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以下の2つの販売価格からお選びください。

●動作環境

http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/mondait/index.html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

教科

価格（学校内フリーライセンス） ※1校あたり

●ご使用にあたっての禁止事項
○東京書籍の許可なく問題内容を改変したり，転用したりすること。
○ご契約いただいている学校以外の場所で使用すること。
○ご契約いただいている学校のPC以外で使用すること。

○ユーザーIDやパスワードをご契約いただいている学校外の第三者に使用させること。
○本問題データベースの内容を保存し，契約期間外に使用すること。

学校内フリーライセンス

学校価格…… 1年契約  1教科  全学年　７７,０００円（本体７０,０００円）　 5年契約  1教科  全学年　３０８,０００円（本体２８０,０００円）

生徒数価格… 1年間  1教科  全学年  児童1人あたり　３６６円（本体３３３円）
 問題データベース導入校または同時購入価格… 1年間　１８２円（本体１６６円）　
 ※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　  ○動作環境は「タブレットドリル」パンフをご参照下さい。

学校価格…… 1年契約  1教科   各２２,０００円（本体２０,０００円）　☆国語・算数セット価格〈小学校〉 ３８,５００円（本体３５,０００円）
 問題データベースを導入している学校のみ，ご購入いただけます。
生徒数価格… 1年契約  1教科  全学年  児童・生徒1人あたり  １２２円（本体１１１円）　☆国語・算数セット価格〈小学校〉 ２１３円（本体１９４円）
 ※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　○動作環境は問題データベースと同様

学校価格…… 

生徒数価格…

※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。180名以下の場合はお得になります。
 ＩＤ＆パスワード運用管理費として，
1校1教科1年間11,000円（本体10,000円）が別途必要となります。
たとえば…生徒数100名の学校の場合  1教科366円（本体333円）×100名＋11,000（本体10,000円）＝47,630円（本体43,300円）

1年契約　1教科　全学年　  77,000円（本体70,000円）

5年契約　1教科　全学年　308,000円（本体280,000円） ※生徒数/パソコンの利用台数を問いません。

1年間　1教科　全学年　 児童・生徒1人あたり　366円（本体333円）

問題データベース  家庭向けプリント配信  「プリントひろば」

問題データベース  「タブレットドリル」

中学校　国語・社会・数学・理科・英語  １年生～3年生小学校　国語・算数  １年生～６年生

中学校　国語・社会・数学・理科・英語小学校　国語・社会・算数・理科・英語

Windows10/11 iOS10以降 Android8以降
Google Chrome
Microsoft Edge

対応OS

Windows iOS（※1） Android（※1）

対応ブラウザ Safari Google Chrome

ChromeOS

Chromebook

Google Chrome

ご利用にあたっては，別途QRリーダーが必要です。QRコードの利用

いずれのブラウザも最新版を強く推奨

デジタル商品サポートダイヤル
受付時間：平日9:30～17:30

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。

体験版

※ID&パスワード運用管理費として，
　1校1教科1年間１１,０００円（本体１０,０００円）が別途必要となります。

中学校 国語　1年生～3年生
▶5教科 社会　地理・歴史・公民
 数学　1年生～3年生
 理科　1年生～3年生
 英語　1年生～3年生

小学校 国語　1年生～6年生
▶5教科 社会／理科セット 3年生～6年生
 ※社会／理科は2教科セット

 算数　1年生～6年生
 英語　3年生～6年生

学校価格…… 導入校（問題データベース・タブレットドリル）または同時購入価格  1年契約 1教科 全学年　３８,５００円（本体３５,０００円）

生徒数価格… 導入校（問題データベース・タブレットドリル）または同時購入価格  1年間 1教科 全学年　１８２円（本体１６６円）  
　　　　　　   ID&パスワード運用管理費は，1校1教科５,５００円（本体５,０００円）となります。　　　　
　　　　　　　※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。

導入校価格（問題データベース・問題データベースタブレットドリル）

※１ iOS, Android には一部機能制限があります。

＊この資料は、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。 
中学校 国語 中学校 社会 中学校 数学 中学校 理科 中学校 英語

