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学習者用デジタル教科書（教材）
教科書の本文を拡大表示し，読みやすいように文字の大きさを自由に変更することができます。書体や行間の広さ，文字色と背景色の組
み合わせも変更することができます。音声読み上げにも対応しています。 ※動画やシミュレーションなどのコンテンツは収録していません。
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CopyrightⒸ2017 by TOKYO SHOSEKI CO., LTD.,Tokyo   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。
Lentranceは，日本国，米国，およびその他の国における，株式会社Lentranceの登録商標または商標です。
Windowsは，米国マイクロソフト社の登録商標です。iPadは米国アップル社の登録商標です。
App Storeは，アップル社が運営する，iPhone・iPod touch，iPad向けアプリケーションのダウンロードサービスです。

商品についてのお問い合わせは，教育事業本部までお願いいたします。
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Windows

Q　 &A

Q 塾などでも購入できますか？ A
教科書を販売している書店または学校のパソコン販売店様経由で購入
できます。または，弊社営業担当までお問い合わせください。Q どこで購入できますか？ A
学校専用コンテンツです。
学校のみが購入できます。

Q 教員は使用できますか。 A 教員の方もご使用いただけます。

Q 指導者用のデジタル教科書はありますか。 指導者用デジタル教科書（教材）は教科書販売店専用商品として販売して
おります。教科書販売店，または弊社営業担当までお問い合わせください。Q A

Q 使用期限はありますか？ A 使用許諾期間は，収録されているデータに対応する教科用図書教科書
の発行期間を限度とします。

学習者用デジタル教材
動画やシミュレーションなどのコンテンツを多数収録してデジタル教材です。 ※教科書紙面は収録していません。

 学習者用デジタル教科書（教材） 学習者用デジタル教材

機能や操作などの詳細，アップデートなどについてはサポートサイトからご案内いたします。　デジタル教科書総合サポートサイト　https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp

精選国語総合（国総333） 2.3 GB 2.8 GB
国語総合 古典編（国総335） 2.0 GB 2.6 GB
世界史A（世A310） 1.3 GB 1.5 GB
現代社会（現社313） 420 MB 2.3 GB
数学ⅠAdvanced（数Ⅰ317） ※ 230 MB
数学ⅠStandard（数Ⅰ318） 100 MB 220 MB
数学ⅡAdvanced（数Ⅱ317） ※ 300 MB
数学ⅡStandard（数Ⅱ318） 130 MB 300 MB
数学A Advanced（数A317） ※ 470 MB
数学A Standard（数A318） 85 MB 470 MB
数学B Advanced（数B316） ※ 270 MB
数学B Standard（数B317） 90 MB 270 MB
改訂 物理基礎（物基311） 340 MB 1.4 GB
改訂 化学基礎（化基313） 290 MB 3.0 GB
改訂 化学（化学308） 1.2 GB 6.1 GB
改訂 生物基礎（生基311） 485 MB 2.4 GB
改訂 生物（生物306） 1.1 GB 1.7 GB
All Aboard! English Communication Ⅰ（コⅠ328） 720 MB 1.1 GB
Power On English Communication Ⅰ（コⅠ329） 1.6 GB 1.5 GB
PROMINENCE English Communication Ⅰ（コⅠ330） 2.2 GB 2.4 GB
All Aboard! English Communication Ⅱ（コⅡ326） 1.4 GB 1.8 GB
Power On English Communication Ⅱ（コⅡ327） 1.4 GB 2.3 GB
PROMINENCE English Communication Ⅱ（コⅡ328） 2.4 GB 3.0 GB
家庭基礎 自立・共生・創造（家基311） 700 MB 3.8 GB
新編 社会と情報（社情309） 520 MB 1.6 GB

※数学Advancedシリーズの学習者用デジタル教科書については，別途お問い合わせください。

※「学習者用デジタル教科書（教材）」は，平成31年4月１日施行の改正学校教育法に基づく学習者用デジタル教科書ではございません。

高 等 学 校

学習者用 （教材）

学習者用

深まる 理解！わ かる 授業！
楽し い 授業のサポート！



学習者用デジタル教科書（教材）

Lentrance Readerの２画面表示機能を使うことで，学習者用デジタル教科書（教材）と学習者用デジタル教材を並べて利用することができます。

特別に支援を必要とする生徒にもお使いいただけるよう，
デジタルのメリットを活かして制作したデジタル教材です。

学校の環境などに応じて，
学習者用デジタル教科書（教材）・学習者用デジタル教材を自由に選択してご活用ください。

本文をより読みやすく

教科書の本文を拡大表示できます。文字の
大きさ，書体，行間の広さは自由に設定でき，
読みやすいように自動改行されます。文字
色と背景の色の組み合わせも変更できます。

