
▶P.6

▶P.8

▶P.12

▶P.14

▶P.16

中学校数学
指導者用・学習者用
デジタル教科書

デジタル版副教材

数研Library

数
研
出
版
の
豊
富
な
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
が

I
C
T
を
活
用
し
た
授
業
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！

▶P.20

▶P.22

▶P.24

▶P.26

理科・英語
国語

数　学

理　科

英　語

国　語

ライン
アップ

数　学

▶P.２

高
等
学
校

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

高
等
学
校

学
習
者
用

デ
ジ
タ
ル
教
科
書

https://www.chart.co.jp数研出版

指導者用デジタル教科書
CoNETS学習者用デジタル教科書（iOS版 /Windows 版）
デジタル版教科書（iPad用 /Windowsタブレット用）

指導者用デジタル教科書
CoNETS学習者用デジタル教科書（iOS版 /Windows 版）
デジタル版教科書（iPad用 /Windowsタブレット用）

指導者用
学習者用デジタル教科書

2020.9→2021.8



2 3

これからの学びに対応した数研出版の中学校デジタル教科書 中学校  数 学 （新課程版）

指導者用・学習者用デジタル教科書

文部科学省所管 GIGA スクール構想に対応した新しいデジタル教科書です！ 
GIGA スクール構想により、「生徒1人1台の学習者用端末」と「校内通信ネットワーク」が整備されます。
数研出版のデジタル教科書は、学習者用端末と校内通信ネットワークの標準仕様に対応したものとなって
おります。限られた時間の中で質の高い活動が実現できます。 

ビューアの基本的な機能を一新しました。操作性を向上させ、見やすいデザインとしています。 
ペン、ブラインド、スタンプ、拡大・縮小などの基本的な機能は、ツールから選択して利用できます。 

基本的な機能

※指導者用と学習者用の基本的な機能は共通です。

※「中学校数学 デジタル教科書」につきまして、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。また、現在開発中のため、下記の画像は実際のものと異なる場合がございます。

※「指導者用デジタル教科書（教材）」 ： 問や問題の解答、解説を収録。
　「学習者用デジタル教科書・教材」 ： 問や問題の解答を収録。
　「学習者用デジタル教科書」: スライドビューの搭載はなし。 

※「指導者用デジタル教科書（教材）」「学習者用デジタル教科書・教材」「学習者用デジタル教科書」に搭載されています。 

ワンクリックで問題を大きく拡大でき、説明などは段階的に表示できます。
また、見開き紙面に戻らなくても、「前へ」「次へ」で次の問題へ移動できます。

音声読み上げ、総ルビ表示、配色設定、文字サイズ・書体変更などができます。 

スライドビュー

特別支援機能

音声読み上げ

総ルビ表示 

配色設定

文字サイズ・書体変更 
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授業中、自宅学習で役立つコンテンツを豊富に収録！ 中学校  数 学

教科書の問題を補充できるコンテンツです。ふせんモードと入力モードがあります。
入力モードでは、画面下に表示されたキーボードを使って入力すると、自動で採点されます。 

その他、動画、アニメーションなどのコンテンツを豊富に収録しています。 

ここでご紹介するコンテンツは、「指導者用デジタル教科書（教材）」 「学習者用デジタル教科書・教材」に収録しています。 

関数、図形、統計の内容で、それぞれ汎用的に使えるツ―ルです。
教科書に載っているグラフ・表、図形をすぐに読み込め、さらにいろいろなグラフ・表、図形をかくことができます。 

各学年・各章ごとに重要事項をまとめたコンテンツです。ふせんをめくりながら重要事項が確認できます。 
すべての重要事項にチェック問題がついており、問題を解くことで重要事項の定着を図ります。 

わからない数学の用語を調べるコンテンツです。イメージがしやすいようなイラスト付きで用語を解説しています。
用語は辞書検索とフリーワード検索の2通りで検索できます。 

●アプリ版
　Windows 8.1 ／ 10
　iPadOS

●ブラウザ版
　OS ： Windows 8.1 ／ 10 ブラウザ ： Microsoft Edge ／ Google Chrome
　OS ： Chrome OS ブラウザ ： Google Chrome
　OS ： iPadOS ブラウザ ： Safari

注意事項

関数ツール 

計算カード その他のコンテンツ

 中 学 校  数 学  ラ イ ン ア ッ プ

公式集

用語辞書 

図形ツール 統計ツール 

商　　品　　名 利用期間 No. 価格 購入方法
搭載機能

各種
ツール

スライド
ビュー

特別支援
機能

指導用
資料

デジタル
コンテンツ

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学1

教科書
使用期間

99102
各

本体
 70,000円＋税

教科書取扱
 書店様へ 〇 〇 〇 〇 〇

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学2 99103

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学3 99104

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学1 99105
各

本体
 18,000円＋税

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学2 1年間 99106

指導者用デジタル教科書（教材）これからの数学3 99107

商　　品　　名 利用期間 No. 価格 購入方法
搭載機能

各種
ツール

スライド
ビュー

特別支援
機能

指導用
資料

デジタル
コンテンツ

学習者用デジタル教科書  これからの数学1

教科書
使用期間

99108
各

本体
 600円＋税

教科書取扱
 書店様へ 〇 × 〇 × △学習者用デジタル教科書  これからの数学2 99109

学習者用デジタル教科書  これからの数学3 99110

商　　品　　名 利用期間 No. 価格 購入方法
搭載機能

各種
ツール

スライド
ビュー

特別支援
機能

指導用
資料

デジタル
コンテンツ

学習者用デジタル教科書・教材  これからの数学1

教科書
使用期間

99111
各

本体
 1,600円＋税

教科書取扱
 書店様へ 〇 △ 〇 × 〇学習者用デジタル教科書・教材  これからの数学2 99112

学習者用デジタル教科書・教材  これからの数学3 99113

指導者用デジタル教科書 （ 教材 ） 

学習者用デジタル教科書

学習者用デジタル教科書・教材

教科書と同一の内容＋コンテンツ 

教科書と同一の内容

教科書と同一の内容＋コンテンツ

電子黒板などで教科書紙面やコンテンツを
拡大して提示する、先生用の教材です。

生徒一人ひとりの端末で使用する、生徒用の教材です。
制度化された「学習者用デジタル教科書」です。

生徒一人ひとりの端末で使用する、生徒用の教材です。
コンテンツも豊富に収録しています。

※1 教科書と同一のコンテンツのみ搭載されています。

※2 表示される内容が指導者用とは異なります。

対応環境 
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（新課程版）

弊社ホームページで体験版を公開しています。 
数研出版➡中学校教科書のご案内➡デジタル教科書 

（※1）

（※2）

・1ライセンスでアプリ版とブラウザ版の両方をご利用いただけます。
・アプリ版では一部のURLへのリンク機能を除きオフラインでもご利用いただけます。
・指導者用デジタル教科書（教材）は校内フリーライセンス、学習者用デジタル教科書および学習者用デジタル教科書・教材はユーザーライセンス（生徒1人
 につき1ラインセンス必要）の商品となります。

指導者用・学習者用デジタル教科書
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授業に役立つデータや 機能がそろっています！ 

問題板書
問題をワンクリックで拡大表示

コンテンツ
教科書の内容を深め、生徒の理解を助けるコンテンツ

教科書の「例題」や「練習」を、ワンクリックで
大きく表示できます。
さらに、解答や解説も収録しているため、すぐに
答え合わせができます。

コンテンツ数はアップデートにて変更となる場合がございます。

例題は解答の
表示切替が可能

練習は解答／解説の
表示切替が可能

▲公式・用語集（全科目） ▲2次関数の最大と最小（数学Ⅰ）

▲円に内接する四角形（数学A）

▲ベクトルの分解（数学B） ▲サイクロイド（数学Ⅲ）

▲三角形の内心（数学A）

【数学Ⅰ】
計算カード（展開の公式）
計算カード（因数分解の公式）
共通部分と和集合
ド・モルガンの法則
y=ax2 のグラフ
y=ax2 のグラフ（式入力）
y=ax2+q のグラフ
y=a（x − p）2 のグラフ
y=a（x − p）2 +q のグラフ
平方完成
y=ax2+bx+c のグラフ
最大と最小
最大と最小（定義域の一端が動く）
最大と最小（軸が動く①②）
最大と最小（定義域の両端が動く）
グラフの平行移動
グラフの対称移動
2 次関数の利用
正方形に内接する正方形
放物線と x 軸で囲まれた長方形
2 次不等式の解
正方形の厚紙
三角比の拡張①②
180°−θ
三角比の相互関係
円周角の定理
円に内接する四角形
三角形の辺と角の大小関係
三角形の内接円
直方体の切断面
正四面体の体積①②③
四分位数
箱ひげ図

【数学 A】
共通部分と和集合
ド・モルガンの法則
円順列
線分の内分・外分
三角形の外心、内心、重心、垂心
三角形の外心
三角形の内心
三角形の重心
三角形と線分の比
中点連結定理
円の接線
三角形の 3 辺の大小関係
円周角の定理
円周角の定理の逆
円に内接する四角形
内接するための条件
円と直線
接線と弦の作る角の導入
接線と弦の作る角
方べきの定理
2 つの円の位置関係
2 つの円の共通接線
いろいろな作図（計 12 個）
2 直線の位置関係
2 直線のなす角
直線と平面の位置関係
直線と平面の位置関係（垂直）
2 平面の位置関係
2 平面のなす角
立方体の切断面
正多面体
凸多面体
正多面体の体積
正多面体からかどを切り取った多面体
ユークリッドの互除法

【数学Ⅱ】
計算カード（展開の公式）
計算カード（因数分解の公式）
線分の内分点・外分点
三角形の重心
三角形の外心
円と直線の位置関係
円と直線の共有点①
円と直線の共有点②
2 つの円の位置関係
軌跡①
軌跡②
軌跡③
軌跡④
軌跡⑤
直線と領域
円と領域
領域と最大・最小
一般角、弧度法
一般角の三角関数①
一般角の三角関数②
一般角の三角関数③
三角関数の性質
三角関数のグラフ①
三角関数のグラフ②
いろいろな三角関数のグラフ
指数関数のグラフ
対数関数のグラフ
平均変化率と微分係数
関数の値の変化
関数の最大・最小
微分法・積分法の文章題①
微分法・積分法の文章題②