小学校 国語 小学校 算数 小学校 英語小学校 社会／理科

小学校

中学校
「学習プリント」の

インターネット配信
サービス

2 023

授業に
朝学習に

放課後学習に

宿題に

高校入試対策に

習熟度別学習に

も収録！読み上げ音声データ
「もっとくわしく！（解答解説）」解説動画や

QRコードから

マルチOS対応！

約18,170枚約18,170枚約18,170枚約18,170枚

総数総数

豊富なプリント数豊富なプリント数
内容は随時更新中

基礎・基本的な問題から活用問題まで

充実した学習プリントが

個に応じた学習を支援します！

先生の教材作成をサポートし
個々の習熟度に最適な学習教材を提供します。



問題データベースの特徴
学
力

向上
への取り組みに最
適基礎基本から発展まで，習熟度別に

利用できる豊富なプリント構成です。
全国学力・学習状況調査の結果を
独自で分析し，改善につなげていた
だけるフォローアップメニューを掲載。

教

材作成の負担を
軽減

クリック一つで個人またはグループで
必要な学習プリントを選択し，そのま
ま印刷できます。更に，問題を組み合
わせて，アレンジすることも可能です。

「テンプレート」と「フリー」など必要なプリントをグランドメニューから選択します。

豊富な教材
総数約18,170枚，豊富
なプリントテンプレートか
ら必要なプリントが簡単
に出力できます。

1

最新のデータ
毎年データを更新し，最
新のプリントが利用でき
ます。

2
簡単・便利

そのまま使う「テンプレー
ト」と学年・単元を問わず
大問ごとに組み合わせ
て作る「フリー」問題作成
機能があります。

3

学習支援
「もっとくわしく！（解答解説）」，
読み上げ音声を搭載。 
自宅でもQRコードを使って
再生できます。

5

安心
学習指導要領と各教科
書会社に対応している
のでどの方法でも使え
ます。

4

「たしかめプリント」「総ルビ・分かち書きプ
リント」に学習プリントの解答・解説動画と，
読み上げ音声を搭載しました。

学習支援対応
「QRコードリーダー」
でかざすと解答解説
が再生されます。（小
学校約450カ所，中学校
約550カ所）

特別支援対応
「QRコードリーダー」で
かざすとプリントの問
題内容を音声で読み上
げます。

「もっとくわしく！（解答解説）」と「プリント本文読み上げ音声」が再生できます。

家庭からスマートフォンでも再生可能
スマートフォンやタブレット端末を学習プ
リントに印字されているQRコードにかざ
すだけで，同教材を再生することができま
す。学校の枠を超え，個々の学習を支援す
ることが可能となります。

トップ画面

QRコードからの「もっとくわしく！（解答解説）」・読み上げ音声呼び出し

テンプレート・フリー そのまま使う「テンプレート」と
自由に組み合わせて使う「フリー」問題作成機能があります。

グランドメニュー
全てのコンテンツが直接開けます。
どのコンテンツからでも，他のコ
ンテンツにすぐに移動できます。

学年を選択します。

最新の更新情報をお知らせします。

採用の教科書会社を選択します。
＊教科により対応する教科書会社が異なります。

テンプレート
目的に応じて必要なプリント
が簡単に取り出せます。

フリー
問題を組み合わせてプリントを作成する機能です。
学年を超えた領域別やステップアップ式のプリント
が簡単に作成できます。

4年の問題

5年の問題

6年の問題

テンプレート問題変更
算数・数学では，問題を直接編集できるプリントが
あります。
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楽しみながら学習が進められるプリント構成
ドリル ▶ たしかめ ▶ フォローアップ・チャレンジ ▶ 実力テスト

授業時間あたり
の範囲に分けて，
基礎基本の定着
を図る

小単元や項の学習内容を
観点別に評価

問題を易しくアレンジして
確実な理解を図る

ドリルプリント
パワーアッププリント＆
パワーアップ解説動画 ※小学校算数，理科　中学校数学

たしかめプリント

フォローアッププリント

発展的な内容で実力
アップを図る

チャレンジプリント

約10分

約10分

約10分

約10分

大単元の達成度の確認に

実力テスト

これまでに学習してきた複数の単元や
領域をまたいだ最高難易度のプリント

ハイレベル問題 30~40分

30~40分

その他特徴のあるプリント

テンプレート枚数

学年末まとめテスト
45分

小学校のまとめテスト 総ルビ・分かち書きプリント
10分30~40分

特別支援を必要と
する児童・生徒に
とって取り組みやす
いプリントです。
学習の小さなまと
まり（小単元や項）
の学習内容を観点
別に評価できます。
QR「もっとくわし
く！（解答解説）」・プ
リント読み上げ音声
を呼び出すことが
できます。

