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プログラミング
入門シリーズに
Python 編が
新刊で登場！

数研出版公式キャラクター

数犬チャ太郎

書籍全般・数研オリジナルグッズについての詳細は
ホームページでもご案内しています．

https://www.chart.co.jp
数研出版コールセンター

TEL：075-231-0162

平日 9：00 ～ 17：00〔土日祝日は休業〕

ミニマニュアル
シリーズ

p.2

サポートノートシリーズ
／これだけ！著作権

p.3

情報モラル／
数研 Library

p.4

ミニマニュアルシリーズ

サポートノートシリーズ
手軽に学習できるプログラミングの教材

教科書準拠の書き込み式の問題集

No.70271

書
名
① 改訂版 社会と情報 サポートノート
② 社会と情報 Next サポートノート
③ 改訂版 情報の科学 サポートノート

プログラミング入門 Python 編 新刊
B5 判／ 32 頁／本体価格 320 円＋税
No.70270

No.
70135
70153
70125

判型
Ｂ5判
Ｂ5判
Ｂ5判

頁数
96＋32頁
112＋32頁
96＋32頁

本体価格＋税
510円＋税
530円＋税
510円＋税

※教科書「高等学校 社会と情報」
（社情 305）に対応した『社会と情報 サポートノート』
（No. 70134）も
ございます。なお，在庫がなくなり次第，絶版となる場合があります。

プログラミング入門 JavaScript 編

◆教科書のまとめと問題練習で，知識の定着がはかれます。
◆授業では，ノートの代わりとしてお使い頂けます。
◆大学入試問題や資格試験の問題も掲載しています。

B5 判／ 32 頁／本体価格 320 円＋税
No.70269

プログラミング入門 Excel VBA 編

▼ご採用校向けダウンロードデータ

B5 判／ 32 頁／本体価格 320 円＋税

①③書籍データ（Word，紙面 PDF），編末問題（Word）

◆次期学習指導要領で必修となるプログラミングを学習できます。

②

◆「情報の科学」だけでなく「社会と情報」のご授業でも扱いやす
いコンパクトな教材です。
（Python 編と JavaScript 編は 10 時間，
Excel VBA 編は８時間を想定しています。
）
◆完成見本や作成途中のファイルを用意していますので，円滑に実
習を進めることができます。

書籍データ（Word，紙面 PDF），マークシート形式の問題（Word）

① 改訂版 社会と情報 サポートノート
③ 改訂版 情報の科学 サポートノート

② 社会と情報 Next サポートノート

◆基本的な知識を身につけた後，演習問題（総合演習）に取り組む
こともできます。
ご採用校向けダウンロードデータ
使用ファイル（py ／ HTML ／ Excel）
完成見本（py ／ HTML ／ Excel）
書籍データ（PDF）
総合演習の解説（Word）
学習指導計画案（Word）
アルゴリズムの基本（Word）
コード入力動画（MP4）※ Python 編のみ

サポートノートシリーズ／これだけ！著作権

ミニマニュアルシリーズ

プログラミング

New!

◀『プログラミング入門 Python 編』p.10
▲社会と情報 p.36 ～ 37
情報の科学 p.12 ～ 13

Officeマニュアル

Office ソフトの基本操作を学べる教材

「データの分析」を扱いました。


◆ソフトの操作や機能を学習しやすいよう，操作練習を豊富にご用意しています。
◆操作や機能を一通り学習した後，総合演習で確認できます。
◆指導計画案や追加問題，完成例などの関連データをホームページからダウンロードでき
ます。
※Microsoft社のクリップアートのサービスは，2014年12月に終了しました。Office 2013・2010対応版では，クリップアートを使っ
た説明がございますが，ご採用校向けの完成例データの画像をお使いいただくか，別の画像をお使いいただきますよう，お願い
申し上げます。

は新刊

書名
これだけ！Office
これだけ！Office
これだけ！Office
これだけ！Office
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2019
2016
2013
2010
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No.
70272
70268
70264
70260

