
学校図書

平成27年度版 小学校　
教科書準拠指導用教材 みんなと学ぶ 小学校国語

指導者用、学習者用を組み合わせて使うことにより、
ステップアップしたICT授業の実現が可能です。

使いやすい基本機能と豊富なコンテンツを搭載！

資料の動画や、指導用の情報なども網羅！

（指導者用・学習者用）

　1 ～ 6 学年　指導者用・学習者用

本体価格 各学年 指導者用 50,000円（税別）

全種学校
フリー
ライセンス

本体価格 各学年 指導者用 1年間ライセンス版 13,500円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 スタンダード版 ＊指導者用を購入された場合 50,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 スタンダード版 ＊指導者用を購入された場合で1年間の使用ライセンス 15,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 シンプル版 70,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 シンプル版 ＊指導者用を購入された場合 20,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 シンプル版 ＊指導者用を購入された場合で1年間の使用ライセンス 5,000円（税別）



関連画像

ICTの導入をはじめ、より効果的なICT授業もサポートします！

みんなと学ぶ 小学校国語

脚注の新出漢字は、
筆順を一画ごとに
表示し読みや用例
を表示します。
また、学習すべき
語句の意味や文例
を表示します。

教科書にない資料画像を
閲覧します。

学習のてびき、漢字や言葉
のコーナーでの解答を表示
します。（明解のもののみ）

ペンで書いたりテキスト入力がで
きるワークシートです。保存して
再度表示することもできます。

著作者に関する情報や、
「本と友達」コーナーで
は図書の詳細情報を表
示します。

白黒反転表示や総ルビ表示で、特別支援教育に対応します。

学研の「新レインボー国語・漢字辞典」
で語句を調べる事ができます。

解答表示

画像拡大

資料動画 本文朗読

辞書機能

白黒反転・総ルビ

使いやすい基本機能と充実したコンテンツ！

ワークシート筆順アニメーション・語句の意味や文例表示

本文中のイラスト
や写真を拡大しま
す。また拡大ツー
ルで任意の箇所の
拡大もできます。

題材に関連する資料動画を
視聴します。

本文を朗読します。行ごとに色が変わり、
朗読箇所が一目でわかります。

段落番号の表示

段落番号の表示、非表示を切り替えます。（説明文のみ）

著作者・図書情報表示

デジタル教科書学習者用 スタンダード版・シンプル版

ノート機能デジタル教科書学習者用では、プラットフォームに合わせて
スタンダード版とシンプル版を用意しました。
（詳しくは「機能の概要」部分をご参照ください） 教科書を開いた状態でノー

トを呼び出し、自分だけの
ノートを作成します。
ノート紙面には、手書き文
字やキーボードからのテキス
ト入力も行え、また、画像
や写真なども貼り付けられ
ます。

デジタル教科書指導者用と
合わせて ICT を活用した
効果的な指導が行えます。
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みんなと学ぶ　小学校国語　「デジタル教科書」　申込書

品　名 本体価格 本　数
1年 2年 3年 4年 5年 6年

指導者用 50,000 円

指導者用　1年間ライセンス版 13,500 円
学習者用　スタンダード版
＊指導者用を購入された場合 50,000 円

学習者用　スタンダード版
＊上記の場合での1年間使用ライセンス 15,000 円

学習者用　シンプル版 70,000 円
学習者用　シンプル版
＊指導者用を購入された場合 20,000 円

学習者用　シンプル版
＊上記の場合での1年間使用ライセンス 5,000 円

デジタル教科書指導者用 デジタル教科書学習者用
スタンダード版

デジタル教科書学習者用
シンプル版

  全機能を搭載します。 ・デジタル教科書指導者用の機能のうち、以下の
機能はありません。
   印刷、データ書き出し、解答表示

・デジタル教科書指導者用の機能のうち、以下の
機能はありません。
   目隠し、ツールの左右切り替え、
   ストップウォッチ／タイマー、辞書機能、印刷、  
   データ書き出し、動画、解答表示

・パッケージ（DVD）にて、インストールデータを
ご提供いたします。
・学校のPCへインストールしてご使用ください。
・サーバ版（HTML版）もパッケージに同梱いたし
ます。

・ご注文後、学校宛の ID・パスワードを発行い
たします。
  それをもとに弊社指定サーバから、インス
トールデータをダウンロードし、インストー
ルしてご使用いただきます。

・ご注文後、学校宛の ID・パスワードを発行
　いたします。
  それをもとに弊社指定サーバのデジタル教科
書データにアクセスしてご使用いただきます。

・学校フリーライセンス
 （校内の端末・サーバにインストールしてご使用
いただけます）
  教育委員会のサーバをご利用の際は、ご使用にな
る学校数分のパッケージをお求めいただきます。
  （なお、ご利用の通信環境により動画コンテンツ
等では遅延などが発生する可能性がありますの
で、ご了承ください）

・学校フリーライセンス
・教師用パソコンでのご使用も可能です。

・学校フリーライセンス
・教師用パソコンでのご使用も可能です。なお、
学校の端末からのみのアクセスとなります。

・Windows 7 / 8.1 / 10　
・ Mac OS X(OS10.7~) 
 

・Windows 7 / 8.1 / 10 

※サーバからのインストールデータをダウン
ロードする際に通信環境および管理者権限が
必要です。

・Windows 7 / 8.1 /10
・Mac OS X (OS10.7~)　
・iPad (iOS 7 ～ )　
・Android (OS4.0 ～〈一部機種限定〉）
※ブラウザ機能を介した閲覧となります。通信環
境が常時必須となりますのでご注意ください。

    また、iPad、Android 端末については別途ビュ
アーアプリのインストールが必要となります。

みんなと学ぶ 小学校国語

● ペンパレット：ペン・マーカー・図形描画・テキスト入力・スタンプ・フィルター
　　　　　　　 （マーカーで線を引いた部分の文字を隠すことが可能）
● 拡　　　大：マウスでクリックした周辺を拡大、
　　　　　　　　マウスでドラッグした範囲を拡大
● メ　　　　モ：テキスト入力によるふせん
● ブックマーク：ワンクリックですぐに呼び出したいページにジャンプ

● 目隠し：マウスでドラッグした範囲を隠すことが可能
● 見開き、単ページ、巻物表示の 3タイプの表示が可能
● ノート機能で、独自のノート作成が可能
● 本文文章の朗読（拡大画面での朗読）
● 紙面を印刷したり画像データとして書き出すことが可能

対
応
環
境

使
用
条
件

その他共通の環境：画面解像度（縦 800 ドット以上）・音声出力機能必須
Windows、Mac OS X の場合は Adobe Flash Player が必要です（最新版推奨）。
Windows 8.1 / 10 はデスクトップモードでの起動となります。
※内容が変更になる場合があります。

主な基本エンジンの機能

機能の概要 / ご提供方法 / 使用条件 /対応環境について

機
能
の
概
要

ご
提
供
方
法


