
中学校小学校

一斉提示個別学習 グル—プ
学習

全ての授業で「1人1台環境」でデジタルコンテンツをフルに活用
▶︎多様な子供たちを誰一人取り残すことなく，個別最適化された学びの実現　　　　　 ※文科省GIGAスクール構想の実現ロードマップより

GIGAスクール構想実現にはタブレット端末とともに ソフトウエアの整備 が必要です！

タブレット用
教育ソフト
タブレット端末が効果的に活用できます。

スクール
構想

実現に向けた
ソフトウエアの
ご提案

GIGA



小学校

ことばのせかい　みんなでさんすう　算数 シミュレーション　数学シミュレーション
個別学習向け／グループ学習向け／一斉提示向け

1年・2年・3年

1年・2年・3年

たのしいコンテンツを通じて，
国語科のさまざまな学習内容を確認することができます。

ゲーム感覚で楽しみながら算数の基礎基本を
身に付けることができます。

● 言語事項を中心にゲーム感覚で楽しく反復学習ができます。

● コンテンツの種類が豊富なので，初めから終わりまで飽きずにとり
くめます。

● ゲーム感覚で楽しみながら算数の反復学習ができます。

● 授業で活用できる一斉提示の要素と個別・グループで活用できる
コンテンツで、学習の意欲を促します。

ことばの
せかい

みんなで
さんすう
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小学校

中学校

小学校

ことばのせかい　みんなでさんすう　算数 シミュレーション　数学シミュレーション

４年・５年・６年

1年・2年・3年

図形や立体そして計算問題の数値を変えて
思考を深めます。

数式・関数領域・図形領域，課題学習に最適な
シミュレーション教材集です。

● ペン機能を搭載し，主体的・対話的に取り組むことが出来る教材
です。

● 教員用タブレットまたは電子黒板で授業のポイント解説として， 
一斉提示にも利用することができます。

● ペン機能を搭載し，主体的・対話的に取り組むことが出来る教材
です。

● 教員用タブレットまたは電子黒板で授業のポイント解説として，
一斉提示にも利用することができます。

算数
シミュレーション

数学
シミュレーション
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タブレットドリル【学習ソフト】

問題データベースタブレットドリル
個別学習向け 問題 約70,000問

（小学校・中学校合計）

学習の
流れ ホーム画面 目次画面

ID・パスワード入力画面

タブレットドリルの特徴
● 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。

※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。

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

● 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。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。

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。

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：社会・数学・理科・英語

発展的な内容の
チャレンジプリント
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小学校 中学校

タブレットドリル manager【学習履歴管理システム】

問題データベースタブレットドリル

学習履歴管理によるきめ細かな指導の実現

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

結果確認画面演習画面

タブレットドリル manager の特徴

インターネットを通してクラスや生徒の学習結果をいつでも把握で
きるので，クラスや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。

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。

手書き入力式（英語）

正解と自分の答えを確認

キーボード入力式

● 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，生徒に配信できます。学習履歴から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，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。

つまづきやすい
問題を赤字で解説
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映像データベース / PC版
個別学習向け・一斉提示向け
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小学校 中学校
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商品名 校種 / 学年 教科 価格 / ライセンス 動作環境

ことばのせかい 小学校
1年 2年 3年 国語 【基本パッケージ】

　各学年 10,670円（本体9,700円）
【追加1ライセンス】
　各学年 6,600円（本体6,000円）

【学校内フリーライセンス】
DVD版
　各学年 330,000円（本体300,000円）
Web配信　
1年間
　各学年 88,000円（本体80,000円）
5年間　
　各学年 330,000円（本体300,000円）

○ローカル運用
・対応OS：Microsoft Windows 8.1 / 10 / 11

○サーバ運用 / Web配信
・クライアント：Microsoft Windows 8.1 / 10 / 11
   (Edge, Google Chrome) /
   iOS/Android
・サーバ：HTTPサービスが作動していること
・100BASEイーサネット以上の通信環境を推奨

※ブラウザーは最新版に対応
※サーバ運用の場合はWebブラウザを介して
　閲覧利用します。
※ iOS/Androidで閲覧する場合,保存・印刷機能は
　ご利用いただけません。

みんなでさんすう 小学校
1年 2年 3年 算数

算数シミュレーション 小学校
4年 5年 6年 算数

数学シミュレーション 中学校
1年 2年 3年 数学

商品名 校種 教科 価格 / ライセンス

問題データベース
タブレットドリル

小学校 国語 / 社会 / 算数 / 
理科 / 英語

【学校内フリーライセンス】
　各教科1年間　77,000円（本体70,000円） 
　各教科5年間　308,000円（本体280,000円）

【生徒数価格】各教科・1年間　366円（本体333円）
　（例）333円×全児童・生徒数＋サーバ運用管理費11,000円（本体10,000円）
  ・全児童・生徒180人以下の学校様対象

中学校 国語 / 社会 / 数学 / 
理科 / 英語

動作環境
【タブレットドリル】<児童・生徒用>
○ローカルインストール版
・対応OS：Microsoft Windows 8.1 / 10 / 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
・対応OS　Windows8.1 / 10 / 11, iOS11以降, iPadOS13以降,
 　　　　　Android6.0以降, Chrome OS
・対応ブラウザ　Microsoft Edge / 
　　　　　　　  Google Chrome / Safari

※ブラウザは最新版に対応 
　ご利用にはインターネット接続が必要です。端末一台あたり，常時

2Mbps以上の通信速度でご利用頂く事を推奨します。 
※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　Windows8.1 / 10 / 11, iOS11以降,  
 　　　　　iPadOS13以降,
 　　　　　Android6.0以降, Chrome OS
・対応ブラウザ　Microsoft Edge / 
　　　　　　　  Google Chrome / Safari 

※各ブラウザは最新版に対応
　ご利用にはインターネット接続が必要です。

商品名 校種 教科 価格 / ライセンス

映像データベース      

小学校

国語 / 書写 / 社会 / 算数 / 理科 / 英語 /
家庭 / 体育 / 道徳 / 特活・総合・生活

【学校内フリーライセンス】
Web配信　1年契約　各教科 55,000円（本体50,000円）
　　　　　 5年契約　各教科 220,000円（本体200,000円）

全教科セット
【学校内フリーライセンス】
Web配信　1年契約　330,000円（本体300,000円）
　　　　　 5年契約　1,320,000円（本体1,200,000円）

中学校

国語 / 書写 / 社会 / 数学 / 理科 / 英語 / 
技術・家庭 / 保健体育 / 道徳 / 特活・総合

【学校内フリーライセンス】
Web配信　1年契約　各教科 55,000円（本体50,000円）
　　　　　 5年契約　各教科 220,000円（本体200,000円）

全教科セット
【学校内フリーライセンス】
Web配信　1年契約　330,000円（本体300,000円）
　　　　　 5年契約　1,320,000円（本体1,200,000円）

動作環境
HTML5対応で，MPEG4 H.264AVCのビデオ再生に対応したWebブラウザ

Windows iPhone / iPad Chromebook Android

端末
※1 ※2 PC/タブレット

iPhone8 / iPad mini4 /
iPad Air2 / iPad Pro /

およびそれ以降のiPhone / iPad
Chromebook スマートフォン /

タブレット

対応OS Windows
8.1 / 10 / 11

iOS10以降
iPadOS13以降 Chrome OS AndroidOS

6.0以降
対応ブラウザ Chrome / Edge Safari Chrome Chrome

商品ラインナップ

「デスクトップ型・ノート型パソコン」でも利用することができます。

A4975-5    2022.03