※小学校，中学校の全教科で，QRコードから，「もっ
とくわしく！（解答解説）」の動画クリップと，「読み上
げ音声」・「リスニング音声」の音声データを呼び
出すことができます。

「標準学力調査」（東京書籍発行）の実
施結果から児童・生徒がニガテ意識
を持ちやすい内容を分析しました。
分析結果を基に，ニガテを克服して
更にパワーアップができる「パワー
アップ解説動画」と，動画を視聴し，
学習内容をより確実にする「パワー
アッププリント」を新規作成しました。
「パワーアップ解説動画」は「パワー
アッププリント」に貼付されたQR
コードを，QRリーダーで呼び出して
視聴することができます。
「パワーアップ解説動画」は，「QRはり
つけ」機能を使えば他のプリントから
呼び出すこともできます。

小学校…約8,870枚 中学校…約9,300枚

国語 約2,780枚    
1～6年

●全国学力調査類題
●リスニング問題
●各社対応漢字プリント
●漢字書きとりシート用
　教育漢字データ

算数 約4,040枚
1～6年

●100マストレーニング
●全国学力調査類題
●パワーアッププリント

約510枚
●全プリントの音声データ
●動画データ
●Let's Play! ,STORY

社会
理科 約1,540枚
3～6年
セット

●白地図問題（社会）
●全国学力調査類題（理科）
●パワーアッププリント（理科）

英語
3～6年

国語 約3,170枚
1～3年

●高校入試問題　●全国学力調査類題
●リスニング問題　●各社対応漢字プリント
●漢字書きとりシート用常用漢字データ

社会 約1,140枚
地理・歴史・公民

●高校入試問題　●融合問題
●時事問題　●白地図問題

数学 約1,390枚
1～3年

●高校入試問題
●全国学力調査類題
●パワーアッププリント

理科 約1,030枚
1～3年

●高校入試問題
●全国学力調査類題

英語 約2,570枚
1～3年

●全国学力調査類題  ●各社対応英単語プリント
●小学校英語ふりかえりプリント
●高校入試問題

30~40分

4
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●全国学力調査類題
●リスニング問題
●各社対応漢字プリント
●漢字書きとりシート用
　教育漢字データ

算数 約4,040枚
1～6年

●100マストレーニング
●全国学力調査類題
●パワーアッププリント

約510枚
●全プリントの音声データ
●動画データ
●Let's Play! ,STORY

社会
理科 約1,540枚
3～6年
セット

●白地図問題（社会）
●全国学力調査類題（理科）
●パワーアッププリント（理科）

英語
3～6年

国語 約3,170枚
1～3年

●高校入試問題　●全国学力調査類題
●リスニング問題　●各社対応漢字プリント
●漢字書きとりシート用常用漢字データ

社会 約1,140枚
地理・歴史・公民

●高校入試問題　●融合問題
●時事問題　●白地図問題

数学 約1,390枚
1～3年

●高校入試問題
●全国学力調査類題
●パワーアッププリント

理科 約1,030枚
1～3年

●高校入試問題
●全国学力調査類題

英語 約2,570枚
1～3年

●全国学力調査類題  ●各社対応英単語プリント
●小学校英語ふりかえりプリント
●高校入試問題

30~40分
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楽しみながら学習が進められるプリント構成
最新の更新情報活用問題類題を収録

メニュー例（2019年度小学校算数）

毎年の更新内容

全国学力調査フォローアップメニューを搭載 毎年機能改善とデータ更新を行なっています。

※元年度に実施された中学校英語類題を初めとして，A
問題とB問題が一体化された小学校国語，算数，中学校
国語，数学についても対応検索メニューと実施問題類題
を制作しています。

中学校各教科に全国公立問題（直近３年分）と高校入試検索付き
高校入試の実践練習として役立ちます。

授業中，朝学習，放課後学習など様々なシーンで活用できます。

全国公立高等学校入試問題

活用事例の紹介

英語では全ての年度で入試問題のリスニン
グ音声を搭載しています。
QRコードから呼び出して家庭でも聴くこと
ができます。

毎日の家庭学習や授業の中での補充問題として利用するだけでなく，学期ごと
のまとめテストにも全学年で活用しています。子どもたちの学びに合わせて観
点別の問題に取り組むこともできるので，学習の定着に役立ちます。

