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指導者用デジタル教科書（教材）は
新しい授業をサポート

（教材）



指導者用デジタル教科書（教材）をご体験ください。

指導者用デジタル教科書（教材）はさらに使いやすく！

多くの学校に電子黒板や大型のテレビが導入され,指導者用デジタル教科書（教材）を活用しやすい環境が整いました。
先生がこんな教材があったらいいな、と思われることを形にしました。
また，教科書の素材を使って教材をカスタマイズしたいという先生の思いを実現出来る機能も盛り込みました。
体験版では，平成28年度発行の指導者用デジタル教科書（教材）の一部を収録し，それぞれの内容機能を体験できるように
いたしました。是非，本体験版をご覧いただき，新しい指導者用デジタル教科書（教材）をご体験ください。

●指導者用デジタル教科書（教材）
●EPUB3対応学習者用データ
●学習者用デジタル教材
指導者用デジタル教科書DVDにEPUB3対応
学習者用データ（CD-ROM）を添付しています。

指導者用デジタル教科書（教材）改訂4つのポイント

東京書籍のデジタル教科書構成

ポイント1 充実したコンテンツ
ー必要な場所に，必要なものをー

ポイント2 直感的な操作性
ー先生が戸惑わないデザインをー

ポイント3 MY教科書エディタ
ー先生の工夫で，さらに進化をー

ポイント4 ユニバーサルデザイン
ーICTのメリットを生かしてー

「教科書の写真やグラフが動いてくれればいいのに」
「こんなものが欲しい」というご要望を形にしました。

操作に戸惑うことなく, シンプルで直感的に操作出来
るよう,ユーザーインターフェースを見直しました。

「特別支援からユニバーサルデザインへ。」個々の生徒
の特性にあわせてお使いいただけるよう,私たちはICT
のメリットを生かしたさまざまな取り組みを進めています。

多くの先生にお使いいただいている「MY教科書エデイ
タ」をさらに充実させました。教科書上のテキスト,図形,
写真，挿絵などを自由にレイアウトできるほか,テキストの
アレンジや外部の写真データを張り付けなどもできます。

指導者用デジタル教科書（教材）内容 学習者用デジタル教材
（別売）

+
指導者用

デジタル教科書
指導者用

デジタル教科書

DVD

EPUB3対応
学習者用データ
EPUB3対応
学習者用データ

CD-ROM ※EPUB３対応学習者用データ・学習者用デジタル
　教材はサポートサイトよりダウンロードします。
　詳しくは11P動作環境を確認してください。

※サポートサイトよりダウンロード
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特別支援からユニバーサルデザインへ
ー ICTのメリットを生かしてー

個々の生徒の特性にあわせてお使いいただけるよう，私たちは，ICTのメリットを生かした様々な取り組みを進めています。

●白黒反転表示機能の搭載
●総ルビ分かち書き・分節改行の教科書データ（PDF）の収録（指導者用デジタル教科書（教材）に同梱）
●文字拡大や書体・行間の変更,文字色・背景色の変更，音声読み上げなどが可能な
　EPUB3対応の学習者用データ

ユニバーサルデザインへの取り組み

教科書紙面を忠実に再現した
固定レイアウト表示

テキストを拡大して
リフロー表示

文字の書体や色，背景色を
カスタマイズ

学習者用デジタル教材 について
学習者用

※価格は裏表紙を
　ご参照ください。

国語

国語 /書写 /社会 /数学 /理科 /英語 /技術・家庭

書写 社会

理科 英語数学

（
別
売
）

１人ひとりのタブレット端末をどのように活用すればいいのでしょうか。
指導者用デジタル教科書（教材）と関連した個別学習や協働学習での活用のため，
生徒が使うタブレット端末用デジタル教材を提案します。
●学習活動への興味・関心を引き出す，シミュレーション・映像・音声などを取り入れたコンテンツ
●教科書の課題解決のための教材やクイズ・ドリル機能
●個別学習や協働学習などさまざまな場面で活用でき，生徒主体の学習を支援するツール類

中学校デジタル教科書 EPUB3対応学習者用データについて
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教科ツール 映像資料 コンテンツ

新編 新しい国語
従来の機能はそのままに，さらに分かりやすくパワーアップ!