デジタル教科書・教材ビューア Lentrance Readerについて
「学習者用デジタル教科書（教材）」「学習者用デジタル
教材」の閲覧には, 専用ビューア『Lentrance 
Reader』のインストールが必要です。
『Lentrance Reader』は，シンプルかつ直感的
な操作で，さまざまなデジタルコンテンツを扱
えるデジタル教科書・教材ビューアです。
一斉授業での演示，タブレット端末を使った個
別学習をサポートします。

2 3

写真や図版をより見やすく

教科書紙面に掲載されている写真や図版を
拡大して表示できます。

読み上げ機能

自動音声読み上げにも対応しています。
再生速度も聞き取りやすい速さに調整で
きます。※国語，英語の本文は収録音声が
再生されます。

   より見やすく
より読みやすく

学習者用デジタル教材 動画やシミュレーションなどのデジタルコンテンツを豊富に収録して
います。タブレット端末でもお使いいただけるデジタル教材です。

映像資料

学習内容に関連した動画や貴重な映像資料
を豊富に収録。生徒の興味・関心を高めます。

インタラクティブな図表

表示する内容を自由に切り替えられる図版
やグラフなどのコンテンツを収録。デジタル
ならではの表現で効果的にご活用いただけ
ます。

学習の定着を図るコンテンツ

フラッシュカードやシミュレーションなどの
コンテンツを収録。学習の定着を図ります。

深まる 理解！
わ かる 授業！

楽し い 授業のサポート！

ペンやマーカーなど
の基本的な書き込
み機能を備えていま
す。

ペンツール
PDFや動画・画像に
も対応。先生が作
成されたオリジナル
教材も扱えます。

書棚で一括管理
2つの教科書・教材
を並べて表示できる
ので，教科横断的な
学習や補充資料の
提示ができます。

2画面表示

各教科の説明は
4P～7Pを
ご覧ください。

※iPad版でのPDFや動画・画像の登録はアップデートで対応予定です。
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4 5

国語
デジタル教材
学習者用

音声・映像などの多彩なコンテンツで楽しく古典を学べます。
●本文の朗読音声で読みの定着を図る
古文・漢文の朗読音声で，古典学習の基礎である読みの定着を図ることが
できます。
●学習を手助けする機能
文法のポイントをポップアップ表示する機能，古文重要語句の単語カードな
ど，学習を手助けする機能が充実しています。
●映像を視聴し，古典に親しみを持つ
作品の基礎知識の確認はもちろん，美しい映像と貴重な資料で古典作品の
イメージを広げることができます。

地理歴史
公民

学習に役立つ多彩なコンテンツや映像資料を多数収載！
●生徒の学習を支援する豊富な教材群
教科書に掲載されている図版やグラフの理解を助けるコンテンツと，教科
書の内容にピッタリの映像資料を中心に，多数の教材を収載しています。
●操作可能な図版やグラフ
表示する内容を自由に切り替えることができる図版や，操作することが可能
なグラフなどのコンテンツを多数収載しています。
●興味・関心を高め，理解を深める映像資料
映像資料には，すべてオリジナルのナレーションを収録。教科書にピッタリ
の内容となっており，学習への動機づけや理解を促します。

数学

分かる授業，楽しい授業のサポートをします！ 
●いろいろできる！シミュレーション
教科書の問題を解くための手助けや理解を促すだけでなく，教科書の問題
場面を変更して，いろいろな数値で確認することでができます。
●触って納得！インタラクティブコンテンツ
式内の数値を変えてグラフの変化を見たり，逆にグラフを動かして式の値
がどのように変化するかを確認することができます。
●動機付けもばっちり！導入映像
各章のはじめには，これから学ぶことが日常生活や社会で活用されている
場面を紹介した導入映像を収録しています。

興味を広げる映像読みの定着を図る朗読音声 学習に便利な機能 シミュレーション インタラクティブコンテンツ 導入映像

表示切替可能な地図（世界史A） 操作可能なグラフ（現代社会）

深まる理解，高まる意欲，デジタルで広がる科学の楽しさ
●豊富な映像資料
教科書に掲載されている実験の映像や普段見ることが難しい工場の様子な
ど，豊富な映像資料が「実感を伴った理解」を促します。 
●わかりやすいアニメーション
イオン結晶の構造や転写・翻訳の過程など，教科書のイラストを動かした
アニメーションコンテンツを収録。生徒の理解を助けます。 
●多彩なデジタルコンテンツ
波の反射のシミュレーションや3D分子模型など，思わず「触ってみたい」と
思うようなコンテンツを多数収録。生徒の意欲を引き出します。 