家庭学習の定着を目指し，１日１枚を宿題にしています。生徒が自己採点し間違
いを直して提出。個人でファイルに保存。保護者との連携にも役立てています。
多様な問題があるので経験値を増やすことができます。

小学校  子どもの学びに合わせて活用の工夫を 中学校  1日1枚の宿題で家庭学習の定着に

新指導要領，新しい教科書への対応

令和２年度，令和3年度の新しい教科書，新指
導要領への対応を行い，小・中学校各教科の
全てのプリントを見直し，全面的に改訂しま
した。

令和2年度より小学校
５，６年で標準版，東京書
籍NEW HORIZON Elementary
準拠，小学校３，４年の
標準版，STORY，Let's 
Playの各プリントがあ
ります。全プリントに音
声や動画などのコンテ
ンツ付き。

令和2年度および令和3年度小・中学校各
教科のコンテンツ呼び出しをARマーカー
からQRコードに変更しました。

小学校英語の新設

小・中学校各教科の動画,音声コンテンツ
呼び出しにQRコードを導入

教科書の目次（大単元）より学習内容に合った
プリントが検索できるようになりました。

小・中学校算数，数学，理科では，新指導要領，新し
い教科書に合わせた系統図検索メニューを実装し
ています。

中学校各教科で各社教科書
目次検索に対応

暗号化プロトコルの利用により問題データ
ベースをより安全に活用頂けるようになり
ました。

全てのコンテンツが
常時SSL化に対応

小・中学校各教科の
動画,音声コンテンツ呼び出し

にQRコードを導入

その他の改善内容について
●全国公立高校入試問題過去問題令和4年度版を搭載しました。
●全国学力調査2022年度対応検索メニュー・類題（小学校国語・算数・理科/中学校国語・数学・理科）を追加しました。

ふりかえり学習メニュー搭載

標準学力調査（小学校・中学校）と併せて
ご利用頂くと，到達度の確認と検証・
改善への取り組みが明確になり，更
に効果的です。現状を踏まえ，年間
を通して計画を立てて取り組むこと
ができるのでおすすめです。

学力向上

問題
データベース
日々の授業での
定着

標準
学力調査
到達度の
確認

問題
データベース
弱点の
克服

計画を立てる

「標準学力調査」（東京書籍発行）との併用で
検証・改善をサポート

「標準学力調査対応メニュー」を使って，苦手
分野の復習等に活用するとさらに効果的！

身近な生活に関する問題を中心に思考力・判断力・表現力を活用する力を養います。

  資料の読み取り　出題のポイントを理解する　時間配分
全国学力調査対応メニューでは，過去問として10年分の実施年度について，知識問題に対する対応検索メニューと，活用問題類題を搭載して
きました。2019年度からは，知識問題と活用問題の別がなくなったことを受けて，対応メニューも刷新しました。

全国学力調査対応メニュー
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楽しみながら学習が進められるプリント構成
最新の更新情報活用問題類題を収録

メニュー例（2019年度小学校算数）

毎年の更新内容

全国学力調査フォローアップメニューを搭載 毎年機能改善とデータ更新を行なっています。

※元年度に実施された中学校英語類題を初めとして，A
問題とB問題が一体化された小学校国語，算数，中学校
国語，数学についても対応検索メニューと実施問題類題
を制作しています。

中学校各教科に全国公立問題（直近３年分）と高校入試検索付き
高校入試の実践練習として役立ちます。

授業中，朝学習，放課後学習など様々なシーンで活用できます。

全国公立高等学校入試問題

活用事例の紹介

英語では全ての年度で入試問題のリスニン
グ音声を搭載しています。
QRコードから呼び出して家庭でも聴くこと
ができます。

毎日の家庭学習や授業の中での補充問題として利用するだけでなく，学期ごと
のまとめテストにも全学年で活用しています。子どもたちの学びに合わせて観
点別の問題に取り組むこともできるので，学習の定着に役立ちます。

家庭学習の定着を目指し，１日１枚を宿題にしています。生徒が自己採点し間違
いを直して提出。個人でファイルに保存。保護者との連携にも役立てています。
多様な問題があるので経験値を増やすことができます。

