
プリント配信サービス「問題データベース」のプリントを
タブレットＰＣで解く教材です。

一人一台のタブレットPC環境に適した個別学習向けのドリル教材です。
解いた問題は自動採点され，学習結果はサーバー上で管理されます。

2023
問題数 約112,500問（小学校中学校合計）

自学自習や朝学習に最適
普段使いが進むドリル教材！

小学校
中学校



タブレットドリル 学習ソフト

生徒一人ひとりに合った学びの実現

一人ひとりに合った学びの実現

個々の実力に合わせて難易度の異なるプリントを選べる，解いた結果を
視覚的に表示したり，単元を解説する動画を視聴したりする，といったICT
ならではの特長を生かして，個に対応した学びをサポートします。

タブレットドリルの特色

自分のレベルに合ったプリントが見つかる
難易度別に4種類のプリントを用意しています。一人ひとりに
合った学習の流れをつくり，学力の定着をサポートします。
「ドリルプリント」で定着をはかり，「たしかめプリント」で合格点
がとれたら「チャレンジプリント」へ，合格点を下回っていたら
「フォローアッププリント」へ，という流れで誘導します。
「フォローアッププリント」がわからない児童・生徒のために
「思い出そうプリント」を用意しています。

基礎基本の定着をはかる
ドリルプリント

実力をはかる
たしかめプリント

問題を易しくアレンジした
フォローアッププリント

前の単元を復習できる
思い出そうプリント
※小学校：算数・理科

※中学校：数学・理科・社会・英語

発展的な内容の
チャレンジプリント

タブレットドリルは，インターネット環境のあるタブレットPCやパソコンでお使い
いただけるドリル教材です。
小中合計約70,000問を収録し，解いた結果はその場で自動採点されます。
視覚的に自分の解いた履歴を確認しつつ，苦手な単元を繰り返し解いたり，解説
動画を視聴することができます。

すべての学年の問題が利用できる 
当該学年だけでなく学年の切り替えが可能で，全ての学年の
プリントを利用することができます。
前の学年で習った内容の復習や，得意教科の先取り学習を
実現します。
学年の切り替えは，児童・生徒が各自で選択できます。

学年の切り替えが
できます

次に取り組むプリントに目印がつきます
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手書き入力／キーボード入力対応
国語の漢字や語句など，書くことが大切な問題については手書きで，効率よくこなしたい問題にはキーボードで解答できます。
左右利き手の選択も可能です。

解いたらすぐ採点，答えを確認する
解いたプリントは自動採点され，正答と自分の答えをすぐに確認できます。
解答結果は目で見える形で表示され，苦手なプリントは「おすすめプリント」としてランキングされます。
苦手な問題を効率よく解くことができます。

楽しく学習できる機能
解いたプリントの数に応じてメダルをゲット！
学習意欲を高めます。
（小学校のみ）

手書き入力・右利き設定 キーボード入力・左利き設定

❸ 　　



楽しくてわかりやすい解説動画

小学校

中学校

社会:太閤検地と刀狩国語:歴史的仮名遣い 数学:文字を使った式の表し方

理科:前線と天気の変化 英語:疑問詞 what（What is ...?）

国語:敬語 社会:武士の世の中へ

理科:太陽とかげを調べよう 英語:What do you want to study?

算数:かけ算 九九

小・中学校全教科で
400クリップ以上の
動画を収録

※サンプルを視聴
　できます

解説チャンネル
ドリルの単元選択画面から，それぞれ対応する動画に
アクセスできるほか，動画一覧のページをご用意しています。
一斉提示など普段の授業でも利用することができます。

一斉提示にドリルを解きながら

楽しくわかりやすい動画を教科ごとに用意
記憶に残るアニメーションや音楽で学習をサポートします
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教科別演習画面

小学校

中学校

国語 社会 算数

国語 社会 数学

理科 英語

理科 英語

中学校国語・英語には
領域別問題を収録し，
「聞く」領域の学習も
支援します。

小学校5教科・中学校5教科
各教科の特性に応じた問題を準備しています

国語：約19,500問　社会：約3,500問　英語：約1,000問
算数：約15,000問　理科：約5,500問小学校　約44,500問

中学校　約68,000問 国語：約16,000問　社会：約7,500問　英語：約28,500問
数学：約  8,500問　理科：約7,500問
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教科書出版社設定（タブレットドリル managerから設定します）