【数学 B】
ベクトルの加法
ベクトルの減法
ベクトルの分解
正六角形とベクトル
内分点・外分点の位置ベクトル
三角形の重心
三角形の重心の位置ベクトル
三角形の垂心とベクトル
中点連結定理とベクトル
直線と方向ベクトル
直線のベクトル方程式
平面上の点の存在範囲
直線と法線ベクトル
円のベクトル方程式①②③④
空間の点の座標
ベクトルの内積①
ベクトルの内積②
同じ平面上にある点
正四面体と重心
球面の方程式
二項分布の正規分布による近似①
二項分布の正規分布による近似②
標準正規分布

【数学Ⅲ】
複素数の加法、減法
複素数の和
複素数の差
共役な複素数
複素数の積
原点を中心とする点の回転
複素数の商
点αを中心とする回転
楕円①②
円と楕円
軌跡と楕円
双曲線①②
離心率
サイクロイド
アステロイド
カージオイド
極座標
リサージュ曲線
アルキメデスの渦巻線
正葉曲線
リマソン
分数関数
無理関数
指数関数のグラフ
対数関数のグラフ
三角関数のグラフ
方程式の実数解の個数①②③
定積分と和の極限①②
定積分と不等式
立体の断面積と体積
円錐・角錐の体積
直円柱を２つに分けた体積
三角形が通過した立体の体積

コンテンツ一覧

高等学校  数 学（現行課程版）

指導者用デジタル教科書

汎用ツール
さまざまなことが実現可能なツール

入力したデータから、統計グラフ・表をすぐに表示できます。また、２つの統計グラフ・表を並べて比較することもできます。

※「指導者用デジタル教科書 改訂版 数学Ⅰ/A/Ⅱ/B/Ⅲ」の商品をお持ちの方は、
弊社ホームページより、最新のシステムにアップデートしていただくことで、下記
のツールをご使用いただけます。

多角形や円など、自由に図形を作ることができます。また、作った図形の形を変えることもできます。

入力した関数の式から、グラフをすぐに表示できます。　※現状、入力できる関数に制限があります。

統計ツール

図形ツール

関数ツール

右側がデータの入力画面。
入力したデータがすぐに左側に反映されます。

作成した図形は頂点をつまんで変形させることができます。

オリジナルキーボードから式を入力できます。

入力画面を閉じて、全画面に統計グラフ・表を表示。
画面を縦/横２分割できます。

図形を変形させても、作成時の条件を保ちます。

グラフの範囲を見えやすい位置に動かせます。
拡大・縮小もできます。

操作動画
公開中
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豊富なコンテンツとプリント作 成ソフトで、授業運用を強力サポート

 指導者用デジタル教科書では、教科書の紙面からコンテンツを呼び出すことができます。図版を大きくしたり、図版の一
部を非表示にしたりする機能のほか、動きを伴って見せるシミュレーション、アニメーションや映像など、教科書+αの内容で生徒
の理解を助けます。

教科書に掲載の問題や図版は、ワンクリックで大きく表示できます。

▲力学的エネルギー保存則⬆サンプル

⬆サンプル

⬆サンプル

⬆サンプル

▲ナトリウムと塩素の反応

▲DNAの抽出

▲波の要素（シミュレーション）

▲中和反応の滴定曲線（シミュレーション）

▲ろ過と再吸収（アニメーション）

▲震源・震央の決定の原理（アニメーション）▲級化成層の観察

※指導者用デジタル教科書 物理基礎、物理＋総合物理、化学基礎、化学で利用可能。

弊社では、教科書の問題１問１問に対して、問題集で対応する問題が
わかるように示した「対応表」をご用意しています。指導者用デジタル
教科書と一緒に、同じ科目の統合版シリーズ（別売）をインストールす
ると、その対応表に沿って対応問題が検索できるようになります。反復
演習など、幅広い内容のプリントを作成することができます。

対応問題検索で反復演習ができる

　　　　　理科シリーズ共通のプリント作成ソフトを搭載。各科目、弊
社が発行している教科書の全シリーズ全問を収録しています。そのほ
かのデータベースと組み合わせてプリントを作成することもできます。

（詳しくは、  高校用パンフレットをご覧ください。） 

 プリント作成システムで作成したプリント
はもちろん、Wordなどで作成した教材を、  
指導者用デジタル教科書で開けます。教科書の紙面と
同様に、書き込みをしたり拡大をしたりといった操作が
できます。

先生が作成した教材でプレゼンテーションできる
オリジナル板書 機能を搭載！

※指導者用デジタル教科書 地学基礎、新編 地学基礎には
　プリント作成ソフトの搭載はありません。

コンテンツ 教科書の図・写真などに関連した映像・アニメーションを多数収録 板書 問題や図版をワンクリックで拡大表示

プリント作成

図版は、白黒表示にしたり薄く表
示したりできます。
図版の上をなぞって解説を加える
場合などに最適です。

空いたスペースに解説を書き込んだり、ワンク
リックで解答を表示したりできます。

掲載の内容は、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎に対応した商品のものです。

物理
のコンテンツ

化学
のコンテンツ

生物
のコンテンツ

地学
のコンテンツ

理　  科
指導者用デジタル教科書
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理科コンテンツ一覧 

  指導者用デジタル教科書 改訂版 化学基礎

  指導者用デジタル教科書 改訂版 化学

映像 95 点、アニメーション 29 点を収録

映像 220 点、アニメーション 52 点を収録

映像 28 点、アニメーション 14 点を収録  指導者用デジタル教科書 地学基礎　　

レイヤー図版

  指導者用デジタル教科書 改訂版 物理基礎 映像 114 点、アニメーション 58 点を収録

【映　像（一部）】
等速直線運動
相対速度
大球・小球の自由落下
斜方投射
発射台からの投射
水風船の破裂
作用反作用の法則
運動の法則
気体の圧力
空気中での落下実験
黒部ダム
浮力の大きさ
力学的エネルギー保存則
摩擦熱の発生
金属の熱膨張

水面に生じる波紋
縦波の発生
波の重ねあわせ
ウェーブマシンによる定在波の発生
自由端による反射と固定端による反射
水面波の干渉
波の反射
振動するスピーカーの表面
真空中の音
弦の固有振動
開管の気柱の固有振動
箔検電器
静電誘導
交流
白熱電球と LED 電球

【アニメーション・シミュレーション（一部）】
合成速度
相対速度
物体の運動
水平投射・自由落下のストロボ写真
鉛直投げ上げ
力の合成
力の合成の作図
力と加速度の関係
質量と加速度の関係
運動方程式の立て方
静止摩擦力と動摩擦力
小球の速度と空気の抵抗力の変化
力学的エネルギーの保存
熱量の保存
熱力学第一法則

正弦波の発生
波の要素
縦波の発生と縦波の表示
定在波
自由端による反射
反射波の作図方法
開管の気柱の固有振動
箔検電器の原理
静電誘導
ジュール熱の発生
抵抗の直列接続・並列接続
直流モーターのしくみ
コイルに磁石を出し入れするとき
交流の発生
波の立体模型をつくってみよう！！

【映　像（一部）】
ろ過
赤ワインの蒸留
ガスバーナーの使い方
単斜硫黄の生成
ゴム状硫黄の生成
炎色反応
銀イオンと塩化物イオンの反応
塩化ナトリウムの結晶のへき開
イオン結晶の電気伝導性（固体・水溶液）
イオン結晶の電気伝導性（固体・液体）
金属の電気伝導性 ( 液体 )
金属の電気伝導性 ( 固体 )
形状記憶合金
塩化ナトリウム ( 岩塩 ) の溶解
0.05mol/L のシュウ酸標準液の調製

塩化アンモニウムの生成
銅の酸化と還元
ナトリウムと塩素の反応
二酸化硫黄の水溶液と硫化水素の反応
二酸化硫黄の水溶液と過マンガン酸イオン
　( 硫酸酸性 ) の反応
亜鉛と酸の反応
銀イオンと銅の反応
酸化還元滴定
　( シュウ酸と過マンガン酸カリウム水溶液の反応 )
金属のイオン化傾向を調べる
熱濃硫酸と銅の反応
王水と金の反応
試験管の洗浄
試験管の加熱

【アニメーション】
元素の周期表
洗浄のしくみ
物質の分類とその例
加熱による水の状態変化
ヘリウム原子の構造モデル
電子配置の模式図
塩化ナトリウムの結晶構造
塩化セシウムの結晶構造 ※ 1

硫化亜鉛の結晶構造 ※ 1

イオン結晶からなる物質 (NaCl) の電気伝導性
付加重合と縮合重合
ダイヤモンドの単位格子
体心立方格子
面心立方格子
六方最密構造

溶解と濃度
再結晶
酸と塩基の分類
pH、[H＋]、[OH −] と酸性・塩基性との関係
塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和
硫酸とアンモニア水の中和
酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和
中和反応の滴定曲線と指示薬の変色域
酢酸ナトリウムの加水分解  ※ 1

酸化・還元
金属のイオン化傾向
電池の原理
燃料電池のしくみ
水溶液の電気分解の例

【映　像（一部）】
低圧における沸騰
温度と気体の溶解
圧力と気体の溶解
蒸気圧降下
チンダル現象
透析
塩析
凝析（凝結）
化学反応と触媒
濃度による反応速度（時計反応）
酢酸の電離平衡
ガラスの腐食
塩素水の漂白作用
濃硫酸の脱水作用（スクロースの炭化）
黄リンの自然発火
アンモニアの水溶性 -アンモニアによる噴水 -

生石灰に水を加えた時の変化
テルミット反応
水銀の固体
塩化銀の感光
銀鏡反応
フェーリング液の還元
ヨードホルム反応
セッケンの合成
ヨウ素デンプン反応
グリシンのニンヒドリン反応
酵素による化学反応
酵素反応の速さと温度の関係
酵素反応の速さと pH の関係
陽イオン交換樹脂
陰イオン交換樹脂
吸水性高分子（高吸水性樹脂）

【アニメーション（一部）】
塩化ナトリウムの結晶構造
塩化セシウムの結晶構造
硫化亜鉛の結晶構造
ダイヤモンドの単位格子
体心立方格子
面心立方格子
六方最密構造
気体の拡散
大気圧の測定
蒸気圧曲線
再結晶
ヘンリーの法則と質量・体積の関係
蒸気圧降下の原理
溶液の浸透圧
透析
電気泳動