小学校  子どもの学びに合わせて活用の工夫を 中学校  1日1枚の宿題で家庭学習の定着に

新指導要領，新しい教科書への対応

令和２年度，令和3年度の新しい教科書，新指
導要領への対応を行い，小・中学校各教科の
全てのプリントを見直し，全面的に改訂しま
した。

令和2年度より小学校
５，６年で標準版，東京書
籍NEW HORIZON Elementary
準拠，小学校３，４年の
標準版，STORY，Let's 
Playの各プリントがあ
ります。全プリントに音
声や動画などのコンテ
ンツ付き。

令和2年度および令和3年度小・中学校各
教科のコンテンツ呼び出しをARマーカー
からQRコードに変更しました。

小学校英語の新設

小・中学校各教科の動画,音声コンテンツ
呼び出しにQRコードを導入

教科書の目次（大単元）より学習内容に合った
プリントが検索できるようになりました。

小・中学校算数，数学，理科では，新指導要領，新し
い教科書に合わせた系統図検索メニューを実装し
ています。

中学校各教科で各社教科書
目次検索に対応

暗号化プロトコルの利用により問題データ
ベースをより安全に活用頂けるようになり
ました。

全てのコンテンツが
常時SSL化に対応

小・中学校各教科の
動画,音声コンテンツ呼び出し

にQRコードを導入

その他の改善内容について
●全国公立高校入試問題過去問題令和4年度版を搭載しました。
●全国学力調査2022年度対応検索メニュー・類題（小学校国語・算数・理科/中学校国語・数学・理科）を追加しました。

ふりかえり学習メニュー搭載

標準学力調査（小学校・中学校）と併せて
ご利用頂くと，到達度の確認と検証・
改善への取り組みが明確になり，更
に効果的です。現状を踏まえ，年間
を通して計画を立てて取り組むこと
ができるのでおすすめです。

学力向上
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日々の授業での
定着

標準
学力調査
到達度の
確認

問題
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克服

計画を立てる

「標準学力調査」（東京書籍発行）との併用で
検証・改善をサポート

「標準学力調査対応メニュー」を使って，苦手
分野の復習等に活用するとさらに効果的！

身近な生活に関する問題を中心に思考力・判断力・表現力を活用する力を養います。

  資料の読み取り　出題のポイントを理解する　時間配分
全国学力調査対応メニューでは，過去問として10年分の実施年度について，知識問題に対する対応検索メニューと，活用問題類題を搭載して
きました。2019年度からは，知識問題と活用問題の別がなくなったことを受けて，対応メニューも刷新しました。

全国学力調査対応メニュー
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教科別プリントサンプル小学校

国語 新指導要領，新しい教科書に合わせて
全面改訂
▶東京書籍準拠漢字プリントを新規作成 ※
▶QRコードから「もっとくわしく！（解答解説）」や
 「読み上げ音声」呼び出し
 ※各社対応漢字プリント,教科書目次検索を実装。　

東京書籍教科書
完全準拠問題
新指導要領
新教科書対応

社会 算数
新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂
▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
 「読み上げ音声」呼び出し
 ※各社対応プリントを掲載公開。

新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂

新指導要領に合わせて
英語を新規公開

▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
　「読み上げ音声」呼び出し
▶パワーアッププリント，パワーアップ解説
　動画，QRスタンプ機能を新規搭載

話す・聞く

書く

物語・伝記・説明文・詩・古典など

ひらがな・カタカナ・漢字・文法学習

言語

英語

STORY動画

3年

3年

4年

5年

5年

ハイレベル問題

読み上げ音声

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

理科
新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂
▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
　「読み上げ音声」呼び出し
▶パワーアッププリント，パワーアップ解説
　動画，QRスタンプ機能を新規搭載

▶QRコードから「リスニング音声」や「STORY動画」呼び出し
▶楽しく学習できる「Let's Play!」，物語教材「STORY」を収録
▶「NEW HORIZON Elementary」に準拠したプリントを収録