教科・学年ごとにご採用の
教科書出版社を設定できますので,
授業でスムーズに利用することができます。

複数社より設定できます。

※一部対応していない出版社もございます。

得点に合わせて効果音が変わります。
80点以上を取ると，「クリア」スタンプが押さ
れます。

「できた」を実感

楽しく学習できる機能

解いた問題量（プリント数）を視覚的に表示
します。
問題を解けば解くほどゲージやメダルの数
が増えていきます。
※メダルは小学校版のみ

「がんばり度」を評価

一度解いた問題にはオレンジの星マーク，80点以上とれた問題に
は金色の星マークが付きます。金色の星を埋めていくことで，単元
が全て理解できているという目安になります。

採点結果を「☆」で見える化

便利な手書きメモ機能
各問題には手書きメモ機能を搭載しています。解答だけではなく，途中計算式
を書き込んだり，メモを取ったり，先生が書き込みながら説明したりすることが
可能です。
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タブレットドリルのサポートサイトからログイン
してください。

アクセスする

問題を選ぶ

ログイン画面上で，団体コード（学校ごとに一つ発行），児童・生徒
のＩＤ／パスワードを入力してログインしてください。

ログインする

採点結果に
応じて矢印が移動

ドリルを解いたら
「たしかめプリント」をはじめよう

「たしかめプリント」を
クリアしたらこのプリント

毎日の授業で使う

タブレットドリルを始めよう

体調チェック 教科を選ぶ 単元を選ぶ

❼ 　　
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学習の流れ

教科の選択，各種設定をします

その日の体調をチェック

ご使用中の教科書に合わせた目次配列

ホーム画面

ID・パスワード入力画面

目次画面

苦手なプリントがランキング
形式で表示されます

タブレットドリル managerから
配布されたプリントを見て取り組みます
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正解と自分の答えを確認

演習画面

結果確認画面

つまずきやすい問題を
赤字で解説

解答形式は手書きとキーボード
国語の漢字や語句など書くことが大事な問題
については手書きで，サクサク効率よくこなし
たい問題にはキーボードで解答できます。

手書き入力式
※文字認識は,ひらがな・カタカナ・漢字・
数字・数式・アルファベットなど,教科特性
に合わせて自動的に切り替わります。

音声を聞いて回答

❾ 　　



タブレットドリル manager
学習履歴管理システム

学習履歴管理によるきめ細かな指導の実現
インターネットを通してクラスや児童・生徒の学習結果をいつでも把握できるので，
クラスや児童・生徒に合わせたきめ細かな指導や授業を行うことができます。

クラス全員の結果を確認 個人の学習状況を確認 プリントごとに学習結果を確認

教職員・設定作業者向けサポートサイトから
ログイン画面を押してください。

「正答率（点数）」「学習回数」「学習時間」
等を選択してグラフやリストに表示します。
クラスごとに、得意・不得意なプリントが
分かります。

個人単位で学習状況を表示します。体調
や平均点、学習時間、学習回数や教科観
点別の平均,正答率が確認できます。

学習結果をプリント単位で表示します。
小問の正答率や回答結果などが確認で
きます。

アクセスする

プリントの学習結果，学習時間，学習回数などの進捗状況をクラス単位，個人単位，プリント単位で確認できます。

タブレットドリル managerの特色

さまざまな切り口から学習履歴を確認できる

学習履歴を確認する

プリントを配布する

アカウントを管理する

　　 10



成績変化や健康状態がわかる
学習者の成績変化の状況や健康状態を一覧で
確認することができ，学習者の変化がわかります。

解答結果を詳しく表示
学習者の解答結果を小問単位
で確認することができます。
〇×だけでなく，どの問題をど
う間違えたのかがわかります。

生徒の健康状況がわかります

小学校1年生から中学校3年までの学習履歴を一括管理
小学校と中学校の垣根を越えて，最長9年間に渡る
学習の積み重ねを確認することができます。全単元別
の平均点をベースに，得意な領域や問題，つまずき箇所
を先生が把握し，次の指導にお役立ていただけます。
問題を解くことができない原因や要素を調べる際，
非常に便利な情報となります。
（小中一貫校が対象です。小・中学校間の移行につ
いては,管理者（教育委員会権限）による設定が必要
です。）