塩析と凝析
電池の原理
水溶液の電気分解の例
反応の進み方とエネルギー
濃度変化と平衡の移動
圧力変化と平衡の移動
酢酸と酢酸ナトリウムの緩衝液の原理
硫酸の製造（接触式硫酸製造法）
アンモニアの合成（ハーバー・ボッシュ法）
硝酸の製造法（オストワルト法）
アンモニアソーダ法
重合
タンパク質を構成するアミノ酸の代表例
酵素の基質特異性のモデル
DNA の構造
イオン交換樹脂による脱イオン水の生成

  指導者用デジタル教科書 改訂版 物理 + 総合物理 映像 235 点、アニメーション 103 点を収録

【映　像（一部）】
運動量保存
小球と床との衝突
はね返りの実験
慣性力
鉛直ばね振り子
単振り子
断熱圧縮
水滴の波紋
凸レンズによる実像
落雷
箔検電器
コンデンサーの電気容量
抵抗率の温度変化
超伝導
コンデンサーの充電

エルステッドの実験
直流電流がつくる磁場
ソレノイドを流れる電流がつくる磁場
電気ブランコ
平行電流が及ぼしあう力
ローレンツ力の向き
荷電粒子の運動 
渦電流の効果
自己誘導
共振の実験
電気振動
半導体の温度変化
陰極線
光電効果
霧箱 

【アニメーション・シミュレーション（一部）】
斜方投射と自由落下
重心の運動
F-t 図と力積の関係
等速円運動の加速度
半円筒をすべる小物体
等速円運動と単振動
鉛直ばね振り子
単振り子
単振動のエネルギー
ケプラーの法則
人工衛星の軌道
容器中の気体分子と壁が受ける力積
気体分子の x 軸方向の運動
壁 S が受ける力積と平均の力
定積・定圧・等温変化

フィゾーの実験
音源が動く場合のドップラー効果
全反射
凸レンズによる実像
回折格子による干渉の実験
薄膜による光の干渉
点電荷のまわりの電場
コンデンサーの充電
コンデンサーの並列接続
キルヒホッフの法則
半導体ダイオードの性質
一様な磁場中の荷電粒子の運動
交流電圧と交流電流
電気振動
核反応

【映像】
かぐやのハイビジョンカメラによって
　撮影された月面の映像
火星の表面
隕石の落下 ※ 1

太陽系の誕生から地球が誕生するまで
月周回衛星「かぐや」から見た地球 ※２

P 波の伝わり方、S 波の伝わり方
火山噴火
溶岩流
マグマの発泡のモデル ※２

アイスランドの割れ目噴火 ※ 1

級化成層の観察 ※ 1

乱泥流の観察 ※ 1

流星
オーロラ
積乱雲の発達と衰退
大気中の二酸化炭素濃度の変化
液状化現象の実験
津波
火砕流 ※ 1

土砂災害 ※ 1

太陽活動の変動をとらえた科学衛星
　「ようこう」の X 線画像 ※２

黒点
粒状斑
皆既日食
プロミネンス
スピキュール ※２

フレア
銀河系の中性水素分布 ※２

泡構造

【フォト】 
金星
火星 ※２

木星のリング（環）
海王星のリング（環）
シューメーカーレビー彗星が木星に
　衝突（1994 年）した跡 ※２

イトカワ表面
イトカワの微粒子
紡錘状火山弾 ※２

かんらん石、輝石、角閃石、黒雲母
石英、長石類
深成岩、火山岩
火砕丘 ※２

砕屑岩、火山砕屑岩、生物岩 ※２

方解石
砂岩中のノジュール群 ※２

始祖鳥骨格標本 ※２

シダ種子植物の化石 ※２

マングローブ
筆石類の化石 ※２

リンボク、ロボク、フウインボクの化石
シャミセンガイ ※２

ウミユリの化石 ※２

カマラサウルス（全身骨格） ※２

セイスモサウルス（全身骨格） ※２

圏谷（カール） ※２

U 字谷 ※２

ナウマンゾウの復元像
ケナガマンモスの復元像 ※２

北極海での海氷面積の減少

【アニメーション】 
地球が球形であると考えた理由
偏平な回転だ円体と縦長の回転だ円体
地震波の進み方と走時曲線
3 種類のプレート境界
プレート沈みこみ境界で起こる地震のメカニズム
震源・震央の決定の原理
断層運動による「押し」と「引き」の関係
地表で観測される P 波の初動の向きと、
　そのときの地震計の記録
正断層・逆断層・横ずれ断層
雲のでき方
降水量と蒸発量の緯度別分布
流速・粒径と侵食・運搬・堆積の関係
液状化現象のしくみ
プレートの沈みこみによる地震で発生する
　津波のしくみ

※1 「新編 地学基礎（地基/309）」のみ収録。
※2 「地学基礎（地基/304）」のみ収録。

図版内の一部の要素を非表示にしたり、一連の過程を示した図を
順を追って表示したりすることができます。

※1 「改訂版 化学基礎(化基/319)」のみ収録。

※レイヤー図版は、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎のいずれの商品でも収録しています。

  指導者用デジタル教科書 改訂版 生物基礎 映像 17 点、アニメーション 18 点、レイヤー図版 62 点、英訳コラム 15 点、
参考図版 2 点、選択問題 50 題、用語集 250 語を収録

【映　像（一部）】
接眼レンズの取りつけ
対物レンズの取りつけ
スケッチの方法
DNA の抽出
染色体の凝集 1 
染色体の凝集 2
体細胞分裂のようす（動物細胞）
アフリカツメガエルの発生
転写翻訳のしくみから、
　ノンコーディング RNA まで
樹状細胞の食作用
メダカの減少と外来種問題

【アニメーション（一部）】
細胞内共生
T2 ファージの増殖
DNA の二重らせん構造
遺伝情報の転写と翻訳
DNA 複製のしくみ
ろ過と再吸収 
血糖濃度調節のしくみ
食細胞による食作用
樹状細胞による抗原提示
適応免疫のしくみ
遷移の過程
生態系における各栄養段階の有機物の収支

【レイヤー図版（一部）】※ 1

真核細胞の基本構造
原核細胞と真核細胞の比較
原核生物の基本構造
光合成の概要
呼吸の概要
体細胞分裂と DNA 量の変化
腎臓の構造
肝臓の構造
自律神経の作用
ヒトのおもな内分泌腺
ヒトのおもなホルモン
血糖濃度調節のしくみ

抗原の侵入と抗体の生産量
ヒトのいろいろな器官系
光の強さと光合成速度の関係
気温・降水量とバイオームの関係
生態系における炭素の循環
生態系におけるエネルギーの流れ
生態系における窒素の循環

※1 「改訂版 生物基礎（生基/316）」、「改訂版 新編 生物基礎（生基/317）」に31点ずつ収録。
※2 「改訂版 生物基礎（生基/316）」に10点、「改訂版 新編 生物基礎（生基/317）」に5点を収録。 　　　    

※3 「改訂版 新編 生物基礎（生基/317）」に2点、「改訂版 生物基礎（生基/316）」にはそのうち1点を収録。

【英訳コラム】 15 点 ※ 2

【参考図版】 2 点 ※ 3

【選択問題】 50 題
【用語集】 250 語

  指導者用デジタル教科書 改訂版 生物 映像 15 点、アニメーション 41 点、レイヤー図版 39 点、英訳コラム 23 点、
参考図版 2 点、選択問題 140 題、用語集 540 語を収録

【映　像（一部）】
tRNAの立体構造
電気泳動法
ウニの受精（バフンウニ）
ウニの卵割
アフリカツメガエルの発生
ショウジョウバエの発生
イトヨの攻撃行動
8 の字ダンス
ハキリアリの分業

【アニメーション（一部）】
アロステリック酵素によるフィードバック調節
グルコース輸送体による物質輸送

二次元ペーパークロマトグラフィー
DNA 複製のしくみ
真核細胞でのタンパク質合成
原核細胞でのタンパク質合成
ラクトースオペロン
PCR 法
塩基配列解析法（サンガー法）
乗換えと組換え
活動電位が発生するしくみ
オーキシンの極性移動のしくみ
生態系における各栄養段階の有機物の収支
自然選択がはたらくときの遺伝子頻度の変化

【レイヤー図版（一部）】
原核細胞の構造
真核細胞の基本構造
核とリボソーム、小胞体、ゴルジ体、リソソーム
呼吸の全体の反応
乳酸発酵のしくみ
アルコール発酵のしくみ
光合成の全体の反応
植物の窒素同化の道すじと窒素固定
いろいろな塩基配列の変化と形質への影響の違い
植物への遺伝子導入の一例 
被子植物の配偶子形成と受精の過程
被子植物の発生

シロイヌナズナの 3 種類のホメオティック
　遺伝子のはたらきと変異体の構造
ヒトの眼球の構造と網膜の断面
セルロース繊維の方向と細胞が大きくなる方向
明期や暗期の長さと花芽の形成
コケ植物
シダ植物

【英訳コラム】 23 点
【参考図版】 2 点 
【選択問題】 140 題
【用語集】 540 語
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そのほかにも･･･ 

スタンプ

ストップウォッチ・タイマー 

教科書に掲載の問題は、ワンクリックで大きく表示できます。 

テキストビュー

スライドショー 

フラッシュカード

参考書表示 

新出単語や本文は、ワンクリックで大きく表示できます。フォントサイズや行間の調整が可能なた
め、教室の後ろからでも見やすく、また行間に解説を書き込みながらの授業にもご利用していた
だけます。日本語訳の表示切り替えにも対応。 
また、音読活動を支援する様々な機能を搭載しています。 

各レッスンの題材に関連する内容をスライドショー
で紹介。音声、字幕それぞれで英語、日本語、OFF
の切り替えができます。 
Oral Introduction や Listening に最適で、
スムーズな導入、授業への集中を実現します。 