Let's Play

5年

6年

単元別プリント

読む

漢字

6年

ハイレベル問題
白地図

読み上げ音声
読み上げ音声

4年

5年

3年

パワーアッププリント

1年

6年

ハイレベル問題

パワーアッププリント

読み上げ音声

4年

3年

5年

リスニング音声

リスニング音声

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

読み上げ音声
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教科別プリントサンプル小学校

国語 新指導要領，新しい教科書に合わせて
全面改訂
▶東京書籍準拠漢字プリントを新規作成 ※
▶QRコードから「もっとくわしく！（解答解説）」や
 「読み上げ音声」呼び出し
 ※各社対応漢字プリント,教科書目次検索を実装。　

東京書籍教科書
完全準拠問題
新指導要領
新教科書対応

社会 算数
新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂
▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
 「読み上げ音声」呼び出し
 ※各社対応プリントを掲載公開。

新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂

新指導要領に合わせて
英語を新規公開

▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
　「読み上げ音声」呼び出し
▶パワーアッププリント，パワーアップ解説
　動画，QRスタンプ機能を新規搭載

話す・聞く

書く

物語・伝記・説明文・詩・古典など

ひらがな・カタカナ・漢字・文法学習

言語

英語

STORY動画

3年

3年

4年

5年

5年

ハイレベル問題

読み上げ音声

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

理科
新指導要領
新教科書対応

新指導要領，新しい教科書に
合わせて全面改訂
▶QRコードから
　「もっとくわしく！（解答解説）」や
　「読み上げ音声」呼び出し
▶パワーアッププリント，パワーアップ解説
　動画，QRスタンプ機能を新規搭載

▶QRコードから「リスニング音声」や「STORY動画」呼び出し
▶楽しく学習できる「Let's Play!」，物語教材「STORY」を収録
▶「NEW HORIZON Elementary」に準拠したプリントを収録

Let's Play

5年

6年

単元別プリント

読む

漢字

6年

ハイレベル問題
白地図

読み上げ音声
読み上げ音声

4年

5年

3年

パワーアッププリント

1年

6年

ハイレベル問題

パワーアッププリント

読み上げ音声

4年

3年

5年

リスニング音声

リスニング音声

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

もっとくわしく！
（解答解説）

読み上げ音声
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●国・社・数・理・英には「小学校ふりかえり」プリントがあります。
●数学・理科で中学校の学習内容から「小学校ふりかえり」プリントの検索ができます。教科別プリントサンプル

社会

中学校

国語
東京書籍教科書
完全準拠問題

「単元別」に構成
▶令和3年度の新指導要領，新教科書に対応
▶東京書籍準拠と各社対応の漢字プリントを新規作成
▶観点別検索メニューから，各社教科書目次検索メニューに更新
▶QRコードから「もっとくわしく！」や「読み上げ音声」呼び出し

▶令和3年度の新指導要領，新教科書に対応
▶QRコードから「もっとくわしく！」や「読み上げ
   音声」「読み上げ音声」呼び出し
▶各社対応プリントを新規作成

「単元別」に構成 数学　　　「単元別」に構成 理科 「単元別」に構成 英語

文法サブノート

文学的・説明的文章,詩歌,古文・漢文などを収録

文法・漢字(漢字検定・日本語検定対応，小学校の復習やフリー機能)

読む

話す・聞く

書く

言語

漢字

公民

歴史

地理

融合

解説動画
読み上げ音声

解説動画
読み上げ音声

令和3年度用
教科書に対応
して，全面改訂
を行いました。

小学校
ふりかえり
プリント付

3年

2年

1年

小学校
ふりかえり
プリント付

小学校
ふりかえり
プリント付

1年

2年

3年
小学校
ふりかえり
プリント付

聞く

書く

読む

ドリル標準版

NEW HORIZON準拠版

言語

小学校英語の
ふりかえりプリント

ふりかえりプリント

パワーアッププリント

小学校
ふりかえり
プリント付

解説動画
読み上げ音声解説動画

読み上げ音声
解説動画
読み上げ音声

読み上げ音声

読み上げ音声

新指導要領
新教科書対応

新指導要領
新教科書対応

▶令和3年度の新指導要領，新教科書に対応
▶QRコードから「もっとくわしく！」や「読み上げ
    音声」「読み上げ音声」呼び出し
▶各社対応プリントを新規作成

新指導要領
新教科書対応

▶令和3年度の新指導要領，新教科書に対応
▶QRコードから「もっとくわしく！」や「読み上げ
　音声」「読み上げ音声」呼び出し
▶各社対応プリントを新規作成

新指導要領
新教科書対応

東京書籍教科書
完全準拠問題

▶令和3年度の新指導要領，新教科書に対応
▶東京書籍準拠と各社対応の英単語プリントを新規作成
▶観点別検索メニューから，各社教科書目次検索メニューに更新
▶QRコードから「もっとくわしく！」や「読み上げ音声」呼び出し
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問題データベース 家庭向けプリント配信サービス