豊富な映像資料 ! わかりやすいアニメーション！ 多彩なデジタルコンテンツ！

理科

デジタル教材

デジタル教材 デジタル教材

豊富な映像資料

精選
国語総合

国総 333

国語総合
古典編

国総335
※現代文につきましては，一部教材のみ収録しています。

世界史A
世A310

現代社会

現社 313

数学Ⅰ
Advanced
数Ⅰ317

数学A
Advanced
数A 317

数学Ⅰ
Standard
数Ⅰ318

数学A
Standard
数A 318

数学Ⅱ
Advanced
数Ⅱ317

数学B
Advanced
数 B 316

数学Ⅱ
Standard
数Ⅱ318

数学B
Standard
数 B 317

改訂
物理
基礎
物基 311

改訂
化学
基礎
化基 313

改訂
化学

化学 308

改訂
生物
基礎
生基 311

改訂
生物

生物 306

学習者用

学習者用 学習者用
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英語

豊富なコンテンツで英語の学習をサポート
●本文・語彙の定着をサポートするコンテンツ
スラッシュリーディングやフラッシュカードを収録。
再生方法や表示言語を様々に設定しながら，学習を進めることができます。
●豊富な映像資料
各Lessonの題材に関連した映像資料を収録。
題材内容への興味・関心を高め，理解を深めます。
●学習内容の定着を確認するワーク
各LessonのPartごとにオリジナルのワークを収録。
学習した語彙や文法の定着を確認できます。

●豊富な映像資料
基礎技能・実習例をはじめとしたさまざまな映像資料を収録しています。
授業での提示用としても，家庭での自習用としても効果的です。
●理解を深めるための仕掛け
図やグラフなどの資料をボタン操作で段階的に表示したり，
想像しにくい内容を具体的にシミュレーションしたりすることができます。
●現在の生活を見つめ，将来の職業を考えるためのコンテンツ
各章末の「ホームプロジェクト」では，実際にチャートに沿ってテーマを見つ
けることができます。「私と仕事」では，インタビュー映像から紹介している
人物の「生の声」を聞くことができます。

家庭

新出語句の定着 豊富な映像資料 オリジナルのワークも充実

豊富な映像資料 理解を深めるための仕掛け キャリア教育

情報

●豊富な映像資料
情報モラルや最新技術の紹介，ソフトウェアの使い方の解説など，
様々な映像資料が授業をサポートします。
●触って学べるコンテンツ
２進法の仕組みや，解像度や階調の変化による画像の見え方の違いな
ど，実際に触りながら楽しく学ぶことができます。
●補助資料も充実
教科書の内容を更に広げる参考資料や補足資料なども数多く収録し
ています。

「楽しく」「深く」「分かりやすく」
授業に役立つコンテンツが満載！

豊富な映像資料 楽しく学べるコンテンツ 補助資料も充実

情報
デジタル教材 デジタル教材

デジタル教材

□ Lentrance Reader 動作環境

□ 価格ライセンス

□ 学習者用デジタル教科書（教材）・学習者用デジタル教材の仕様

商品名

 Windows 版 iPad 版
 対応OS Windows 8.1/10 iOS 11 以降
 推奨端末 RAM 4GB以上 iPad Pro，iPad Air 2，iPad mini 4
 提供形態 DVD-ROMに同梱 AppStoreから無料配信
 アップデート サポートサイトから配信 AppStoreから配信

価格（税別） 備考

※ ローカル運用に対応しています。サーバ運用は対応していません。

教科書に関連したコンテンツを豊富に収録！

本製品のDVD-ROMにはWindows専用ビューアプログラム（Windows版Lentrance Reader）ならびにWindows用データ（EPUBファイル）を
収録しています。
本製品をiPadでご利用いただく場合には，別途，iPad専用ビューアプログラム（iPad版Lentrace Reader）ならびにiPad用データ（EPUBファイル）の
ダウンロードが必要です。iPad専用ビューアプログラムはApp Storeから，iPad用データはサポートサイト（https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp）
より入手できます。

※ 価格にはインストール作業代は含みません。
※ 追加ライセンスは基本ライセンスを購入したときのみ購入いただけます。

学習者用デジタル教科書（教材） 基本ライセンス（10ライセンスまで） 11,000 円（本体 10,000 円）
追加１ライセンス1,100 円（本体 1,000 円）