新出単語や本文（一部を除く）は、フラッシュカードの形で再生することもできます。 
様々な再生内容や再生方法の設定があり、状況に応じた使い分けをしていただけます。 

下表の２書籍には、対応参考書の紙面データも収録しています。 
関連ページへのリンクを設けており、教科書と参考書を連携しながら授業を進めることができ
ます。 

対話文では… 
任意の話者を無音にするロールプレイ再生ができ ます。 
※Revised POLESTAR English Communication Ⅲ、 Revised BIG DIPPER English Communication
   Ⅱ、ⅢとDUALSCOPE English Expression Ⅰ、Ⅱを除く。

コミュニケーション英語の本文では… 
フレーズ表示に切り替えができます。 

音声再生時は、フレーズ間に生徒が繰り返し発話するためのブランクが設けられます。 

時間を区切っての活動や、タイムトライア
ルなどにお使いいただけます。生徒のや
る気を引き出すのに役立ちます。 

先生がWordなどで作成した教材を、プレゼンテーション用に表示できる
「オリジナル板書」機能もございます。

文法用語や「ポイント」などの見出しを
ワンクリックで描画できます。

問題板書 問題や図版をワンクリックで拡大表示

※弊社ホームページよりアップデートしていただく
ことで、新訂七版に対応します。

DUALSCOPE English Expression Ⅰ

Revised BIG DIPPER English Expression Ⅰ

新訂版デュアルスコープ 総合英語 

対 応 す る 書 籍

六訂版ラーナーズ高校英語※

コミュニ
ケーション

英語 

コミュニ
ケーション

英語 

英語表現

授業に役立つ機能がそろってい ます！

リスニング問題では、音声の再生や
スクリプトの表示ができます。 

音声再生中は、カラオケ表示
にも対応。 

再生速度も調整できます。

解答を表示することができます。
（1 問ずつ／一括） 
※Revised BIG DIPPER English 

Expression Ⅰ、Ⅱを除く

※Revised POLESTAR English Communication Ⅲ、Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲを除く。

英 　語
指導者用デジタル教科書

⬆解説動画

⬅解説動画

⬅解説動画
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国
語

豊富なデータを収録した指導 者用デジタル教科書！

教材ごと・用途ごとに必要なデータを検索しやすいツールです。
また、PDF版教授資料も収録しています。教授資料の内容を
パソコン上でも確認できます。

データ集ツール

『体系古典文法』『クリアカラー国語
便覧』の資料を収録しています。
各教材ページから関連する資料をす
ぐに開けます。

教材内容に関連する動画資料を収録
しています。
　エステ家の噴水
　鹿おどし
　長江　他

スライドショー
漢文の漢詩単元には、朗読（日本語・中
国語）と写真資料によるスライドショー
を収録しています。

普段お使いのワープロソフト上で、漢文の訓点
表示・設問記号などを簡単に編集できるツールです。

先生がWordなどで作成した教材を、
 指導者用デジタル教科書で

開けます。教科書の紙面同様に、書き
込みをしたり拡大をしたりといった操作
ができます。

漢文ツール「かりがね」おもな機能
訓点の表示切替／傍線の配置／空欄の配置／注釈記号の配置／
出典表示の切替／各種記号の自動連番化／本文の一部を選択
して省略　など
※Word、一太郎の画面内で動作します。

テキストビュー
本文をワンクリックで大きく表示できます。画面の大きさに合わせて自動的に折り返して表示さ
れるため、行末が途切れることがありません。本文に傍線を引いたり、書き込みをしたりする使
い方に最適です。さらにフォントサイズの調節も可能なため、教室の後ろの生徒からも見やすく
表示できます。漢文では、訓点の表示・非表示の切り替えにも対応しています。

◦現代文　明朝体とゴシック体の表示切り替え
◦古　文　現代語訳の表示  明朝体とゴシック体の表示切り替え
◦漢　文　現代語訳・書き下し文の表示

古典文法・
便覧資料を収録

動画・音声資料

動画資料

スライドショー

動画資料

漢文ツール「かりがね」

オリジナル板書

▲訓点や設問記号の切り替えが 
   瞬時にできます。

▲古文 現代語訳の表示画面

国 　語
指導者用デジタル教科書
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 指導者用デジタル教科書 （ Windows 対応 ）  指導者用デジタル教科書 （ Windows 対応 ） 

『教授資料』と『  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）』とのセット版

『教授資料』と『  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）』とのセット版

数学ラインアップ一覧 理科ラインアップ一覧 
新課程対応デジタル教科書中学校数学のラインアップにつきましては p.5 をご参照ください。

※フリーライセンス版は、同一構内であればパソコンの台数に
　制限なくインストールできます。

※フリーライセンス版は、同一構内であればパソコンの台数に
　制限なくインストールできます。

商　　品　　名 No. 価格 システムバージョン 購入方法

 指導者用デジタル教科書　改訂版 数学Ⅰ 54155

各

本体
 25,000円＋税

（フリーライセンス版）

Ver.18 教科書取扱
 書店様へ

 指導者用デジタル教科書　改訂版 数学Ａ 54159

 指導者用デジタル教科書　改訂版 数学Ⅱ 54163

 指導者用デジタル教科書　改訂版 数学Ｂ 54167

 指導者用デジタル教科書　改訂版 数学Ⅲ 54171

商　　品　　名 No. 価格

改訂版 数学Ⅰ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54172

各

本体
 33,800円＋税

改訂版 高等学校 数学Ⅰ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54173

改訂版 新編 数学Ⅰ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54174

改訂版 最新 数学Ⅰ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54175

改訂版 新 高校の数学Ⅰ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54176 本体
 31,800円＋税

改訂版 数学A 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54177

各

本体
 33,400円＋税

改訂版 高等学校 数学A 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54178

改訂版 新編 数学A 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54179

改訂版 最新 数学A 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54180

改訂版 新 高校の数学A 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54181 本体
 31,400円＋税

改訂版 数学Ⅱ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54182

各

本体
 38,500円＋税

改訂版 高等学校 数学Ⅱ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54183

改訂版 新編 数学Ⅱ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54184

改訂版 最新 数学Ⅱ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54185

改訂版 新 高校の数学Ⅱ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54186 本体
 36,500円＋税

改訂版 数学B 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54187

各

本体
 37,900円＋税

改訂版 高等学校 数学B 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54188

改訂版 新編 数学B 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54189

改訂版 最新 数学B 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54190

改訂版 新 高校の数学B 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54191 本体
 35,900円＋税

改訂版 数学Ⅲ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54192

各

本体
 40,800円＋税

改訂版 高等学校 数学Ⅲ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54193

改訂版 新編 数学Ⅲ  教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54194

改訂版 最新 数学Ⅲ  教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 54195

■収録書籍 教科書
　● 「改訂版 数学」シリーズ ●「改訂版 高等学校 数学」シリーズ
　● 「改訂版 新編 数学」シリーズ ● 「改訂版 最新 数学」シリーズ
　● 「改訂版 新 高校の数学」シリーズ（数学Ⅲはありません）

■収録内容
　指導者用デジタル教科書：問題板書、各種コンテンツ、各種資料
　プリント作成：問題全問、本文データ、テストデータ、実用 PrinT
　資料：シラバス・観点別評価規準、時間配当表、各種プリント、教科書紙面 PDF

■収録内容（物理・化学・生物） 指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／ 本文テキストデータ／図版データ／ 観点別評価規準例・学習指導計画例
 プリント作成：  教科書問題データベース／ 実用 PrinT 例集
■収録内容（地学）  指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／ 本文テキストデータ／図版データ／ 観点別評価規準例・学習指導計画例　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 数学Ⅰ」（商品No:54155）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 数学A」（商品No:54159）と同じ商品です。

※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 数学Ⅱ」（商品No:54163）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 数学B」（商品No:54167）と同じ商品です。

※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 数学Ⅲ」（商品No:54171）と同じ商品です。

商　　品　　名 No. 価格 収録書籍 システムバージョン 購入方法

物

理

 指導者用デジタル教科書 改訂版 物理基礎 55309

各

本体
 25,000円＋税

（フリーライセンス版）

「改訂版 物理基礎」 
「改訂版 新編 物理基礎」

Ver.18 

教科書取扱
書店様へ

 指導者用デジタル教科書 改訂版 物理＋総合物理 55319
「改訂版 物理」 
「改訂版 総合物理 1-力と運動・熱-」
「改訂版 総合物理 2-波・電気と磁気・原子-」

化

学

 指導者用デジタル教科書 改訂版 化学基礎 55329 「改訂版 化学基礎」
「改訂版 新編 化学基礎」

 指導者用デジタル教科書 改訂版 化学 55339 「改訂版 化学」
「新編 化学」

生

物

 指導者用デジタル教科書 改訂版 生物基礎 55349 「改訂版 生物基礎」
「改訂版 新編 生物基礎」

 指導者用デジタル教科書 改訂版 生物 55359 「改訂版 生物」

地

学

 指導者用デジタル教科書 新編 地学基礎 55378 「新編 地学基礎」

 指導用デジタル教科書 地学基礎（フリーライセンス版） 55368 本体
 38,095円＋税 

（フリーライセンス版）
「地学基礎」 Ver.17

 指導用デジタル教科書 地学基礎 55363 本体
 17,143円＋税 

（1ライセンス版）

動作環境   指導者用デジタル教科書（Ver.18） ※弊社ホームページよりVer.19にアップデートしていただけます。

OS  Windows® 7（32 ビット版および 64 ビット版）／ 8.1（32 ビット版および 64 ビット版）／ 10（32 ビット版および 64 ビット版） ※各OSとも日本語版のみに対応。
必須コンポーネント Microsoft® .NET Framework 4 以降 ／ Adobe® Flash® Player 11 以降 ／  Internet Explorer® 11
ハードディスク インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量　※インストールに別途空き容量が必要です。※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。
メモリ 32 ビット版の場合１GB 以上 ／ 64 ビット版の場合2GB 以上
その他 DVD-ROMドライブ ／ 解像度1,024×768以上のディスプレイ

OS Windows® 7（32 ビット版および 64 ビット版）／ 
 8.1（32 ビット版および 64 ビット版）／10（32 ビット版および 64 ビット版） 
 ※各OSとも日本語版のみに対応。
必須コンポーネント Microsoft® .NET Framework 4 以降 ／ Adobe® Flash® Player 11 以降 ／
 Internet Explorer® 11 
ハードディスク インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量
 ※インストールに別途空き容量が必要です。※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。
メモリ 32 ビット版の場合１GB 以上 ／ 64 ビット版の場合2GB 以上
その他 DVD-ROMドライブ ／ 解像度1,024×768以上のディスプレイ