小学校1年～中学校3年までの
学習履歴を確認

11 　　



グループに，一人ひとりに，プリントを配信できる
収録プリントから任意のプリントを選び，グループや児童生徒に配信することができます。
学習履歴から学習者が苦手だと思われるプリントを配信したり，予習復習用として配信したりすることができます。

プリント一覧から
配布

学習履歴から配布

自作の問題を登録して，タブレットドリル上で解くことができます。
問題は４択・８択からお選びいただきます。

オリジナル問題が作成できる
テキスト・画像・音声を搭載することが可能で，リスニング問題を
作成することができます。

リスニング問題の作成にも対応
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教科別に分析する

学習者別に分析する

学年・クラスの教科別平均点と，個人の平均点をグラフ化して
確認することができます。

学年・クラスごとにグラフ表示

教科・単元ごと
に，個々の平均点
（横線）とクラス・
学年の平均点（縦
線）を並べて表示
します。

個人ごとの最終学習日・累計学習回数・平均学習時間・平均点・
成績変化などを一覧できます。

個々の最終学習日，累計学習回数，平均学習時間，平均
点などを一覧で確認することができます。
さらに個人単位の学習状況を調べていくことができます。

プリント別に分析する

学年・クラス・個人ごとの単元・プリント別平均点，学習回数，
学習時間を一覧できます。

単元ごとの平均点から掘り下げて確認する
個人ごとに，何番の問題をどう答えたか（正解・不正解・無回答）
を確認できます。

大問ごとの解答状況を分析する

プリント毎の正誤判定結果，平均正答率などが確認できます。更に，
問題単位の解答結果（正解・不正解・無回答）に加えて，誤答（最終
解答結果）も確認することができます。

全単元を縦に並べて，平均点・学習回数・学習時間を一覧で確認する
ことができます。更に単元の各種プリントの学習結果を見ていくこと
ができます。

学習時間・回数・学習者数・主な学習時間など

集計期間を設定
して，学習時間・
学習回数・学習者
数・主な学習時間
の情報をグラフ
化して確認する
ことができます。

評価観点ごとに
学習履歴の集計
結果を表示する
こともできます。
通知表や面談な
ど，評価の資料
として活用でき
ます。

学習状況管理画面
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サポートサイト
ユーザー（児童・生徒及び保護者）向け，
教職員向けにサポートサイトを
開設しています

サポートサイトを児童・生徒向けにご用意しています。各種操作ガイドや使い方を
説明した動画を用意しています。Q＆A・更新情報などをご案内しています。

児童・生徒・保護者向け
サポート

「問題データベース」と併用して学力を定着

「タブレット」と「紙のプリント」を併用して学力アップ！
プリント教材「問題データベース」との併用で様々な場面での活用が広がります。

タブレットで

問題演習

解説動画

問題演習

活用問題

高校入試問題学習履歴

使い方
動画

タブレットドリル
・効率的に問題をたくさん解く
・苦手を把握
・自学自習

使い方の動画やガイドをご用意しています。
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教職員資料やガイド，また，インストール作業を行う設定作業者向けの情報を提供する
サポートサイトをご用意しています。

教職員・設定業者向け
サポート

プリントで

問題データベースを体験することが出来ます。

問題データベース

体験サイト
http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/mondait/index.html

問題データベース
・タブレットドリルで
 解けなかった問題を
 印刷して配布

設定方法や使い方を動画で説明します。
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いつでもどこでも同じ学習環境

