中学校・高等学校 国語
指導者用パソコンソフト

好評発売中！

＝古 典 文 学 編＝

＝近 現 代 文 学 編＝

東京書籍がご提案する
新しい国語便覧のかたち
デジタル国語便覧は，従来の紙の便覧とは異な
る新しい方法論に基づき，デジタルの特性を最
大限に活かした，文学への興味を広げる指導者
用パソコンソフトです。

作品・作者
情報
ワーク
コンテンツ

映像

作品・作者情報を土台として，映像，ワークコンテンツを中心とし
たデジタルコンテンツを豊富に収録しています。
紙の便覧では伝えきれなかった文学作品のイメージや面白さを，
貴重な資料と美しい映像で伝えます。また，学習内容の定着を図
るワークコンテンツを活用して，ポイントをしっかりと押さえるこ
とができます。

古文の目次を表示します。
漢文の目次を表示します。

※古文・漢文は「デジタル国語便覧 古典文学編」を
インストールするとお使いいただけます。

近現代文学の目次を表示します。

※2018年発売の「デジタル国語便覧 近現代文学編」
をインストールするとお使いいただけます。

作品をキーワードで検索できます。
全国文学さんぽ
文学クイズ 古 典

古典

近現代

近現代

映像・ワークコンテンツ一覧を
表示します。
文学のすすめ 近現代

※2018年発売の「デジタル国語便覧 近現代文学編」
をインストールするとお使いいただけます。

全画面表示にできます。
操作&活用ガイドを表示します。
資料アップローダー

「全国文学さんぽ」に関連して，
お住まいの地域の文

学ゆかりのスポットなどについて写真とコメントを投

ツールバーを左右
お好きな方に表示できます。

稿していただける，
参加型の機能です。

POINT 1

基礎知識を押さえる 作品・作者情報

近現代

虫眼鏡のアイコンを押すと，
文字が大きく表示されます。

夏目漱石略年譜

古典

CHECK!
作品や作者についての基礎的な情報をしっかりとまとめています。
目次画面から，時代やジャンル等のキーワードで検索することもできるの
で，便利にお使いいただけます。

活用ガイド
「作品・作者情報」は，文学作品や作者について基本
情報を確認したい場面で役立ちます。文字情報だけ
でなく，ボタンから年表や，作品の特徴をまとめた表
などを大きく提示することもできるので，より分かり
やすく示すことができます。

POINT 2

文学作品の
イメージを広げる 映像
古典文学編では，
古典文学作品の特徴や背景を，
作品本文とともに紹介しています。
近現代文学編では，
作家の人生や代表作のあらすじなどを，
親しみやすいドラマを交えて
紹介しています。

-作品の内容紹介 -

【古事記の神話

天の岩戸】

古典

-鑑賞-

-作家・作品紹介 -

【江雪】
【朗読（中国語）江雪】
古典

【高村光太郎】
近現代

CHECK!
活用ガイド

文字情報だけでは伝えきれなかった文学作品のイメージや特徴を，貴重
な資料と美しい映像で分かりやすく伝えます。作品の一節を朗読で紹介
するなど，原文のよさが味わえるよう工夫しています。

作品のポイントが簡潔にまとまっているので，短時間で手
軽に, 作品のイメージや特徴を伝えることができます。

POINT 3

しっかりと知識の定着を図る ワークコンテンツ
CHECK!
古典作品の冒頭を暗唱するコンテンツ，ポイント整理のコンテンツ，故事成語
や同音異義語を学べるコンテンツなど，学習をサポートするさまざまなコンテ

ワークpdf

ンツを収録しています。

古典
【意味とポイント】
和歌や漢詩の意味とポイントが押さえら
れるコンテンツです。

近現代
【ことわざ】
【書き取り練習 同音異義語】
知識の確認はもちろん，
答えや意味を隠し
てチェック用としても活用できるコンテンツ
です。

【ことわざ】
【書き取り練習 同音異義語】

古典
【暗唱しよう】
古文の作品冒頭や漢詩の暗唱に役立つコンテンツです。
朗読はマスクを外した部分のみ読み上げます。

活用ガイド
学習した知識を確認させたい場面や，さらに多くの情
報に触れさせたい場面でご活用ください。印刷して
配布できるワークシート付きのコンテンツもござい
ます。

さらに いつでもお使いいただける楽しいコンテンツも！
巻頭特集

文学クイズ

言 葉 を 生 業 と する 現 代 作 家 の 方 へ の インタ

活用
ガイド

ビュー記事・映像を通して，文学の世界への入り
口を見つけて欲しいという思いから収録しまし
た。記事は印刷して，教室内や図書室などの共有
スペースに掲示していただくことも可能です。

クイズ形式で,楽しく作品のポイントを確認す
ることができます。作品・作者情報や映像で

活用
ガイド

作品の基本情報を押
さえてから，確認とし
てご活用いただくと
より効果的です。

全国文学さんぽ

文学のすすめ

文学館や文学ゆかりのスポットを，さんぽコース

活用
ガイド

として親しみやすく紹介しています。文学や地域
ゆかりの文学者への興味付けをねらいとした，い
つでもお使いいただけるコンテンツですので，授
業等の時間の中で自由にお役立てください。

デジタル国語便覧 近現代文学編
価
格 ： 学校内フリーライセンス
Web配信（1年間）
デジタル国語便覧 古典文学編
価
格 ： 学校内フリーライセンス
Web配信（1年間）

活用
ガイド
近現代

分や目的に合った作品をおすすめし，実際に作品
本文を読んでいただける，便利な作品データベー
スです。便覧で気になった作品をいち早く読んで
いただくことができます。

動作環境
55,000円（本体50,000円） □ PC：Windows 8.1 / 10
14,300円（本体13,000円） ・ Google Chrome最新 / Internet Explorer 11
□ タブレット： Android 6.0=Google Chrome最新
83,600円（本体76,000円）
iOS 10=Safari最新
22,000円（本体20,000円） □ メモリ：搭載しているOSに必要な 推奨サイズ以上
□ その他
スタンドアロン実行：Windowsのみ対応
HTTP配信：Internet Explorer 11以上
iOS Safari / Chrome，Android Chrome

教育事業本部
（営業部）
ホームページ

レストランに見立てた世界観の中で，お客様の気

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

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

東書Eネット

All rights reserved.

Tel:03 - 5390 -7577
Tel:06 -6397-1351

Fax:03 - 5390 -7582
Fax:06 - 6397 -1357

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

商品についてのお問い合わせは，教育事業本部（営業部）
までお願いいたします。 ユーザーサポート：
Copyright©2017 by TOKYO SHOSEKI CO., LTD.

大阪東書ビル

□ サーバ運用の場合
・ 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
◯ 容量：古典文学編 4.2GB
◯ 容量：近現代文学編 4.6GB

0120-29-3363 E-mail:soft@tokyo-shoseki.co.jp
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