OS Windows® XP Service Pack 3 以降（32 ビット版）／ 
 Vista® Service Pack 1 以降（32 ビット版）／7（32 ビット版および 64 ビット版）
 ※各OSとも日本語版のみに対応。 ※Windows® 8 以降の OS への対応につきましては、弊社ホームペ ージをご覧ください。
必須コンポーネント Microsoft® .NET Framework 4 以降 ／ Adobe® Flash® Player 10.3 以降 ／
 Adobe® Shockwave® Player 11 以降
ハードディスク インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量
 ※インストールに別途空き容量が必要です。※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。
メモリ 32 ビット版の場合１GB 以上 ／ 64 ビット版の場合2GB 以上
その他 DVD-ROMドライブ ／ 解像度1,024×768以上のディスプレイ

※「Adobe Flash Player」のサポート終了に伴う 「指導者用デジタル教科書」のご使用につきまして、弊社ホームページにてご案内しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.chart.co.jp/stdb/info/flash.html

※「Adobe Flash Player」のサポート終了に伴う 「指導者用デジタル教科書」のご使用につきまして、弊社ホームページにてご案内しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.chart.co.jp/stdb/info/flash.html

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
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商　　品　　名 No. 価格

物
理
基
礎

改訂版 物理基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55072 各

本体
 35,500円＋税改訂版 新編 物理基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55073

物
理

改訂版 物理 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55080 本体
 39,000円＋税

改訂版 総合物理 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55081 本体
 41,500円＋税

化
学
基
礎

改訂版 化学基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55074 各

本体
 35,500円＋税改訂版 新編 化学基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55075

化
学

改訂版 化学 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55082 各

本体
 39,000円＋税新編 化学 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55083

生
物
基
礎

改訂版 生物基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55076 各

本体
 35,500円＋税改訂版 新編 生物基礎 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55077

生
物 改訂版 生物 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55084 本体

 39,000円＋税

地
学 新編 地学基礎 指導用教科書・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 55079 本体

 39,000円＋税

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 物理基礎」（商品No:55309）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 物理＋総合物理」（商品No:55319）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 化学基礎」（商品No:55329）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 化学」（商品No:55339）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 生物基礎」（商品No:55349）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 生物」（商品No:55359）と同じ商品です。

　※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 新編 地学基礎」（商品No:55378）と同じ商品です。

動作環境   指導者用デジタル教科書（Ver.18） 
※弊社ホームページよりVer.19にアップデートしていただけます。

 指導者用デジタル教科書（Ver.17） 
※弊社ホームページよりVer.19にアップデートしていただけます。

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
一
覧
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 指導者用デジタル教科書 （ Windows 対応 ）  指導者用デジタル教科書 （ Windows 対応 ） 

『教授資料』と『  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）』とのセット版

英語ラインアップ一覧 国語ラインアップ一覧 

※フリーライセンス版は、同一構内であればパソコンの台数に
制限なくインストールできます。

※フリーライセンス版は、同一構内であればパソコンの台数に
制限なくインストールできます。

商　　品　　名 No. 価格 システムバージョン 購入方法

 指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English CommunicationⅠ
58174 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

Ver.18 教科書取扱
 書店様へ

58176 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised BIG DIPPER English CommunicationⅠ
58284 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

58286 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised COMET English CommunicationⅠ
58214 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

58216 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English CommunicationⅡ 58236

各

本体
 39,000円＋税

（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised BIG DIPPER English CommunicationⅡ 58256

 指導者用デジタル教科書 Revised COMET English CommunicationⅡ 58220

 指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English CommunicationⅢ 58246

 指導者用デジタル教科書 Revised BIG DIPPER English CommunicationⅢ 58266

 指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English ExpressionⅠ
58178 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

58180 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 DUALSCOPE English ExpressionⅠ
58195 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

58196 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised BIG DIPPER English ExpressionⅠ
58288 本体

 24,000円＋税（1ライセンス版）

58290 本体
 39,000円＋税（フリーライセンス版）

 指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English ExpressionⅡ 58240
各

本体
 39,000円＋税

（フリーライセンス版）
 指導者用デジタル教科書 DUALSCOPE English ExpressionⅡ 58198

 指導者用デジタル教科書 Revised BIG DIPPER English ExpressionⅡ 58260

商　　品　　名 No. 価格

Revised POLESTAR English Communication Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58472
各

本体
 54,000円＋税

Revised BIG DIPPER English Communication Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58474

Revised COMET English Communication Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58476

Revised POLESTAR English Communication Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58473
各

本体
 58,000円＋税

Revised BIG DIPPER English Communication  Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58475

Revised COMET English Communication Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58477

Revised POLESTAR English Communication Ⅲ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58484 各

本体59,000円＋税Revised BIG DIPPER English Communication  Ⅲ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58485

Revised POLESTAR English Expression Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58478
各

本体
 54,000円＋税

DUALSCOPE English Expression Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58482

Revised BIG DIPPER English Expression Ⅰ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58480

Revised POLESTAR English Expression Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58479
各

本体
 58,000円＋税

DUALSCOPE English Expression Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58483

Revised BIG DIPPER English Expression Ⅱ TEACHER'S MANUAL・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58481

■収録内容　指導者用デジタル教科書： 教科書本体、教科書本文 音声データ、TEACHER'S MANUAL 解説（一部）、 オリジナルデータ

動作環境  指導者用デジタル教科書（Ver.18） 動作環境  指導者用デジタル教科書（Ver.18） 

OS  Windows® 7（32 ビット版および 64 ビット版）／ 8.1（32 ビット版および 64 ビット版）／ 10（32 ビット版および 64 ビット版） ※各OSとも日本語版のみに対応。
必須コンポーネント Microsoft® .NET Framework 4 以降 ／ Adobe® Flash® Player 11 以降 ／ Windows Media® Player 10 以降
ハードディスク インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量　※インストールに別途空き容量が必要です。※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。
メモリ 32 ビット版の場合１GB 以上 ／ 64 ビット版の場合2GB 以上
その他 DVD-ROMドライブ ／ 解像度1,024×768以上のディスプレイ

OS Windows® 7（32 ビット版および 64 ビット版）／ 8.1（32 ビット版および 64 ビット版）／ 10（32 ビット版および 64 ビット版） ※各OSとも日本語版のみに対応。
必須コンポーネント Microsoft® .NET Framework 4 以降 ／ Adobe® Flash® Player 11 以降 ／  Internet Explorer® 11 ／  Windows Media® Player 10 以降
ハードディスク インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量　※インストールに別途空き容量が必要です。※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。
メモリ 32 ビット版の場合１GB 以上 ／ 64 ビット版の場合2GB 以上
その他 DVD-ROMドライブ ／ 解像度1,024×768以上のディスプレイ

商品名（国語総合） No. 価格 システムバージョン 購入方法

 指導者用デジタル教科書

改訂版 国語総合・改訂版 高等学校 国語総合・新編 国語総合

58317 本体
 24,000円＋税

（1ライセンス版）
Ver.18 教科書取扱

 書店様へ

58319 本体
 39,000円＋税

（フリーライセンス版）

商品名（現代文B） No. 価格 システムバージョン 購入方法

 指導者用デジタル教科書 改訂版 現代文B・新編 現代文B 58350 本体
 39,000円＋税

（フリーライセンス版）
Ver.18 教科書取扱

 書店様へ

商品名（古典B） No. 価格 システムバージョン 購入方法

 指導者用デジタル教科書 改訂版 古典B 58325 本体
 39,000円＋税

（フリーライセンス版）
Ver.18 教科書取扱

 書店様へ

■収録書籍 教科書
●「改訂版 国語総合 現代文編、古典編」
●「改訂版 高等学校 国語総合」
●「新編 国語総合」

■収録書籍 教科書
●「改訂版 現代文 B」
●「新編 現代文 B」

■収録書籍 教科書
●「改訂版 古典 B 古文編、漢文編」

■収録内容
指導者用デジタル教科書：教科書本体
漢文ツール ：原文、評価問題集、参考資料
データ集 ： 原文、評価問題集、漢字・語句問題集、脚問・てびき・発問例、準拠ワーク、入試問題、AL ワークシート、

補充問題、 授業用プリント ( 新編 )、漢字練習用プリント ( 新編 )、参考資料、現代語訳・書き下し文 ( 古典 )、
重要語意味調べプリント、本文分析 ( 現代文 )、 品詞分解 ( 古文 )、表現ワークシート、教授資料紙面 PDF

■収録内容
指導者用デジタル教科書：教科書本体
データ集 ： 原文、評価問題集、漢字・語句問題集、脚問・てびき・発問例、参考資料、重要語意味調べプリント、

準拠ワーク、本文分析、入試問題、 AL ワークシート、表現ワークシート、補充問題、
授業用プリント ( 新編 )、漢字練習用プリント ( 新編 )、教授資料紙面 PDF

■収録内容
指導者用デジタル教科書：教科書本体
漢文ツール ：原文、評価問題集、参考資料
データ集 ： 原文、評価問題集、漢字・語句問題集、脚問・てびき・発問例、参考資料、現代語訳・書き下し文、

重要語意味調べプリント、準拠ワーク、 品詞分解 ( 古文 )、AL ワークシート、補充問題、教授資料紙面 PDF

『教授資料』と『  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）』とのセット版
商　　品　　名 No. 価格

国
語
総
合

改訂版 国語総合 現代文編 教授資料・改訂版 国語総合 古典編 教授資料・
 指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58455

各

本体
 61,000円＋税

改訂版 高等学校 国語総合 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58457

新編 国語総合 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58458

現
代
文

改訂版 現代文Ｂ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58459
各

本体
 64,000円＋税

新編 現代文Ｂ 教授資料・  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58460

古
典

改訂版 古典Ｂ 古文編 教授資料・改訂版 古典Ｂ 漢文編 教授資料・
 指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）セット 58461 本体

 77,000円＋税

※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 国語総合・改訂版 高等学校 国語総合・新編 国語総合」（商品No:58319）と同じ商品です。

※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 現代文Ｂ・新編 現代文Ｂ」（商品No:58350）と同じ商品です。