デジタルコンテンツは
収録しておりません。

学習者用デジタル教材 基本ライセンス（10ライセンスまで） 11,000 円（本体 10,000 円）
追加１ライセンス1,100 円（本体 1,000 円）

教科書本文は収録して
おりません。

All Aboard!
English CommunicationⅠ
コⅠ328

Power On
English CommunicationⅠ
コⅠ329

PROMINENCE
English CommunicationⅠ
コⅠ330

English CommunicationⅡ
コⅡ 326

English CommunicationⅡ
コⅡ327

English CommunicationⅡ
コⅡ328

新編
社会と情報

社情 309

家庭基礎
自立・共生・創造

家基311

学習者用

学習者用

学習者用
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英語

豊富なコンテンツで英語の学習をサポート
●本文・語彙の定着をサポートするコンテンツ
スラッシュリーディングやフラッシュカードを収録。
再生方法や表示言語を様々に設定しながら，学習を進めることができます。
●豊富な映像資料
各Lessonの題材に関連した映像資料を収録。
題材内容への興味・関心を高め，理解を深めます。
●学習内容の定着を確認するワーク
各LessonのPartごとにオリジナルのワークを収録。
学習した語彙や文法の定着を確認できます。

●豊富な映像資料
基礎技能・実習例をはじめとしたさまざまな映像資料を収録しています。
授業での提示用としても，家庭での自習用としても効果的です。
●理解を深めるための仕掛け
図やグラフなどの資料をボタン操作で段階的に表示したり，
想像しにくい内容を具体的にシミュレーションしたりすることができます。
●現在の生活を見つめ，将来の職業を考えるためのコンテンツ
各章末の「ホームプロジェクト」では，実際にチャートに沿ってテーマを見つ
けることができます。「私と仕事」では，インタビュー映像から紹介している
人物の「生の声」を聞くことができます。

家庭

新出語句の定着 豊富な映像資料 オリジナルのワークも充実

豊富な映像資料 理解を深めるための仕掛け キャリア教育

情報

●豊富な映像資料
情報モラルや最新技術の紹介，ソフトウェアの使い方の解説など，
様々な映像資料が授業をサポートします。
●触って学べるコンテンツ
２進法の仕組みや，解像度や階調の変化による画像の見え方の違いな
ど，実際に触りながら楽しく学ぶことができます。
●補助資料も充実
教科書の内容を更に広げる参考資料や補足資料なども数多く収録し
ています。

「楽しく」「深く」「分かりやすく」
授業に役立つコンテンツが満載！

豊富な映像資料 楽しく学べるコンテンツ 補助資料も充実

情報
デジタル教材 デジタル教材

デジタル教材

□ Lentrance Reader 動作環境

□ 価格ライセンス

□ 学習者用デジタル教科書（教材）・学習者用デジタル教材の仕様

商品名

 Windows 版 iPad 版
 対応OS Windows 8.1/10 iOS 11 以降
 推奨端末 RAM 4GB以上 iPad Pro，iPad Air 2，iPad mini 4
 提供形態 DVD-ROMに同梱 AppStoreから無料配信
 アップデート サポートサイトから配信 AppStoreから配信

価格（税別） 備考

※ ローカル運用に対応しています。サーバ運用は対応していません。

教科書に関連したコンテンツを豊富に収録！

本製品のDVD-ROMにはWindows専用ビューアプログラム（Windows版Lentrance Reader）ならびにWindows用データ（EPUBファイル）を
収録しています。
本製品をiPadでご利用いただく場合には，別途，iPad専用ビューアプログラム（iPad版Lentrace Reader）ならびにiPad用データ（EPUBファイル）の
ダウンロードが必要です。iPad専用ビューアプログラムはApp Storeから，iPad用データはサポートサイト（https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp）
より入手できます。

※ 価格にはインストール作業代は含みません。
※ 追加ライセンスは基本ライセンスを購入したときのみ購入いただけます。

学習者用デジタル教科書（教材） 基本ライセンス（10ライセンスまで） 11,000 円（本体 10,000 円）
追加１ライセンス1,100 円（本体 1,000 円）

デジタルコンテンツは
収録しておりません。

学習者用デジタル教材 基本ライセンス（10ライセンスまで） 11,000 円（本体 10,000 円）
追加１ライセンス1,100 円（本体 1,000 円）

教科書本文は収録して
おりません。

All Aboard!
English CommunicationⅠ
コⅠ328

Power On
English CommunicationⅠ
コⅠ329

PROMINENCE
English CommunicationⅠ
コⅠ330

English CommunicationⅡ
コⅡ 326

English CommunicationⅡ
コⅡ327

English CommunicationⅡ
コⅡ328
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家庭基礎
自立・共生・創造