❶分かりやすいコンテンツ
さまざまなコンテンツを活用して，物語文はより想像力豊かに，説明文は内容をすっきりと
整理して学ぶことができます。

❷興味が広がる映像
著者インタビュー，古典作品の紹介，近現代文学の作家紹介，言語活動など，生徒の興味・
関心を高める映像が満載です。

❸便利な教科ツール
「読書案内データベース」「言葉を広げよう」「漢字フラッシュカード」など，国語ならではのツールが
充実しています。

３つのポイント

教科ツール
筆順アニメデータベース
筆順アニメを五十音検索
で簡単に引き出せます。
思考ツール
思考や情報・意見の整理
に役立ちます。
読書案内データベース
教科書の「読書案内」に
掲載の多彩な本を集め
たデータベース。
言葉を広げよう
教科書の「言葉を広げよ
う」をデジタル化した語
彙強化ツール。
漢字フラッシュカード
単元ごとに漢字学習が
できます。
小テスト機能付き。

思考ツール

筆順アニメ
データベース

読書案内
データベース

言葉を
広げよう

朗読音声

言葉を広げよう ２年　走れメロス

著者インタビュー
映像

筆順アニメ
コンテンツ

国語ならではの
お役立ちツール

段落の役割や，
段落どうしの関係が
捉えやすくなります。

２年　漢詩

言語活動
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新編 新しい書写
豊富な資料と便利な機能で書写の授業作りをサポート！

❶基礎・基本を大きく分かりやすく　
お手本や点画の大事な部分など，注目させたい部分を大きく表示し，ていねいな実演動画で
基礎基本への理解を深め，学習の定着を手助けします。

❷理解が深まるコンテンツ
単元の導入時に調べたり，考えたりするコンテンツを配置することで教材への理解を深め，
明確な目的意識を持って文字を書くことができます。

❸豊富な資料と便利な機能
書写に関するさまざまな資料で生徒の興味・関心を引き出し，文字に対する感性を高めます。
生徒の実態にそって活用できる便利なツールを収録。

真上や手元のほかに，解説付き，文字だけの動きが分かる
動くお手本などを収録。
指導の場面に合わせて活用していただけます。

ていねいな実演動画 豊富な資料と便利な機能

理解を深めるコンテンツ

文字に関する興味を
引き出す資料や，指導に
役立つ便利なツールで，
書写の授業に広がりが
でます。

「考える」コンテンツで課題をしっかり意識することで，
目的意識をもって
文字を書くための準備ができます。

３つのポイント

〔動画資料〕
墨のできるまで

「調べよう」

教科ツール

名前作成ツール
教科書掲載の文字で，
名前や見出しなど，オリ
ジナルの見本が作れます。

くらべるツール
教材文字と生徒作品や，
悪い例との比較，練習
前・練習後の比較など
に役立つツールです。

作品シミュレーション
手書きの文字と画像を組
みわせて，作品制作のシ
ミュレーションができます。

＜書くときのポイント＞
各パーツ部分をタッチすると，行書の「動きのパターン」の動画や
「形の特徴」が分かる点画の表示にリンクすることができます。

基本動画データベース
書写用具の扱い方や
姿勢，毛筆の基本の動
きや特徴ある部分をお
さえた動画を収録した
データベースです。

便利なインデックス

くらべるツール
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さまざまなコンテンツ

●資料の比較

●動画

MY教科書エディタ

新編 新しい社会
デジタルならではのコンテンツを授業のアクセントに！

❶簡単な操作
教科書紙面を再現した画面構成になっており，見せたい資料をクリックするだけで紙面にある
資料を大きく提示することができます。

❷豊富なコンテンツ
操作可能なグラフや地図，教科書の内容に沿った動画，スライドショーやアニメーションなど，
生徒の理解を助けるデジタルならではのコンテンツも多数収録しています。