※上記セット版の  は「  指導者用デジタル教科書 改訂版 古典Ｂ」（商品No:58325）と同じ商品です。

※「Adobe Flash Player」のサポート終了に伴う 「指導者用デジタル教科書」のご使用につきまして、弊社ホームページにてご案内しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.chart.co.jp/stdb/info/flash.html

※「Adobe Flash Player」のサポート終了に伴う 「指導者用デジタル教科書」のご使用につきまして、弊社ホームページにてご案内しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.chart.co.jp/stdb/info/flash.html

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
一
覧

ラ
イ
ン
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プ
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覧
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動作環境 
iOS 版

Windows 版

対象タブレット ● iPad®（第 4 世代以降）
● iPad Air®

● iPad Air® 2
● iPad Pro®

※iPad miniTMは非対応です。

OS ● iOS 11（バージョン11.0以降）
● iOS 10（バージョン10.0以降）
● iOS 9（バージョン9.0以降）
● iOS 8（バージョン8.1以降）

空き容量 インストール後に2GB以上の空き容量
※インストールに別途空き容量が必要です。
※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。

その他 解像度2,048×1,546以上のディスプレイ
（Retinaディスプレイ）
※App Store® からビューアをダウンロードするには、Apple® IDが
　必要です。
※システム設定情報の書き出しおよび読み込みを行う場合は、　　
　iTunes®のインストールされたパソコンが必要です。

OS ● Windows® 10（32ビット版および64ビット版）
● Windows® 8.1（32ビット版および64ビット版）
● Windows® 7 Service Pack1以降
（32ビット版および64ビット版）
※各OSとも日本語版のみに対応。
※WindowsRT®には非対応。

CPU Intel® CoreTM i3 以上

必須コンポーネント ● Microsoft®.NET Framework4.5.1以降
● Internet Explorer®11

ハードディスク インストール後、システムドライブに1GB以上の空き容量
※インストールに別途空き容量が必要です。
※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。

メモリ 4GB以上

その他 ● 解像度1,024×768以上のディスプレイ
● （Windows® 7の場合のみ）
　画面表示色数の設定 : True Color（32ビット）

【注意】ダウンロードでの提供です。使用期限は2021年3月31日までです。 

※現行課程向け製品です。新課程向け製品はP2〜５をご覧ください。

【注意】ダウンロードでの提供です。使用期限は原則3年です。

・価格は、教材ごと · 注文ごとの総額となります。
  例）「改訂版 数学Ⅰ」30 本と「改訂版 新編 数学Ⅰ」10 本をご注文。
 →（〜 30 本の価格）36,000 円 ＋ （〜 10 本の価格）20,000 円
 　  ＝ 56,000 円（税抜）となります。

  例）「改訂版 数学Ⅰ」30 本をご注文。後日さらに、10 本ご注文。
 →（〜 30 本の価格）36,000 円 ＋ （〜 10 本の価格）20,000 円
              ＝ 56,000 円（税抜）となります。
　  ※ 40 本以上を一括でご注文後に、さらに追加でご注文いただいた
　　　　 場合は、（41本以上の価格）本体 1,000 円 + 税×追加本数 で
            ご購入いただけます。
・本数は、本製品をインストールする端末数です。
・本製品の使用は、ご注文いただいた学校の職員 · 生徒によるご使用に限り
　許諾しております。

CoNETS 学習者用デジタル教科書（ iOS / Windows 対応 ）

●中学向け商品

●高校向け商品

商品名
No. 　価　格　（総　額）

購入方法
iOS版 Windows版 1〜10本 〜20本 21本以上 

改訂版 中学校数学 1 4257097 4657097 各
本体 1,500円＋税

×本数

各
本体 16,000円＋税

各
本体 800円＋税

×本数
取扱店様へ改訂版 中学校数学 2 4257107 4657107

改訂版 中学校数学 3 4257117 4657117

商品名
No. 　価　格　（総　額）

購入方法
iOS版 Windows版 1本 2本 3本 4本 5本 〜10本 〜20本 〜30本 〜40本 41本以上 

改訂版 数学Ⅰ 4357141 4757141

各
本体 4,000円＋税

各
本体 7,000円＋税

各
本体 9,000円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 15,000円＋税

各
本体 20,000円＋税

各
本体 30,000円＋税

各
本体 36,000円＋税

各
本体 40,000円＋税

各
本体 1,000円＋税

×本数

直接
数研出版へ

改訂版 数学Ａ 4357146 4757146

改訂版 数学Ⅱ 4357151 4757151

改訂版 数学Ｂ 4357156 4757156

改訂版 数学Ⅲ 4357161 4757161

改訂版 高等学校 数学Ⅰ 4357142 4757142

改訂版 高等学校 数学Ａ 4357147 4757147

改訂版 高等学校 数学Ⅱ 4357152 4757152

改訂版 高等学校 数学Ｂ 4357157 4757157

改訂版 高等学校 数学Ⅲ 4357162 4757162

改訂版 新編 数学Ⅰ 4357143 4757143

改訂版 新編 数学Ａ 4357148 4757148

改訂版 新編 数学Ⅱ 4357153 4757153

改訂版 新編 数学Ｂ 4357158 4757158

改訂版 新編 数学Ⅲ 4357163 4757163

改訂版 最新 数学Ⅰ 4357144 4757144

改訂版 最新 数学Ａ 4357149 4757149

改訂版 最新 数学Ⅱ 4357154 4757154

改訂版 最新 数学Ｂ 4357159 4757159

改訂版 新 高校の数学Ⅰ 4357145 4757145

改訂版 新 高校の数学Ａ 4357150 4757150

改訂版 新 高校の数学Ⅱ 4357155 4757155

改訂版 新 高校の数学Ｂ 4357160 4757160

2

3

　問題を大きく表示する問題板書
教科書の「例題」や「練習」を、ワンクリックで表示できます。
さらに、解答の有無を切り替えることもできます。

1 　問題集へのリンク機能（高校向け商品）
各教科書に対応する問題集の一部を収録しており、
類問をすぐに表示できます（解説の表示も可能）。

3

▲コンテンツ一覧

　学びを深めるコンテンツ
動きのある各種コンテンツにより、学習内容をより明確に
理解することができます。

2

CoNETS は「CoNETS ビューア」でご利用いただけ
ます。アップデートの方法は、弊社ホームページをご
覧ください。

1

学習者用デジタル教科書（数学）

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

数
学

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

数
学

数研出版の「デジタル版教科書」は
「学習者用デジタル教科書」の制度化に
対応しております

（学校教育法第三十四条②に対応した教科用図書代替教材）



22 23

（iPad 用、Windows タブレット用）

推奨動作環境 
iPad 用

Windows タブレット用

ハードウェア ● iPad®（第 4 世代以降）
● iPad Air®

● iPad Air® 2
● iPad miniTM（第 2 世代以降）

OS iOS 9 以降、iPadOS 13以降

空き容量 書籍ごとに 200MB 〜 1GB 程度の容量が必要

ハードウェア タッチ操作に対応したタブレット端末

OS ● Windows® 10（32 ビット版および 64 ビット版）
● Windows® 8.1（32 ビット版および 64 ビット版） 
※各 OS とも日本語版のみに対応。

CPU Intel® CoreTM i3 以上

メモリ 4GB 以上 

空き容量 書籍ごとに 200MB 〜 1GB 程度の容量が必要

• ダウンロードできる期間は、書籍の発行期間を限度とします。
• 価格は、学校を通じてご注文いただく場合のもので、
  教材ごと · 注文ごとの総額となります。
  例）「改訂版 物理基礎」30 本と「改訂版 化学基礎」10 本をご注文。
　　  → 26,000 円 ＋ 19,000 円＝ 45,000 円（税抜）となります。
  例）「改訂版 物理基礎」30 本をご注文。後日さらに、10 本ご注文。
　　  → 26,000 円 ＋ 19,000 円＝ 45,000 円（税抜）となります。

※40 本以上を一括でご注文後に、さらに追加でご注文いただいた
　場合は、（41 本以上の価格）×追加本数でご購入できます。

• 本数は、本製品をインストールする端末数です。
• 本製品の使用は、ご注文いただいた学校の職員 · 生徒によるご使用に
  限り許諾しております。

商品名
No. 　　      価　 格 （総　額）

購入方法
iPad 用 Windows

タブレット用 1本 2本 3本 4本 5本 〜10本 〜20本 〜30本 〜40本 41本以上

理

科

科学と人間生活 281163 681163 本体 2,727円＋税 本体 5,000円＋税 本体 7,273円＋税 本体 9,091円＋税 本体 10,909円＋税 本体 13,636円＋税 本体 18,182円＋税 本体 23,636円＋税 本体 29,091円＋税 本体 727円＋税×本数