『プリントひろば』は，問題データベースの家庭向けプリント配信
サービスです。児童や保護者の方がご家庭のパソコンやタブレッ
トでアクセスし，表示・印刷して学習することができます。

問題データベース小学校国語と算数に対応！

自学・自習をサポートする動画コンテンツも複数収録

学習履歴を記録することもできるチェックシート付

学年を選んで
使いたい問題
をクリック

チェックシート付
日付と得点記入

問題プリントの
答え合わせ

国語約 600枚
算数約 600枚

5教科合計
約 2000枚

『プリントひろば』は，問題データベースの家庭向けプリント配信
サービスです。生徒や保護者の方がご家庭のパソコンやタブレッ
トでアクセスし，表示・印刷して学習することができます。

問題データベース中学校国語・社会・数学・理科・英語に対応！

学習履歴を記録することもできるチェックシート付

▶ 基本的な問題から活用問題まで
▶ 習熟度別学習に対応
▶ 高校入試対策にも対応

▶ 家庭向けプリント配信
▶ 問題データベースに対応
▶ ご自宅のパソコンやタブレットでアクセス

▶ 効率よく問題をたくさん解く
▶ 苦手を把握して克服
▶ 解説コンテンツで理解を深める

シリーズ

小学生版 中学生版

●問題データベースが
　家庭でも使えるようになりました。

●すべてオリジナル問題を掲載！

New 自学・自習をサポートする動画コンテンツも複数収録New

解 説 動 画
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学習履歴管理システムタブレットドリル タブレットドリル manager学習ソフト

児童・生徒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他，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徴

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。

タブレットドリル manager の特徴
■学習履歴を管理する
　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。

■プリントを配る
　収録されている全学年のプリントから任意のプリントを選び，児童・生徒に配信できます。学習履歴から児童・生徒が苦手と思われ
るプリントを配信したり，予習・復習用としてプリントを配信したりできます。

■オリジナルプリントをつくる
　オリジナルのプリントを作成し，児童・生徒に配信できます。画像や音声データも活用できるので，さまざまなタイプの問題を
作成できます。日々の宿題や確認テストとして，ご活用ください。

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

教科の選択，各種設定をします ご使用中の教科書に合わせた目次配列

ホーム画面 演習画面目次画面

ID・パスワード入力画面

数字や記号，単位をソフトキーボードで入力。そ
の他，「選択式」や「手書き入力式」の問題を収
録。画面上に書き込むメモ機能があります。

結果確認画面

学習の流れ

正解と自分の答えを確認

手書き入力式（英語）

キーボード入力式

■自分のレベルに合ったプリントを解く
　レベル別に4種類のプリントを用意。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。

■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。

■わからない単元を解説動画で確認する
　漢字の筆順アニメーションや単元の内容を解説する動画コンテンツを複数収録。児童・生徒の自学自習を助けます。※インターネット接続が必要です。

※ローカルインストール版では初
回ログイン後の再ログイン，履歴
をとらない「ゲストモード」の場
合，オフライン環境でもご利用
頂けます。

問題約70,000問
（小学校・中学校合計）

つまづきやすい
問題を赤字で解説

小学校
中学校

PCで解くことができるようになりました。

児童・生徒児童・生徒

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
※小学校は算数・理科のみ

※中学校は数学・理科・社会・英語のみ

発展的な内容の
チャレンジプリント
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以下の2つの販売価格からお選びください。

●動作環境

http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/mondait/index.html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

教科

価格（学校内フリーライセンス） ※1校あたり

●ご使用にあたっての禁止事項
○東京書籍の許可なく問題内容を改変したり，転用したりすること。
○ご契約いただいている学校以外の場所で使用すること。
○ご契約いただいている学校のPC以外で使用すること。