❸MY教科書エディタ
収録された写真やグラフなどを素材に，授業の展開に合わせたオリジナルの提示教材を作成
することができます。また，お手持ちの写真など画像データを取りこむことができます。

収録されている写真やグラフ
だけでなく，動画やアニメー
ションも取りこむことができ
ます。授業で見せたい資料を
まとめておくことができるの
で，授業準備にもご活用いた
だけます。

異なるページに掲載されて
いる資料を左右に並べて比
較することができます。例え
ば「世界の諸地域」の学習
で，別の州の資料と比較し
てその州の特色をとらえる，
といった使い方も可能です。

教科書の内容に沿った動画
を多数収録しています。各章
の冒頭には，小学校で学習
した内容をふり返り，これか
ら学習する内容の概要を紹
介する「導入クリップ」があ
ります。

●スライドショーや
　アニメーション
紙面にある資料の注目させ
たい箇所を順番に示したり，
資料にアニメーションを加え
たりすることで，学習内容を
生徒がより理解しやすくなる
工夫をしています。

３つのポイント

地 理 歴 史 公 民

資料一覧
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教科ツール
掛図モード
教科書紙面は表示せず，資料だけ
にアクセスできます。
基礎技能
各分野の「調査の達人」「スキル・
アップ」などにアクセスできます。
雨温図（地理）
任意の二都市を選んで，雨温図を
並べて比較できます。
絵年表（歴史）
各章の導入ページの絵年表を，つな
げて表示することができます。
参考法令集（公民）
憲法や法律，条約などの条文をすぐ
に提示できます。
キャプション表示
資料のキャプション表示/非表示の
切り替えができます。

MY教科書
エディタ

基本ツール



新編 新しい数学
指導者用デジタル教科書（教材）が，分かる授業のお手伝い！

❶教科書の素材をわかりやすく提示
教科書の素材をそのまま動かし，今まで表現できなかった動きのあるコンテンツを充実させる
ことで，問題場面の理解を促したり，グラフや図形などを視覚的にわかりやすく表現したり
します。

❷教科書にない素材で教科書を補強
学習内容に関連した動画や，コラムなどの動画も搭載し，教科書を補強します。さらに，類題
表示やふりかえり問題など教科書に掲載されていない問題も取り上げます。

❸各種ツールの搭載
中学校数学で必要となる数式や関数，図形などを入力・描画するためのツールを搭載します。

３つのポイント

アニメーション

教科書の素材をそのまま動かし，
問題場面の理解を促します。

シミュレーション

立体図形を動かして，さま
ざまな方向から観察すること
ができます。

関数ツール

式の値を変えるとグラフがどの
ように変化するかなど，生徒の
考察を支援します。

MY教科書
エディタ

基本ツール

教科ツール
ふりかえり
小学校や前学年の
内容を簡単に呼び
出して復習できます。
数学ツール
図形・関数・統計の
ツールがより使いや
すくなりました。
定規コンパス
紙面上・MY教科書
エディタでもきれい
な直線や円が描け
ます。
メモ帳
ちょっとしたメモを
貼り付けられます。
ページを移動しても，
表示された状態が
維持されます。

動画

実験のようすや作図の方法，
巻末のコラムなど，学習内
容の参考となる動画を搭載
します。
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最新技術を活用したコンテンツ

資料一覧

教科ツール

MY教科書
エディタ

基本ツール

基礎操作
理科の学習に必要な基礎技能を
まとめました。
便利機能（ならべて再生）
２～４個の動画を１画面で再生可
能です。
便利機能（メモ帳）
画面にちょっとしたメモを貼り付
けられます。
便利機能（周期表）※２，3年のみ
さまざまな情報を収録した周期表
を表示します。
学習内容の整理
各単元末の「学習内容の整理」を，
フラッシュカード形式でまとめま
した。
ｆrom JAPAN　ニッポンの科学
各単元の「ｆrom JAPAN　ニッポ
ンの科学」の紙面だけではなく，
映像資料や関連資料も豊富に収
録しています。

