25,000 円 142,500 円

社会 第3学年～第6学年　全3巻
（指導用＋学習者用デジタル本文データ付）

各巻 72,000 円 205,200 円

算数 第1学年～第6学年　全6巻
（指導用＋学習者用デジタル本文データ付）

各巻 72,000 円 410,400 円

理科 第3学年～第6学年　全4巻
（指導用＋学習者用デジタル本文データ付）

各巻 75,000 円 285,000 円

生活 全1巻（指導用） 75,000 円 ー

音楽 第1学年～第6学年　全6巻（指導用） 各巻 60,000 円 342,000 円

＊各教科・各学年ごとのお求めとなります。
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１  パソコンの動作環境

対応OS	：Windows	Vista（SP1以降）／7（32bit/64bit）／8.1（32bit/64bit）
CPU	 ：Windows	Vista（SP1以降）／7／8.1	：	Intel	Core2Duo	1.86GHz	以上
メモリー	：Windows	Vista（SP1以降）／7／8.1	：	1GB（推奨	2GB）	以上
モニター：解像度1366×768ドット，32ビットHigh	Color以上推奨
サウンド：16ビットサウンドボード（PCI接続）とスピーカー
DVD-ROMドライブ：16倍速以上推奨（DVD-ROMから起動する場合）
ハードディスク必要容量：１学年あたり3GB以上（教科・学年によって異なります。）
必須ソフトウェア：Internet	Explorer10以上，Flash	Player10.1以上，
　　　　　　　　	Adobe	Reader8.0以上

２  サーバー／ネットワークの動作環境
     （ネットワークから起動する場合）

サーバーOS	Windows	Server/Linuxなど
・イントラネット配信の場合：HTTPサービスが動作していること。
・共有フォルダーを利用する場合：TCP/IPまたはNetBEUIなど
　　　　　　　　　　　　　　　　ファイルが共有できること。
ハードディスク必要容量：１学年あたり3GB以上
　　　　　　　　　　　　（教科・学年によって異なります。）
DVD-ROMドライブ：インストール時に必要
通信環境：100BASEイーサネット以上を推奨

＊記載の動作環境または通信環境を下回る場合，読み込みに時間のかかることがあります。
＊本カタログに記載の内容，製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

EPUB3形式で，学習者用デジタル本文データ（国語，社会，
算数，理科）を提供します。
デジタルデータによって，紙の教科書では難しかった利用方法
を実現します。

・白黒反転して表示する
・文字の大きさと，行の間隔を調整して表示する（国語，社会）
・文字の書体と，背景色を変えて表示する（国語，社会）
・ペンツールを用いて書き込む