○ユーザーIDやパスワードをご契約いただいている学校外の第三者に使用させること。
○本問題データベースの内容を保存し，契約期間外に使用すること。

学校内フリーライセンス

学校価格…… 1年契約  1教科  全学年　７７,０００円（本体７０,０００円）　 5年契約  1教科  全学年　３０８,０００円（本体２８０,０００円）

生徒数価格… 1年間  1教科  全学年  児童1人あたり　３６６円（本体３３３円）
 問題データベース導入校または同時購入価格… 1年間　１８２円（本体１６６円）　
 ※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　  ○動作環境は「タブレットドリル」パンフをご参照下さい。

学校価格…… 1年契約  1教科   各２２,０００円（本体２０,０００円）　☆国語・算数セット価格〈小学校〉 ３８,５００円（本体３５,０００円）
 問題データベースを導入している学校のみ，ご購入いただけます。
生徒数価格… 1年契約  1教科  全学年  児童・生徒1人あたり  １２２円（本体１１１円）　☆国語・算数セット価格〈小学校〉 ２１３円（本体１９４円）
 ※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。　　　　　　　　  　　　　　　　　　  　　○動作環境は問題データベースと同様

学校価格…… 

生徒数価格…

※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。180名以下の場合はお得になります。
 ＩＤ＆パスワード運用管理費として，
1校1教科1年間11,000円（本体10,000円）が別途必要となります。
たとえば…生徒数100名の学校の場合  1教科366円（本体333円）×100名＋11,000（本体10,000円）＝47,630円（本体43,300円）

1年契約　1教科　全学年　  77,000円（本体70,000円）

5年契約　1教科　全学年　308,000円（本体280,000円） ※生徒数/パソコンの利用台数を問いません。

1年間　1教科　全学年　 児童・生徒1人あたり　366円（本体333円）

問題データベース  家庭向けプリント配信  「プリントひろば」

問題データベース  「タブレットドリル」

中学校　国語・社会・数学・理科・英語  １年生～3年生小学校　国語・算数  １年生～６年生

中学校　国語・社会・数学・理科・英語小学校　国語・社会・算数・理科・英語

Windows10/11 iOS10以降 Android8以降
Google Chrome
Microsoft Edge

対応OS

Windows iOS（※1） Android（※1）

対応ブラウザ Safari Google Chrome

ChromeOS

Chromebook

Google Chrome

ご利用にあたっては，別途QRリーダーが必要です。QRコードの利用

いずれのブラウザも最新版を強く推奨

デジタル商品サポートダイヤル
受付時間：平日9:30～17:30

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。

体験版

※ID&パスワード運用管理費として，
　1校1教科1年間１１,０００円（本体１０,０００円）が別途必要となります。

中学校 国語　1年生～3年生
▶5教科 社会　地理・歴史・公民
 数学　1年生～3年生
 理科　1年生～3年生
 英語　1年生～3年生

小学校 国語　1年生～6年生
▶5教科 社会／理科セット 3年生～6年生
 ※社会／理科は2教科セット

 算数　1年生～6年生
 英語　3年生～6年生

学校価格…… 導入校（問題データベース・タブレットドリル）または同時購入価格  1年契約 1教科 全学年　３８,５００円（本体３５,０００円）

生徒数価格… 導入校（問題データベース・タブレットドリル）または同時購入価格  1年間 1教科 全学年　１８２円（本体１６６円）  
　　　　　　   ID&パスワード運用管理費は，1校1教科５,５００円（本体５,０００円）となります。　　　　
　　　　　　　※ただし，全校児童/生徒数でのご注文に限らせていただきます。

導入校価格（問題データベース・問題データベースタブレットドリル）

※１ iOS, Android には一部機能制限があります。

＊この資料は、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。 
中学校 国語 中学校 社会 中学校 数学 中学校 理科 中学校 英語

小学校 国語 小学校 算数 小学校 英語小学校 社会／理科

小学校

中学校
「学習プリント」の

インターネット配信
サービス

2 023

授業に
朝学習に

放課後学習に

宿題に

高校入試対策に

習熟度別学習に

も収録！読み上げ音声データ
「もっとくわしく！（解答解説）」解説動画や

QRコードから

マルチOS対応！

約18,170枚約18,170枚約18,170枚約18,170枚

総数総数

豊富なプリント数豊富なプリント数
内容は随時更新中

基礎・基本的な問題から活用問題まで

充実した学習プリントが

個に応じた学習を支援します！

先生の教材作成をサポートし
個々の習熟度に最適な学習教材を提供します。