新編 新しい科学
豊富な資料とデジタル技術で，高まる意欲！ 高まる学力！！

❶豊富な映像資料
すべての単元に，学習内容の参考となる映像資料を収録しています。

❷最新技術を活用したコンテンツ 
地層の観察など授業で行うことが困難な内容も，360°パノラマ写真などの最新技術を活用
して，実際に体験している感覚で学習させることができます。

❸全国の先生とつながるシステム
撮影した写真などをインターネットを介してアップロードできる，指導者用デジタル教科書
（教材）専用のアップローダーを用意しました。これにより，全国の先生がアップロードした写真
などの資料を共有することができます。

観察することが難しい事象や，
実演するのが困難な実験の
様子など，さまざまな映像資料
を用意しています。

川の上流の様子

指導者用デジタル教科書（教材）専用のアップローダーを用意することで，
全国の先生と写真などの資料を共有することが可能となりました。

360°パノラマ写真などの
技術を使って，まるでその
場にいるかのような感覚
を持たせ，新たな発見を
促すことができます。

地層のつながりを確認することができるコンテンツ

全国の先生がアップロードした
写真が地図上に表示される
コンテンツ

３つのポイント

“実感を伴った理解”を促す映像資料 全国の先生と資料を共有するしくみ
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※インターネット
　環境が必要。



NEW HORIZON
より効果的・よりスムーズな授業をサポート！

❶使いやすい操作性
豊富な機能はそのままに，より使いやすく。使いたい機能がすぐに呼び出せる操作性を実現します。

❷豊富な映像とアニメーション
生徒の興味・関心を広げる資料映像のほか，すべての基本文に文法解説アニメーションを用
意。また，発音時の口の形や動きを確認することができる映像も収録し，英語の基礎・基本
の習得を映像やアニメーションでもサポートします。

❸授業で役立つ多彩な機能
多彩な機能により，「くり返し」「飽きずに」基礎・基本の習得をサポート。パターンプラク
ティスにも使える補充問題，生徒の興味・関心を広げる資料映像など，教科書の内容にとど
まらないコンテンツもご提供します。

３つのポイント

●上記はフルモードで使用する場合

学習内容をより深め、より広げるコンテンツ

●フラッシュカード ●MY教科書エディタ●資料映像

フルモードとシンプルモードを切替可能！
多彩な機能をすべて搭載した「フルモード」と，基本的な機
能のみを搭載した「シンプルモード」をご用意しています。
先生のお好みで，モードを切り替えてお使いいただけます。

フルモード シンプルモード

音声再生
再生速度／間隔／再生方
法など，さまざまな設定が
できます。
英語表示
名詞だけ／動詞だけなど，
画面上の英文の一部を隠
せます。

教科ツール
日本語訳
1文ごとの訳/スラッシュで区
切ったチャンクごとの訳など
日本語訳の表示を選べます。
オプション
音調曲線やカラオケのON/
OFFなどを用意しています。
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“実感を伴った理解”を促す映像資料 働く人の思いを伝えるインタビュー映像

教材準備から実技・実習指導まで幅広くサポート！

さまざまな分野で活躍する人のインタビューを通して，ものづくりの
面白さや働く人の思いを伝えます。

●試行錯誤を通して
　理解が深まる
　シミュレーション

●実習指導をサポートする
　「基礎技能」

❶いつでも確認できる「基礎技能」
道具の使用方法や，作業手順などの基礎的な技能は映像資料でていねいに解説。必要なとき
にいつでもツールから呼び出せます。

❷授業をサポートする多彩なコンテンツ 
教科書の内容を補足する映像資料やアニメーション，試行錯誤を通して理解を深めるシミュ
レーションなど，教科書のねらいに即した多彩なコンテンツが，わかる授業を実現します。