学校／家庭のＰＣで

 A4116-10    2023.03

東京書籍サーバー

管理者用
ID/パスワード

児童・生徒用
ID/パスワード

●●  学習履歴管理
●●  先生が自作した問題を配信可能
●●  全学年のプリントから指定して配信可能

児童・生徒用
ID/パスワード

●●  自動採点機能
●●  解説コンテンツ
●●  苦手なプリント表示
●●  学習量を視覚的に表示

学校

児童 ・ 生徒

先生 児童 ・ 生徒

家庭

■タブレットドリル インストール版
・対応OS　Windows10/11
初回ログイン時や学習結果の送受信，先生から配布され
たプリントの受信，問題の更新，解説コンテンツ，筆順アニ
メーションのご利用にはインターネット接続が必要です。
初回ログイン後の再ログインやログインせずに使用する
場合には，オフライン環境でのご利用も可能です。
Web配信版との併用利用が可能です。併用利用した場合
の学習履歴はどちらもタブレットドリル managerに集約
されます。

■タブレットドリル Web配信版
・対応OS Windows10/11，iOS11以降，
 iPadOS13以降，Android6.0以降，ChromeOS
・対応ブラウザ Microsoft Edge / Google Chrome / Safari
※ブラウザは最新版に対応
ご利用には常時インターネット接続が必要です。端末1台あたり常時
2Mbps以上の通信速度でご利用いただくことを推奨します。対応
OS，ブラウザでも機種によっては正しく動作しない可能性があります。
ご購入の前に必ずお試しください。

■タブレットドリル manager<先生用>
・対応OS Windows10/11，
 iOS11以降，iPadOS13以降，
 Android6.0以降，ChromeOS
・対応ブラウザ Microsoft Edge /
 Google Chrome / Safari
※ブラウザは最新版に対応
ご利用には常時インターネット接続が必要
です。

動作環境

※１　全児童・生徒数が，180人以下の学校様にお得な人数分での価格です。ＩＤパスワード運用管理費として各教科別途11,000円（本体10,000円） ■問題データベース採用校または，同時購入の場合は，各教科
別途5,500円（本体5,000円）が必要です。（例：生徒数100名の場合　366円（本体333円）×100名＋11,000円（本体10,000円）＝47,630円（本体43,300円）　問題データベース採用校または，
同時購入特別価格　182円（本体166円）×100名＋5,500円（本体5,000円）＝23,760円（本体21,600円）　※全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。）

ローカル／Web配信版
併用可能ローカル

インストール

Web配信

PC

価 格

タブレット

※Windowsのみ対応

CopyrightⒸ2023 by TOKYO SHOSEKI CO., LTD. All rights reserved.　本カタログに記載されている内容および製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

本カタログは、一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」に則っております。

営業総轄本部 DX営業部
東京　〒114-8524 東京都北区堀船2-17-1
大阪　〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル

TEL:03-5390-7577　 FAX:03-5390-7582
TEL:06-6397-1351　 FAX:06-6397-1357

ホームページ　https://www.tokyo-shoseki.co.jp 東書Eネット　https://ten.tokyo-shoseki.co.jp

商品についてのお問い合わせは、
営業総轄本部 DX営業部までお願いいたします。 E-mail：soft@tokyo-shoseki.co.jpデジタル商品サポートダイヤル

受付時間：平日9：30～17：30 0120-29-3363

学校フリーライセンス 1年契約

国語
社会
算数
理科
英語

国語
社会
数学
理科
英語

学校フリーライセンス 5年契約 生徒数価格 1年契約（※1）
価格 価格 価格

小学校

中学校

各77,000円
（本体70,000円）

各38,500円
（本体35,000円）

各77,000円
（本体70,000円）

各38,500円
（本体35,000円）

各308,000円
（本体280,000円）

各154,000円
（本体140,000円）

各308,000円
（本体280,000円）

各154,000円
（本体140,000円）

各366円（本体333円）×生徒数
+11,000円（本体10,000円）(ID管理費)

各182円（本体166円）×生徒数
+5,500円（本体5,000円）(ID管理費)

各366円（本体333円）×生徒数
+11,000円（本体10,000円）(ID管理費)

各182円（本体166円）×生徒数
+5,500円（本体5,000円）(ID管理費)

国語
社会
数学
理科
英語

国語
社会
算数
理科
英語

問題DB
導入校

問題DB
導入校