直接
数研出版へ

改訂版 物理基礎 281103 681103

各
本体 5,400円＋税

各
本体 9,300円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 15,000円＋税

各
本体 17,000円＋税

各
本体 19,000円＋税

各
本体 22,000円＋税

各
本体 26,000円＋税

各
本体 30,000円＋税

各
本体 750円＋税

×本数

改訂版 新編 物理基礎 281176 681176

改訂版 化学基礎 281108 681108

改訂版 新編 化学基礎 281113 681113

改訂版 生物基礎 281118 681118

改訂版 新編 生物基礎 281123 681123

高等学校 化学基礎 281181 681181 各
本体 5,455円＋税

各
本体 9,091円＋税

各
本体 11,818円＋税

各
本体 14,545円＋税

各
本体 16,364円＋税

各
本体 18,182円＋税

各
本体 21,818円＋税

各
本体 25,455円＋税

各
本体 29,091円＋税

各
本体 727円＋税

×本数地学基礎 281127 681127

改訂版 物理 281133 681133

各
本体 7,000円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 16,000円＋税

各
本体 19,000円＋税

各
本体 21,000円＋税

各
本体 24,000円＋税

各
本体 28,000円＋税

各
本体 33,000円＋税

各
本体 38,000円＋税

各
本体 950円＋税

×本数

改訂版 化学 281138 681138

新編 化学 281141 681141

改訂版 生物 281148 681148

改訂版 総合物理１ 281203 681203 各
本体 3,500円＋税

各
本体 6,000円＋税

各
本体 8,000円＋税

各
本体 9,500円＋税

各
本体 10,500円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 14,000円＋税

各
本体 16,500円＋税

各
本体 19,000円＋税

各
本体 475円＋税

×本数改訂版 総合物理２ 281213 681213

英

語

Revised POLESTAR English CommunicationⅠ 284103 684103

各
本体 2,300円＋税

各
本体 4,400円＋税

各
本体 6,300円＋税

各
本体 8,000円＋税

各
本体 9,500円＋税

各
本体 11,500円＋税

各
本体 18,000円＋税

各
本体 24,000円＋税

各
本体 30,000円＋税

各
本体 750円＋税

×本数

Revised BIG DIPPER English CommunicationⅠ 284127 684127

Revised COMET English CommunicationⅠ 284152 684152

Revised POLESTAR English CommunicationⅡ 284108 684108

Revised BIG DIPPER English CommunicationⅡ 284132 684132

Revised COMET English CommunicationⅡ 284156 684156

Revised POLESTAR English CommunicationⅢ 284113 684113

Revised BIG DIPPER English CommunicationⅢ 284142 684142

Revised POLESTAR English ExpressionⅠ 284118 684118

DUALSCOPE English ExpressionⅠ 284145 684145

Revised BIG DIPPER English ExpressionⅠ 284137 684137

DUALSCOPE English ExpressionⅡ 284148 684148

国

語

改訂版 国語総合 現代文編 285151 685151 各
本体 2,700円＋税

各
本体 4,650円＋税

各
本体 6,000円＋税

各
本体 7,500円＋税

各
本体 8,500円＋税

各
本体 9,500円＋税

各
本体 11,000円＋税

各
本体 13,000円＋税

各
本体 15,000円＋税

各
本体 375円＋税

×本数改訂版 国語総合 古典編 285161 685161

改訂版 高等学校 国語総合 285102 685102 各
本体 5,400円＋税

各
本体 9,300円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 15,000円＋税

各
本体 17,000円＋税

各
本体 19,000円＋税

各
本体 22,000円＋税

各
本体 26,000円＋税

各
本体 30,000円＋税

各
本体 750円＋税

×本数新編 国語総合 285171 685171

改訂版 古典B 古文編 285132 685132 各
本体 3,500円＋税

各
本体 6,000円＋税

各
本体 8,000円＋税

各
本体 9,500円＋税

各
本体 10,500円＋税

各
本体 12,000円＋税

各
本体 14,000円＋税

各
本体 16,500円＋税

各
本体 19,000円＋税

各
本体 475円＋税

×本数改訂版 古典B 漢文編 285142 685142

●さまざまな書き込み機能
▶ペンツールで紙面に書き込むことができます。
　蛍光ペンのように、半透明に設定することも可能。
▶メモツールで、文字を入力して紙面に貼ることもできます。
▶書き込みは、書籍データを閉じた後も保存されます。

●重要事項の確認に役立つマスク機能
▶マスク（ふせん）を貼ることにより、紙面を部分的に隠せます。
   貼ったマスクはタップで簡単にめくることができます。

理科教科書 英語教科書 国語教科書

▶動きのある各種コンテンツにより、学習内容をより明確に理解する
ことができます（科学と人間生活を除く）。 

▶教科書本文・例文等の音声データを収録しています。
▶フラッシュカード機能では、再生順、再生方法、表示内容等を設定

することができます（コミュニケーション英語）。

▶単語カード機能で重要語や漢文句法の予習ができます（古典分野）。
▶一部の教材には朗読音声を収録しています。
▶教材内容に関連する動画資料を収録しています。

デジタル版は「学校用 本棚アプリ 2」で
ご利用いただけます。

ご利用方法とサンプル版はこちら

Windows 版iPad 版

※ 「科学と人間生活」、「高等学校 化学基礎」、「地学基礎」のデジタル版は、　
　制度化非対応。

学習者用デジタル教科書（理科・英語・国語）

数研出版の「デジタル版教科書」は
「学習者用デジタル教科書」の制度化に
対応しております

（学校教育法第三十四条②に対応した教科用図書代替教材）

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

理
科
・
英
語
・
国
語

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

理
科
・
英
語
・
国
語
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（iPad 用、Windows タブレット用）

本冊の問題番号をタップすると、該当する問題の解答が
掲載されているページへジャンプします。
※体系数学シリーズでは、「本冊＋解答編」に限ります。

▶

▶ ▶紙面の題材に適した映像やアニメーションを収録しています。
動きや変化を伴う現象を、より分かりやすく学ぶことができます。

基本例文など、参考書付属の
音声データが再生できます。

▶すべての問題、公式や定理のまとめ
　に関する解説動画を収録しています。

チャート式数学、体系数学シリーズ

フォトサイエンスシリーズ確率分布ノート チャート式シリーズ英語

商品名
No.

価格
（1本当たり）iPad用 Windows

タブレット用

新課程版 体系数学１ 代数編 220402 620402 本体 700円＋税

新課程版 体系数学１ 幾何編 220412 620412 本体 700円＋税

新課程版 体系問題集【標準】１代数編 225071 625071 本体 600円＋税

新課程版 体系問題集【標準】１幾何編 225076 625076 本体 600円＋税

新課程版 体系問題集【発展】１代数編 225051 625051 本体 600円＋税

新課程版 体系問題集【発展】１幾何編 225056 625056 本体 600円＋税

商品名
No.

価格
（1本当たり）iPad用 Windows

タブレット用

確率分布ノート 222509 622509 本体 300円＋税

商品名
No. 　　    価　格 （総　額）

購入方法
iPad 用 Windows

タブレット用 1本 2本 3本 4本 5本 6本 7本 8本 9本 10本 11本以上

数

学

増補改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅰ＋Ａ 210376 610376

各
本体 1,700円＋税

各
本体 3,200円＋税

各
本体 4,500円＋税

各
本体 5,600円＋税

各
本体 6,500円＋税

各
本体 7,200円＋税

各
本体 8,050円＋税

各
本体 8,800円＋税

各
本体 9,450円＋税

各
本体 10,000円＋税

各
本体 1,000円＋税

×本数

直接
数研出版へ

増補改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅱ＋Ｂ 210386 610386

改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅲ 210356 610356

増補改訂版 チャート式 解法と演習数学Ⅰ＋Ａ 210645 610645

増補改訂版 チャート式 解法と演習数学Ⅱ＋Ｂ 210655 610655

改訂版 チャート式 解法と演習数学Ⅲ 210853 610853

理

科

改訂版 フォトサイエンス 物理図録 226313 626313 各
本体 1,800円＋税

各
本体 3,200円＋税

各
本体 4,200円＋税

各
本体 4,800円＋税

各
本体 5,500円＋税

各
本体 6,000円＋税

各
本体 6,300円＋税

各
本体 7,200円＋税

各
本体 8,100円＋税

各
本体 9,000円＋税

各
本体 900円＋税

×本数三訂版 フォトサイエンス 化学図録 227316 627316

三訂版 フォトサイエンス 生物図録 228146 628146 本体 2,000円＋税 本体 3,600円＋税 本体 4,800円＋税 本体 5,600円＋税 本体 6,000円＋税 本体 6,600円＋税 本体 7,000円＋税 本体 8,000円＋税 本体 9,000円＋税 本体 10,000円＋税
本体 1,000円＋税

×本数

英

語

チャート式シリーズ
基礎からの新々総合英語 211165 611165

各
本体 1,700円＋税

各
本体 3,200円＋税

各
本体 4,500円＋税

各
本体 5,600円＋税

各
本体 6,500円＋税

各
本体 7,200円＋税

各
本体 8,050円＋税

各
本体 8,800円＋税

各
本体 9,450円＋税

各
本体 10,000円＋税

各
本体 1,000円＋税

×本数
新訂版 チャート式シリーズ
DUALSCOPE High School English
デュアルスコープ総合英語

211116 611116

• ダウンロードできる期間は、書籍の発行期間を限度とします。
・価格は、学校を通じてご注文いただく場合のもので、教材ごと・注文ごとの総額となります。
　例）「チャート数学Ⅰ＋ A」５本と「チャート数学Ⅱ＋ B」５本をご注文。→６, ５００円＋６, ５００円＝１３, ０００円（税抜）となります。
　例）「チャート数学Ⅰ＋ A」５本をご注文。後日さらに、５本ご注文。→６, ５００円＋６, ５００円＝１３, ０００円（税抜）となります。
　※ 10 本以上を一括でご注文後に、さらに追加でご注文いただいた場合は、（１１本以上の価格）×追加本数でご購入できます。 
・本数は、本製品をインストールする端末数です。
・本製品の使用は、ご注文いただいた学校の職員・生徒によるご使用に限り許諾しております。

推奨動作環境 
iPad 用

Windows タブレット用

ハードウェア ● iPad®（第 4 世代以降）
● iPad Air®

● iPad Air® 2
● iPad miniTM（第 2 世代以降）

OS iOS 9 以降、 iPadOS 13以降

空き容量 書籍ごとに 200MB 〜 1GB 程度の容量が必要

ハードウェア タッチ操作に対応したタブレット端末

OS ● Windows® 10（32 ビット版および 64 ビット版）
● Windows® 8.1（32 ビット版および 64 ビット版） 
※各 OS とも日本語版のみに対応。

CPU Intel® CoreTM i3 以上

メモリ 4GB 以上 

空き容量 書籍ごとに 200MB 〜 1GB 程度の容量が必要

新課程版 体系数学シリーズ

確率分布ノート

参考書

デジタル版は「学校用 本棚アプリ 2」で
ご利用いただけます。

ご利用方法とサンプル版はこちら

デジタル版副教材

Windows 版iPad 版

デ
ジ
タ
ル
版
副
教
材

デ
ジ
タ
ル
版
副
教
材

※「新課程版 体系数学 1」および「新課程版 体系数学 2」は、2021 年 3 月より新システムにより発行開始予定。
※「新課程版 体系数学 1」の商品を、現行システム「数研出版 学校用本棚アプリ 2」にてご購入済みの場合は、
　 今後無償で新システムに切り替えてご使用いただくことが可能となります。
※「四訂版 体系数学」については、2021 年 3 月末で販売終了となります。商品ラインアップは弊社ホームページをご覧ください。