❸カスタマイズも自由
教科書の素材を利用して手軽にオリジナルの教材が作れる「MY教科書エディタ」がさらにパ
ワーアップ！ 映像資料やシミュレーションなどの動的コンテンツも取り込めるようになりました。

３つのポイント

新編 新しい技術・家庭
技術分野 家庭分野

▲技術の匠（技術分野）

▲プロに聞く（家庭分野）

MY教科書
エディタ

基本ツール

教科ツール
基礎技能
教科書掲載の資料を
すぐに呼び出せます。
実習例
教科書に掲載されて
いる実習例の資料を
すぐに呼び出せます。
技術の匠［技術］
さまざまな分野で活
躍する技術者を紹介
する動画を収録します。
献立作成[家庭]
食品の成分を調べた
り，献立をシミュレー
ションしたりすること
ができます。
メモ帳
画面上にちょっとし
たメモを貼り付けら
れます。ページを移動
しても，表示された状
態が維持されます。
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指導者用デジタル教科書（教材） EPUB3 学習者用デジタル教材

動作環境

容量

OS: Windows7/8.1/10
Internet　Explorer11
Adobe Flash Player
Adobe Reader
（ワークシート等の添付資料の表示に必要です。
パソコンの動作には直接影響はありません。）

●サーバー運用の場合
 • ＨＴＴＰサービスが動作していること
 • １００ＢＡＳＥイーサネット以上の通信環
境を推奨

パッケージ
本体ＤＶＤ付録ＣＤ１枚

Ｗｅｂ配信

DVD-ROM
（数学・書写のみＣＤ－ＲＯＭ）
指導者用に同梱

サポートサイトよりダウンロード

学校用サーバーからの運用を基本とします。
教科学年毎にサンプルＤＶＤ－ＲＯＭ
サポートサイトよりダウンロード

サポートサイトよりダウンロード

OS: Windows 7/8.1/10, 
      iOS
推奨 Reader の対応OSに依存します。
※ただし Windows 7では一部機能に
　制限があります。

専用Ｒｅａｄｅｒをサポートサイトまたは
AppStoreよりダウンロードして頂き
ます。
●Windows の場合
 • RAM4GB以上を推奨

OS: Windows 7/8.1/10, 
      iOS, Android
HTML５互換閲覧再生プログラムが導
入されていること。
書き込み機能，画面転送・共有・保存・
履歴管理は学校に導入済みの教材配信
システムの学習者用ソフトに依存します。
HTML5 に対応した表示プログラムを
利用します。
学校に導入済みの教材配信システムに
登録して利用することを推奨します。

動作に必要な
環境など

HTML5互換閲覧再生プログラムが導入されていること。
（このソフトはHTML5＋Javascriptで開発されています。）

■ローカル運用 
　OS：Windows7/8.1/10
■サーバー運用（オンライン）
　OS：Windows7/8.1/10＋Internet Explorer11(Google Chrome)
　　　 iOS / Android
iOS / Androidで閲覧する場合，保存・印刷機能はご利用いただけません。

その他：Adobe Reader
（ワークシート等の添付資料の表示に必要です。その他の動作には直接影響はありません。）

●サーバー運用の場合
•HTTPサービスが動作していること：配信サーバーにコンテンツを登録します。
•100BASEイーサネット以上の通信環境を推奨

＊本ソフトはHTML5コンテンツであるため、その仕様上、Webブラウザを介して閲覧利用します。
ご利用にあたりましてはGoogle Chromeのご使用を推奨いたします。