判型
B5判
B5判
B5判
B5判

頁数
160頁
160頁
160頁
160頁

本体価格＋税
700円＋税
690円＋税
686円＋税
686円＋税

▲ p. ６～７

本編40項目，実習20項目
の構成で，１項目で１時
間の授業が完結します。

新刊「これだけ！Office 2019」では，

◆実際の画面を多用し，順を追って操作しながら，
新課程の学習内容を意識して，
使い方をマスターできるように工夫しています。
◆完成例を参照しながら学ぶことができます。

ITパスポート試験の問題
や大学入試問題を豊富に
掲載しています。

書名
これだけ！ワード 2013
これだけ！エクセル 2013
これだけ！エクセル 2010
これだけ！パワーポイント 2013

No.
70265
70266
70262
70267

判型
B5判
B5判
B5判
B5判

頁数 本体価格＋税
56頁 362円＋税
48頁 295円＋税
48頁 295円＋税
40頁 276円＋税

◎

No.70015

五訂版 これだけ！著作権と情報倫理
コンパクトな情報モラル教材

A5 判／ 64 頁／本体価格 290 円＋税

◆最近の話題を扱っています。
（AI 著作物，マイナンバー制度 など）
◆情報モラル分野について，著作権を中心に短期間
で学習できます。
◆奥付の QR コードから関連するページのリンク集
へアクセスできます。

ご採用校向けダウンロードデータ
内容確認問題解説（Word）
追加問題（Word）
ワークシート（Word）
指導計画案（Word）
情報モラルチェックシート（Word）
書籍の紙面データ（PDF）
リンク集（HTML）

◎「数研 Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。
（p.4）
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No.70234

◎

改訂 ポイント整理 情報モラル 12th Edition
「情報モラル」の参考書＋別冊問題集

B5 判／本冊 48 頁・別冊 16 頁／本体価格 400 円＋税

1. コンパクトで使いやすい構成

・高校生に身近な問題 20 事例を厳選。
・書き込み式の別冊問題集が付属。

情報モラル／数研

2. 最新の話題も紹介！

例）前見返し コロナウイルス関連のデマ
p. ９ 無料ゲームに注意
p.13 誹謗中傷と情報の開示

3. スマホや PC で学習を支援！

ご採用校向けダウンロードデータ
問題の解答・解説（Word）
問題のテキストデータ（Word）
確認テスト（Word）
補充問題（Word）
書籍の紙面データ（PDF）
ワークシート（Word)
授業用スライド (PowerPoint）
マクロ版テスト（Excel）

専用のリンク集で，各事例に関連した動画を紹介しています。

◎「数研 Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。

Library

実用的な解説を多数掲載
・p.7 メールアドレス設定の
ポイント
・p.25 パスワード作成・管理
のポイント
・p.29 危険なアプリの特徴
・p.33 スマートフォンの
紛失・盗難の対策
・p.37 引用の要件
・p.41 SSL 利用ウェブページ
の見分け方

学習しやすい
別冊問題集つき

・ 話し合う活動も掲載
・ワークシートもあります
（ダウンロードできます）

数研Library

情報のコンテンツ
がついに登場！

−数研の教材をスマホ・タブレットで学習−
⃝ポイント整理 情報モラル 用語集 一問一答テスト
⃝五訂版 これだけ！著作権と情報倫理 Q&A・内容確認問題 一問一答テスト
書籍に収録している各項目の一問一答テストが無料でできます。
繰り返し行うことでより理解を深めることができます。
・Apple，Apple ロゴ，iPhone，iPad は 米 国 そ の 他 の 国 で 登 録 さ れ た
Apple Inc.の商標です。App Storeは Apple Inc. のサービスマークです。
・Android，Google Play ロゴは，Google Inc. の商標です。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

東京本社

〒 101-0052
〒 604-0861
関西本社
京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町205
東京都千代田区神田小川町 2-3-3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

関東支社 〒 120-0042
東京都足立区千住龍田町 4-17

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

支

店…札幌・仙台・横浜・名古屋・広島・福岡

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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このパンフレットは
植物油インキを使用しています。
記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。
本カタログで使用されている商品の写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。
本カタログに掲載されている仕様及び価格等は予告なしに変更することがあります。
本カタログの内容は 2020年 10 月現在のものです。
本カタログの有効期限：2021年 10 月 31 日
返品に関する特約：商品に欠陥のある場合を除き、お客様のご都合による商品の返
品・交換はお受けできません。
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