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国語
書写
社会
算数
理科
英語
家庭
体育
道徳

特活・総合・生活
小学校セット

小学校（学校内フリーライセンス） 中学校（学校内フリーライセンス）

動作環境

価格（税別）

対応教科

動作環境

対応端末

対応OS

対応ブラウザ
※各ブラウザの最新版に対応

配信種類

HTML5対応で、MPEG -4　H.264AVCのビデオ再生に対応したWebブラウザ

東書 Webライブラリ
※学校自治体サーバでの運用についてはご相談ください。以下の機能が使用できませんのでご注意ください。
・QRコードの印刷 ,CSV出力 ,アクセスログの管理が使用できません。 ・「プレイリスト」「さがす」「りれき」「ひろげよう」において,教科間を横断した使い方ができません。

Web配信（1年） Web配信（5年）

・QRをご利用の際は,別途「QRリーダー」が必要です。・一部コンテンツでCookieを使用します。・通信料は別途発生します。ご確認ください

「読むこと」「話すこと・聞くこと」「伝統的な言語

文化」「言葉」をドラマ仕立ての模範映像やアニ

メーション等を使って解説しています。

親しみやすいアニメーションで構成された「単元

の解説」やインタラクティブに操作できる「シミュ

レーション」教材を収録しています。

文書や写真だけではつかみにくい実験 , 自然現象

のようすや親しみやすいアニメーションでわかりや

すく単元を解説したコンテンツを収録しています。

写真や文章だけではつかみにくい現地や現場の

実物の臨場感を生き生きと伝えます。単元のまと

めに活用できるコンテンツを収録しています。

「発音」「チャンツ」「会話」「海外資料映像」「英

文法解説」「物語」など , 実写やアニメーションの

コンテンツを豊富に収録しています。

「書く時の姿 勢」「点 画・筆づ かい」「毛 筆」「硬

筆」のお手本動画を収録しています。いろいろな

角度からとらえた映像が動作の細かい部分を映

し出します。

調理や裁縫の細かい作業など , 実習に役立つ映

像を基礎的な技能を中心に数多く収録していま

す。安全面にも配慮しながら制作しています。

いろいろな角度からとらえた映像が，運動の流れや体

全身の動きを細かい部分のようすまではっきりと映し

出します。柔道と剣道 , 創作ダンス , 現代的なリズムの

ダンスを基礎から,丁寧に扱います。

定番題材である名作を，原作の良さを十分に生

かす映像でお届けします。生徒に関心をもたせ，

感動を呼び起こし美しくわかりやすい内容で学習

効果を高めます。

生活科で役立つコンテンツの他，災害安全，生活

安全，障がいのある人たちとの共生を考えるコン

テンツなど , 今日的な課題の理解を深めるための

コンテンツを収録しています。

※小・中学校社会のコンテンツは学校内でお使いください。

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

体験サイトのお知らせ

300,000円 1,200 ,000円

各 50,000円 各 200,000円

国語
書写
社会
数学
理科
英語

技術・家庭
道徳

保健体育
特活・総合
中学校セット

対応教科 Web配信（1年） Web配信（5年）

300,000円 1,200 ,000円

各 50,000円 各 200,000円

小・中学校  各10書目
約5,300コンテンツ

直観的な操作で
てがるに使える

さまざまな学習シーンで
カリキュラムマネジメント

映像データベースは
「深い学び」を支えます。

小・中学校各10書目にわたる約5,300ものコンテンツを
デスクトップPCやタブレットPC ,スマートフォンなど,どの端末でも視聴できる教材です。

検索性や操作性を向上してリニューアルしました。
児童・生徒一人ひとりがPC端末を使う環境に最適です。

たくさん かんたん ひろがる

Windows

PC/タブレット

Windows8.1/10

Chrome/Edge

iPhone8/iPad mini4/iPad Air2/
iPad Pro/およびそれ以降のiPhone/iPad

iOS10以降 iPadOS13

Safari

Chromebook

Chrome OS

Chrome

スマートフォン/タブレット

androidOS6.0以降

Chrome

iPhone  /  iPad Chromebook android



小学校 ,中学校各10書目をラインアップしました。

教科書の学習内容に即したショートクリップを多く収録しているので ,

