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 小学校生活

（指導者用*・学習者用）

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！
デジタル図鑑との連携（予定）
授業の進行を考えた画面提示！
上・下巻（1・2 年）合本

指導者用・学習者用

本体価格 各学年 学習者用 スタンダード版

60,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 スタンダード版 ＊教師用指導書を購入された場合

30,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 スタンダード版 ＊教師用指導書を購入された場合で1年間の使用ライセンス
本体価格 各学年 学習者用 シンプル版

8,000円（税別）全種学校
フリー
45,000円（税別）ライセンス

本体価格 各学年 学習者用 シンプル版 ＊教師用指導書を購入された場合

15,000円（税別）

本体価格 各学年 学習者用 シンプル版 ＊教師用指導書を購入された場合で1年間の使用ライセンス

学校図書

4,000円（税別）

*「指導者用」は教師用指導書に添付いたします。

みんなと学ぶ 小学校生活

使いやすい基本機能と充実したコンテンツ！

より効果的な ICT 授業もサポートします！
ICTの導入をはじめ、
授業内容に応じたワークシートを

表示し、書き込みや印刷すること
が可能です。

ワークシート機能

ページリンク

別ページを参照する箇所はその部分をクリック
して指定のページへのジャンプします。

資料動画
単元に関連した動画を視聴します。

画像拡大
あさがお

にっ

きなどをクリッ
クすると拡大表
示します。

デジタル図鑑を搭載予定

マスキング
隠されたヒントなどをクリックして表示しながら、
授業を進めることができます。

特別支援に配慮した白黒反転・総ルビ機能

図版の段階表示
矢印をクリックなどして順々に
絵や写真を表示していきます。

デジタル教科書学習者用スタンダード版・シンプル版
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）

ノート機能
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

デジタル教科書指導者用と
合 わ せ て ICT を 活 用 し た

授業に合わせた画面提示

効果的な指導が行えます。

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。

平成27年度版

教科書準拠指導用教材

みんなと学ぶ 小学校生活
主な基本エンジンの機能
● 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
●拡

大 ：マウスでクリックした周辺を拡大、

● サムネイル表示でのページ移動
● 指定ページへのジャンプ、元ページへ戻る機能が利用可能

マウスでドラッグした範囲を拡大
●メ

● 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

（マーカーで線を引いた部分の文字を隠すことが可能）

モ：テキスト入力によるふせん

● ノート機能で、独自のノート作成が可能

● 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

● 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

機能の概要 / ご提供方法 / 使用条件 / 対応環境について
デジタル教科書学習者用
スタンダード版

デジタル教科書指導者用

デジタル教科書学習者用
シンプル版

機能の概要

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

全機能を搭載します。

ご提供方法

・パッケージ（DVD）にて、インストールデータを ・ご注文後、学校宛の ID・パスワードを発行い ・ご注文後、学校宛の ID・パスワードを発行
たします。
いたします。
ご提供いたします。
それをもとに弊社指定サーバのデジタル教科
・学校のPCへインストールしてご使用ください。 それをもとに弊社指定サーバから、インス
・サーバ版（HTML版）もパッケージに同梱いたし トールデータをダウンロードし、インストー 書データにアクセスしてご使用いただきます。
ルしてご使用いただきます。
ます。

使 用 条 件

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

対 応 環 境

・Windows 7 / 8.1 / 10
・Mac OS X (OS10.7~)
※サーバからのインストールデータをダウン ・iPad (iOS 7 〜 )
）
ロードする際に通信環境および管理者権限が ・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
必要です。
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。

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

・Windows 7 / 8.1 / 10

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。
※生活では、「デジタル教科書 指導者用」を教師用指導書に添付いたします。

みんなと学ぶ

小学校生活 「デジタル教科書」 申込書
品

名

本体価格

学習者用

スタンダード版

60,000 円

学習者用

スタンダード版 ＊教師用指導書を購入された場合

30,000 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

学習者用

シンプル版

45,000 円

学習者用

シンプル版 ＊教師用指導書を購入された場合

15,000 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

8,000 円

本 数

上・下

ご氏名
学校名
ご住所
電話番号

4,000 円

制作・発行
取扱書店名

学校図書株式会社
〒114-0001

東京都北区東十条3-10-36

［ 受 注 専 用 ］ TEL.03-5843-9432 FAX.03-5843-9438
URL http://www.gakuto.co.jp

Mail suishin@gakuto.co.jp