教育出版は，児童が自分の読み取りやすい状態で教科書を表示
し，学びに専念できる情報表現方法を実現してまいります。

学習者用デジタル本文データとは

※社会科は，3･4年上，3･4年下合わせて1巻，5年，6年の全3巻構成です。		生活科は上，下合わせて1巻です。

（価格は，税別・予価，学校フリーライセンス）

・

・



平成28年度版中学校教科書準拠 教えやすく，
学びやすい授業を
支援します

指導者用

中学校
デジタル教科書

〒101ー0051　東京都千代田区神田神保町2-10　TEL：03-3238-6908　ＦＡＸ ：03-3238-6999

http://www.kyoiku-shuppan.co.jp

国語
筆順アニメーション
古典での本文と訳文の拡大表示
挿絵や写真の一覧表示・拡大

社会（地理・歴史・公民）
資料動画
紙面には無い追加資料
シミュレーションなど各種コンテンツ

数学
立体や展開図等の各種アニメーション
シミュレーションなど各種コンテンツ
資料動画

理科
紙面には無い追加資料
資料動画
シミュレーションなど各種コンテンツ

音楽・器楽
多彩な楽曲再生
資料動画
歌詞の拡大表示

英語
多彩な音声再生機能
ピクチャーカード
フラッシュカード

【パソコンでの動作環境】

対応 OS：WindowsVista（SP1 以降），7，8，8.1  
※32bit・64bit 対応

CPU ／メモリ：Windows 動作環境に準拠

モニター：解像度 1366×768 ドット以上

HDD 必要容量：1 学年あたり 1 ～ 4GB（教科・学年
により異なります。）

DVD-ROM ドライブ：16 倍速以上推奨

※起動は DVD-ROM からも可能ですが，インストー
ルしての利用を推奨します。

必須ソフトウェア：InternetExplorer10 以上，Adobe 
Flashplayer10.2 以上，AdobeReader8.0 以上

※最新版使用推奨

【サーバ・ネットワークの動作環境】

サーバー OS：Windows Server/Linux など

•イントラネット配信の場合

　　HTTP サービスが動作していること。

•共有フォルダーを利用する場合

　　TCP/IP または NetBEUI などファイル共有がで
きること。

HDD 必要容量：1 学年あたり 1 ～ 4GB（教科・学年
により異なります。）

DVD-ROM ドライブ：16 倍速以上推奨

※インストール時に必要

通信環境：100BASE イーサネット以上を推奨

必須ソフトウェア：InternetExplorer10 以上，Adobe 
Flashplayer10.2 以上，AdobeReader8.0 以上

※最新版使用推奨

※記載の動作環境または通信環境を下回る場合，読み
込みに時間がかかることがあります。

※本カタログに記載の内容，製品の仕様は予告なく変
更する場合があります。

※販売価格につきましては，決定次第ホームページ等でご案内いたします。

各教科収録コンテンツ例

※実際の収録内容は，変更になる場合があります。

2015.5

平成28年度版
中学校教科書

６教科９科目に準拠した
デジタル教科書を
発売します。



教室に，電子黒板やプロジェクターなどの大きく映す機器が入ったら，
次はデジタル教科書の出番です。
教科書の必要な部分を，すぐに拡大して提示できます。
クラスみんなでさっと共有できるので，スムーズな授業展開が可能です。
教えやすく，学びやすい授業を行うため，
ぜひデジタル教科書をご活用ください。

特徴１

特徴２

特徴３

直感的で誰にでも使いやすい操作方法

書き込みなどを保存し，ふり返りに有効活用

豊富なツール
電子黒板での利用を考慮し，指導者がどのような立ち位置でも使いやすいデザインを実現しました。

ページめくり，ツールパレットが，画面の左右どちらからでも操作可能で，画面下にも表示できます。
ペン，拡大機能など，よく使うツールをワンクリックで操作可能です。

用途に合わせて，ペンとマーカーを用意，色も自由に変更可能です。
付箋，スタンプ，図形など，豊富なツールをご用意しました。

教科書紙面のキャプチャを貼り付けたり，自分で撮影した写真を取り込んだりして，指導
意図に即した教材が作成可能です。

見せたいところを自由に拡大して提示
指導ポイントに合わせて，写真や図版などを
ワンクリックで拡大，授業の焦点化を図る
ことができます。ダブルクリック拡大，範
囲拡大など，指導シーンに合わせて使い分
けが可能です。

豊富なデジタル教材で理解を深める
紙面には掲載されていない追加の写真
や，教科特性に応じた動画，アニメー
ション，シミュレーションなど多様な
コンテンツを収録しました。

ホワイトボードを使用して，自由に教材作成

※画面は全て開発中のものとなります。

拡大・ペン機能など特に
よく使う機能にワンタッチ
でアクセス。

特別支援
白黒反転，総ルビ，わかち書き表示な
ど，特別支援に対応した紙面を収録し
ます。

授業中に書き込んだ内容を保存することができるので，前の授業の続きからすぐに使えます。

Zn２＋
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亜鉛板付近の変化
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板
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マイナス

極 ＋
プラス

極

授業の途中でも
すぐに保存

保存した内容をすぐに
呼び出して使える

ほかにも
便利な機能が
満載！
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