NEW HORIZON

提供方法

国 語

書 写

社 会

数 学

科 学

英 語

家 庭

技 術

２，６GB～３，５GB

４，６GB

３，０GB～４，５GB

０，９GB～１，２GB

４，２GB～４，５GB

４，２GB～４，５GB

４，１GB

５，４GB

４ＧＢ～６，４ＧＢ

５００ＭＢ

６９０ＭＢ～１，２ＧＢ

３２０ＭＢ～３８０ＭＢ

１，６ＧＢ～１，７ＧＢ

１，７ＧＢ～１，８ＧＢ

１，４ＧＢ

１，４ＧＢ

３０ＭＢ～５０ＭＢ

３００MB

５５MB～３００MB

９MB～１５ＭＢ

６００ＭＢ～９００ＭＢ

各７００ＭＢ

９４０ＭＢ

５８０ＭＢ
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商品価格　学校内フリーライセンス

●学校内フリーライセンスについて
　指導者用デジタル教科書（教材）は先生端末の台数について学校内フリーという意味です。
●Web配信について
　インターネット接続可能なPCにてご利用頂けます。「東書Webライブラリ」よりログイン頂きコンテンツをご利用が可能です。
　1年単位のご利用です。Web配信はコンテンツをダウンロードしてご利用頂くものではありません。
●学習者用デジタル教材について
　学習者用デジタル教材のみの購入も可能です。
　先生と学習者（生徒）両方の端末まで利用が可能です。学習者用デジタル教材は買い切りとなります。
　教科書本文は収録されておりません。指導者用デジタル教科書（教材）とあわせて使用するデジタル教材が収録されています。
　学校用サーバーからの運用を基本とします。コンテンツはサポートサイトからダウンロードします。購入時には，その時点での最新のコンテンツが入ったDVDとダウンロード用
　パスワードが納品されます。
●指導者用デジタル教科書（教材）・学習者用デジタル教材を使用できる期間は，収録されているデータに対する教科書図書の発行期間を限度とします。

価格はすべて税別表示です。

書目 Ｗｅｂ配信
指導者用 セット価格

新編 新しい国語　１年～3年
新編 新しい国語　１年～3年＋学習者用デジタル教材
新編 新しい書写
新編 新しい書写　＋学習者用デジタル教材
新編 新しい社会　地理・歴史・公民分野
新編 新しい社会　地理・歴史・公民分野＋学習者用デジタル教材
新編 新しい数学　１年～3年
新編 新しい数学　１年～3年＋学習者用デジタル教材
新編 新しい科学　１年～3年
新編 新しい科学　１年～3年＋学習者用デジタル教材

ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　１年～3年

ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　１年～3年＋学習者用デジタル教材
新編 新しい技術・家庭　技術・家庭分野
新編 新しい技術・家庭　技術・家庭分野＋学習者用デジタル教材

各学年 76,000 円

各学年 96,000 円

76,000 円

96,000 円

各分野 76,000 円

各分野 96,000 円

各学年 76,000 円

各学年 96,000 円

各学年 76,000 円

各学年 96,000 円

各学年 76,000 円

各学年 96,000 円

各分野 76,000 円

各分野 96,000 円

200,000 円

250,000 円

200,000 円

250,000 円

200,000 円

250,000 円

200,000 円

250,000 円

200,000 円

250,000 円

135,000 円

150,000 円

各学年 20,000 円

各学年 40,000 円

20,000 円

40,000 円

 各分野 20,000 円

各分野 40,000 円

各学年 20,000 円

各学年 40,000 円

各学年 20,000 円

各学年 40,000 円

 各学年 20,000 円

各学年 40,000 円

 各分野 20,000 円

各分野 40,000 円

DVD版

学習者用デジタル教材　1教科1学年/各分野　20,000円

・学習者用デジタル教材のダウンロード
・EPUB3用ビューア「Lentrance Reader」のダウンロード
・EPUB3対応学習者用データのダウンロード
・コンテンツの更新やアップデート情報のご案内

その他，操作説明やよくあるご質問とその回答，教材を使う際の
ヒントとなる特集記事なども紹介しております。

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/taiken/index.html

https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp

ICT パソコンソフト
体験サイト

デジタル教科書/教材総合サポートサイト
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