ふだんの授業ですぐにお使いいただけます。

小学校向けコンテンツ数

140 110190 540 190 160 190 760 40340

中学校向けコンテンツ数

単元解説
単元ごとに学習内容のポイントを

整理し解説します。

導入やまとめの教材として最適です。

資料
授業の内容に合致した資料性の高い

映像を収録しています。

学習した場所や事柄のイメージを深めます。

物語
アニメーションやドラマなど ,

物語を児童・生徒が

理解しやすい形で提示しています。

インタビュー
学習内容の背景となる事柄を

当事者や有識者の生の言葉で伝えます。

教科書を超えた発見が生まれます。

実技や技能，基礎操作の習得を助ける

コンテンツをきめ細かに用意しています。

活動の見通しを立てるのに最適です。

実技 シミュレーション
映像教材だけではなく,数値や形を変えて

インタラクティブに操作できる教材を用意しています。

グループワークに最適です。

※2020年 4月時点　算数・数学に収録

たくさん

約5,300の教材コンテンツ！

約5,300もの教材コンテンツを

さまざまな端末でご利用いただけます。

140 120100 570 230 750 150 250 30300



指導のねらいを明確化 !!
教科書の単元や分野を絞り込んで

目的のコンテンツを選択するだけ。

プレイリストの作成や,QRコードの出力を

使ったこだわりの使い方もできます。

かんたんに使える便利な機能がたくさん。
だから,先生も子どもたちも
いろいろな場面で気軽に使えます。

操作は簡単 3 Step

Step
コンテンツを選択

便利な機能を使うと,

先生のねらい通りに

教材を提示することができます。

かんたん

印刷
表示されているコンテンツの
QRコードを印刷

C S V
表示されているコンテンツの情報や
URLをCSV 形式で出力

プレイリスト
学習に必要なコンテンツをプレイリストで管理。 プレイリスト
の公開や他の人のプレイリストを読み込むことができます。

書き込み
6色のペンで画面上に自由に書き込み
書き込みの表示 /非表示が可能

プレイリストに追加
表示されているコンテンツを
プレイリストに追加

チャプター
ストーリー性のある動画をチャプターに分割
見せたい場面から再生

りれき
過去に視聴したコンテンツを表示

あわせて見てみよう
学習上 ,教科内であわせて視聴すると
効果的なコンテンツを表示

QR
コンテンツのQRコードとURLを表示

さがす
フリーワードを入力して
教科を横断してコンテンツを検索

設定
教科書会社を選んで，教科書の単元検索に反映
学校内のコンテンツへのアクセス状況をグラフで確認

ひろげよう
学習がひろがる関連したコンテンツを
教科横断的に表示

切り取り再生
動画のタイムコードを指定して
見せたい部分だけを再生

リピート再生
動画を自動で繰り返し再生

※③④はCookieに保存されるため，同一端末内でのご利用に限られます。また,Cookieを削除すると③④で保存された内容も消去されます。

　※公開範囲は学校内に限られます。

Step
教科を選択して

Step
教科書の単元や
分野を絞り込んで



タブレットPCでもスマホでも！！
一斉視聴やグループ学習,個別学習など,

活用場面はさまざま。

アウトプットしたURLやQRコードは,

いろいろな使い方ができます。

さまざまな学習シーンで
「主体的・対話的で深い学び」を
サポートします。

広がる活用方法

授業準備を効率化!

PC スマホ

画面サイズにあわせて

自動で最適な表示に切り替わります。

ひろがる

モニターやプロジェクターを使った一斉指導に

一斉視聴

アウトプットしたURLを使って,リンクを作成

デジタル教材をパワーアップ

デジタル教科書や
他教材と連携

印刷したＱＲコードをプリントに貼付

動画付きのプリントで深い学びを

プリントをデジタル教材に

複数の教科から関連した動画を

検索できるので教科横断的な学習を支援

カリキュラム
マネジメントにも

シミュレーション教材を使ってグループ学習 個別にリスニングやスピーキングの練習 体育館で基本動作をお手本動画で確認

お手本動画を何度も確認 実験の前後に映像で確認 調理の手順をじっくり確認しながら調理実習

「映像データベース」は豊富なコンテンツの中からさまざまな教材を選ぶことができるので,

効率的な授業準備に役立ちます。選んだ教材はオリジナルのプレイリストとして保存・公開できます。

事前学習やふりかえり学習に最適！
QRコードを使えば児童・生徒の端末で簡単に教材にアクセスできるので,

事前に授業の内容を学習したり,授業後にふりかえり学習をしたりすることができます。