家基311

学習者用

学習者用

学習者用
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地理歴史
公民
数学

理科

英語

家庭
情報

◎商品ラインナップと容量

学習者用デジタル教科書（教材）
教科書の本文を拡大表示し，読みやすいように文字の大きさを自由に変更することができます。書体や行間の広さ，文字色と背景色の組
み合わせも変更することができます。音声読み上げにも対応しています。 ※動画やシミュレーションなどのコンテンツは収録していません。

A4493-6 2021.04

教育事業本部

東京　〒114-8524  東京都北区堀船2-17-1
　　　Tel:03-5390-7577   Fax:03-5390-7582
大阪　〒532-0004  大阪市淀川区西宮原1-4-10　大阪東書ビル
　　　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

CopyrightⒸ2017 by TOKYO SHOSEKI CO., LTD.,Tokyo   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。
Lentranceは，日本国，米国，およびその他の国における，株式会社Lentranceの登録商標または商標です。
Windowsは，米国マイクロソフト社の登録商標です。iPadは米国アップル社の登録商標です。
App Storeは，アップル社が運営する，iPhone・iPod touch，iPad向けアプリケーションのダウンロードサービスです。

商品についてのお問い合わせは，教育事業本部までお願いいたします。

iPad
対応

Windows

Q　 &A

Q 塾などでも購入できますか？ A
教科書を販売している書店または学校のパソコン販売店様経由で購入
できます。または，弊社営業担当までお問い合わせください。Q どこで購入できますか？ A
学校専用コンテンツです。
学校のみが購入できます。

Q 教員は使用できますか。 A 教員の方もご使用いただけます。

Q 指導者用のデジタル教科書はありますか。 指導者用デジタル教科書（教材）は教科書販売店専用商品として販売して
おります。教科書販売店，または弊社営業担当までお問い合わせください。Q A

Q 使用期限はありますか？ A 使用許諾期間は，収録されているデータに対応する教科用図書教科書
の発行期間を限度とします。

学習者用デジタル教材
動画やシミュレーションなどのコンテンツを多数収録してデジタル教材です。 ※教科書紙面は収録していません。

 学習者用デジタル教科書（教材） 学習者用デジタル教材

機能や操作などの詳細，アップデートなどについてはサポートサイトからご案内いたします。　デジタル教科書総合サポートサイト　https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp

精選国語総合（国総333） 2.3 GB 2.8 GB
国語総合 古典編（国総335） 2.0 GB 2.6 GB
世界史A（世A310） 1.3 GB 1.5 GB
現代社会（現社313） 420 MB 2.3 GB
数学ⅠAdvanced（数Ⅰ317） ※ 230 MB
数学ⅠStandard（数Ⅰ318） 100 MB 220 MB
数学ⅡAdvanced（数Ⅱ317） ※ 300 MB
数学ⅡStandard（数Ⅱ318） 130 MB 300 MB
数学A Advanced（数A317） ※ 470 MB
数学A Standard（数A318） 85 MB 470 MB
数学B Advanced（数B316） ※ 270 MB
数学B Standard（数B317） 90 MB 270 MB
改訂 物理基礎（物基311） 340 MB 1.4 GB
改訂 化学基礎（化基313） 290 MB 3.0 GB
改訂 化学（化学308） 1.2 GB 6.1 GB
改訂 生物基礎（生基311） 485 MB 2.4 GB
改訂 生物（生物306） 1.1 GB 1.7 GB
All Aboard! English Communication Ⅰ（コⅠ328） 720 MB 1.1 GB
Power On English Communication Ⅰ（コⅠ329） 1.6 GB 1.5 GB
PROMINENCE English Communication Ⅰ（コⅠ330） 2.2 GB 2.4 GB
All Aboard! English Communication Ⅱ（コⅡ326） 1.4 GB 1.8 GB
Power On English Communication Ⅱ（コⅡ327） 1.4 GB 2.3 GB
PROMINENCE English Communication Ⅱ（コⅡ328） 2.4 GB 3.0 GB
家庭基礎 自立・共生・創造（家基311） 700 MB 3.8 GB
新編 社会と情報（社情309） 520 MB 1.6 GB

※数学Advancedシリーズの学習者用デジタル教科書については，別途お問い合わせください。

※「学習者用デジタル教科書（教材）」は，平成31年4月１日施行の改正学校教育法に基づく学習者用デジタル教科書ではございません。

高 等 学 校

学習者用 （教材）

学習者用

深まる 理解！わ かる 授業！
楽し い 授業のサポート！