※  数学チャートは単科目書籍をご購入の場合でも、デジタル版を半額でご提供いたします。
　  （たとえば、数Ⅰ・数 A を単科目書籍で両方採用している場合などです。）
※「新課程版 体系問題集」については、本冊と解答編を合わせてご採用の場合に限ります。
※「四訂版 体系数学」においても、書籍（本冊・解答編）を学校にてご採用の場合は、
　　追加してデジタル版をご購入いただくと、デジタル版は半額でご提供いたします。

デジタル版副教材 ～書籍ご採用校向けの価格～ 

学校採用にて書籍をご購入の場合、デジタル版を追加購入いただくと

デジタル版は通常価格の 半額 でご提供いたします。

詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。
https://www.chart.co.jp/software/tab/

お申込みの際は、弊社営業担当者までお問合せ下さい。

※書籍とデジタル版の使用者が同じ場合に限ります。
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【動作環境／その他】
◦iOS版：iOS8.0以降、iPadOS 13以降。iPhone、iPadに対応。
◦Android版：Android4.1以降。Android OS搭載のスマートフォンに対応。（一部の端末は除く）
◦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、Google Playロゴは、Google Inc．の商標です。

※1 単冊版もあり。ご採用の書籍と同数を追加費用なく利用可能。
※2 該当の学習用CD or 書籍をご採用いただいた場合のみ利用可能。
※3 該当の学習用CDをご採用いただいた場合のみ利用可能。

▲素材集（数学 青チャート解説動画）
「改訂版（増補改訂版） チャート式 基礎からの数学（青チャート）」
の全例題の解説動画を見ることができます。

▲素材集（理科 図録コンテンツ集）
　映像・アニメーションなど、書籍と連動した
　さまざまなコンテンツがあります。

▲素材集（英語 音声データ）
　各CDに収録されている音声データ
　を聞くことができます。

▲一問一答（国語 便覧）
　選択形式のテストを行うことができ、
　正誤は自動で判定されます。

数研Library
－数研の教材をスマホ・タブレットで学習－

「数研 Library」は、数研出版発行の学習教材と連動したアプリです。
アプリ単独でも学習可能ですが、書籍と合わせてご利用いただくと、
より高い学習効果が期待できます。

学習コンテンツお申し込み方法

❷ FAX申し込み❶サイト申し込み

数研出版へ FAX

営業担当者へ手渡し

【注】各学習コンテンツに対しお申し込みいただくライセンス数は、「3本から」とさせていただきます。

https://sukenlibrary.jp/ecm-shl

まずは無料のコンテンツや体験版をお試しください！  アプリ内の「ストア」からインストール可能。

★…書籍（本冊＋別売答）ご採用校は学習コンテンツが利用可能です。　☆…書籍（本冊）ご採用校は学習コンテンツが利用可能です。
　　 書籍に学習コンテンツのライセンスが付属していますので、ご採用の書籍（３冊以上）と同数の学習コンテンツを、追加費用なくご利用いただくことが可能です。
◎…アプリ内の「ストア」より、どなたでも入手可能な無料のコンテンツです。

ユーザ登録をせずに試して
みることもできます。

❶ ユーザ情報を設定 ❷ コンテンツを探す ❸ 希望のコンテンツを選択 ❹ 本棚に追加

アプリ内の「ストア」から、
どなたでも入手可能です。

各教科でさまざまなコンテンツ
をご用意しております。

使用許諾契約書に同意した後、
My本棚に追加されます。

詳しくは➡
こちらから

教科 分類 商品名 価格

数学

素材集

　改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅰ＋A  解説動画 （全章セット）　　　　〜増補改訂版にも対応〜 2,600円＋税

　改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅱ＋Ｂ 解説動画 （全章セット）　　　　〜増補改訂版にも対応〜 3,000円＋税

　改訂版 チャート式 基礎からの数学Ⅲ　　 解説動画 （全章セット） 2,600円＋税

　改訂版 教科書解説動画 数学Ⅰ／数学Ａ
 （数学…演習問題B、高等学校・新編…章末問題B、最新…中学校の内容の確認） 無料

問題カード

◎数学 公式集カード 無料
★改訂版 教科書傍用 4STEP 数学Ⅰ＋A※1 460円＋税

★改訂版 教科書傍用 4STEP 数学Ⅱ＋B※1 620円＋税

★改訂版 教科書傍用 4STEP 数学Ⅲ 580円＋税

★改訂版 教科書傍用 4プロセス 数学Ⅰ＋A※1 460円＋税

★改訂版 教科書傍用 4プロセス 数学Ⅱ＋B※1 580円＋税

★改訂版 教科書傍用 4プロセス 数学Ⅲ 540円＋税

★改訂版 教科書傍用 3TRIAL 数学Ⅰ＋A※1 450円＋税

★改訂版 教科書傍用 3TRIAL 数学Ⅱ＋B※1 550円＋税

★改訂版 教科書傍用 3TRIAL 数学Ⅲ 530円＋税

☆改訂版 教科書傍用 3ROUND 数学Ⅰ＋A 430円＋税

☆改訂版 新高校の数学Ⅰ対応 教科書傍用 ポイントノート 数学Ⅰ 200円＋税

☆はぎ取り式 練習ドリル 基本から標準編 数学Ⅰ／数学A 各180円＋税

☆はぎ取り式 練習ドリル 標準編 数学Ⅰ／数学Ａ 各190円＋税

☆はぎ取り式 練習ドリル 標準編 数学Ⅱ 240円＋税

☆はぎ取り式 練習ドリル 標準編 数学B 220円＋税

☆はぎ取り式 練習ドリル 標準編 数学Ⅲ 240円＋税

理科

素材集 　視覚でとらえる フォトサイエンス図録 コンテンツ集 物理／化学／生物 各220円＋税

問題カード
◎物理 公式集カード 無料
◎化学 元素記号カード 無料

一問一答

◎チャート式問題集シリーズ 35日完成！大学入学共通テスト対策 物理／化学基礎／生物基礎 基礎知識確認カード 無料
◎カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 物理／化学基礎／生物基礎 基礎知識確認カード 無料
◎リードLight 化学基礎・リードLightノート化学基礎・リードLightノート化学（基礎CHECK） 無料
◎リードLight 生物基礎・リードLight ノート生物基礎（生物基礎の重要用語） 無料
◎リードLight ノート生物（用語CHECK） 無料
◎リードLightノート地学基礎（基礎CHECK） 無料

英語

素材集

　教科書準拠教材 音声データ ※2 無料
　英語4技能型テストへのアプローチ⓪／①／② 音声データ ※3 無料
◎必携 英単語 LEAP 音声データ 無料
◎データ分析 英単語 VALUE1000／1400／1700 単語・例文音声データ 無料
◎チャート式シリーズ DUALSCOPE High School English デュアルスコープ総合英語 例文音声データ 無料
◎DUALSCOPE English Grammar in 22／27／36 Stages 例文音声データ 無料
◎チャート式シリーズLEARNERS’ ラーナーズ高校英語 例文音声データ 無料
◎LEARNERS’ ENGLISH GRAMMAR in 21／25 STAGES 例文音声データ 無料
◎Across the Globe: Basics for Active Reading 音声データ 無料
◎Going Global: Strategies for Active Reading 音声データ 無料
◎2020 大学入試センター試験 必携ガイドブック 音声データ 無料

一問一答

☆必携 英単語 LEAP 110円＋税

☆データ分析 英単語 VALUE1000／1400／1700 各110円＋税

◎三訂版 英語の発音ノート Elementary Course of English Pronunciation 無料
◎UNITE 英語総合問題集 STAGE 0／1／2／2.5／3／4 無料

国語 一問一答

☆解法古文単語350 110円＋税

☆語彙力と読解力をつける現代文単語 110円＋税

◎プレミアムカラー国語便覧・クリアカラー国語便覧 無料
◎体系古典文法・要点プラス体系古典文法 無料

情報 一問一答
◎ポイント整理 情報モラル 10th Edition（用語集） 無料
◎五訂版 これだけ！著作権と情報倫理（Q＆A・内容確認問題） 無料

数
研
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ

数
研
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ

2020 年 11 月リリース予定



個人情報の取扱いについて
数研出版では皆様の個人情報について細心の注意を払っています。
ご購入いただいた商品のユーザー情報については、原則として弊社以外の第三者への開示または提供はいたしません。
数研出版の個人情報保護方針はホームページのプライバシーポリシーをご覧下さい。

数研出版株式会社
東京本社 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2 丁目 3 番地 3
関西本社 〒604-0861 京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町 205 番地
TEL  075-231-0162（コールセンター）　FAX  075-256-2936

ラ イ セ ン ス に つ い て
 指導者用デジタル教科書は、

「フリーライセンス版」と「１ライセンス版（一部商品のみ）」の 2 種類ございます。

1 本の商品につき 1 台の端末にインストールすることを許諾しております。 
ご注文いただいた学校の職員、生徒によるご使用に限り許諾しております。

学習者用：1 本の商品につき 1 台の端末にインストールすることを許諾しております。 
 ご注文いただいた学校の職員、生徒によるご使用に限り許諾しております。

●フリーライセンス版…同一構内のパソコンに限り、台数に制限なくインストールできます。

●１ライセンス版…1 台のパソコンにのみインストールできます。

は数研出版株式会社の登録商標です。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９月現在のものです。
本カタログの有効期限：2021 年 8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。

このパンフレットは
植物インキを使用しています。

デジタル版シリーズ 

CoNETS シリーズ 

 

●商品ごとにサイトライセンスの購入が必要です。
●同一構内にない複数台のパソコンで使用する場合は、台数分の商品をご購入ください。

＊商品に搭載のシステムバージョンは、各教科のラインアップページをご覧ください。

注意事項

同一構内の複数台のパソコンで使用する場合、「１ライセンス版」
商品に加え、「サイトライセンス」が必要です。
購入された “「1 ライセンス版」商品 + サイトライセンスの本数 ”
台分のパソコンでご使用できます。
必要なサイトライセンスの本数については、下のご購入ガイドを
ご覧ください。

サイトライセンスの種類 価　格

1 ライセンス 本体 3,800 円＋税

フリーライセンス

【Ver.18＊搭載商品の場合】
本体 15,000 円 + 税

【Ver.17＊搭載商品の場合】
本体 23,800 円 + 税

「1ライセンス版」商品をお持ちで、複数台のパソコンで使用したい場合

ご購入ガイド

Ver.18搭載商品？「1ライセンス版」
商品を

1本ご購入ください。

「フリーライセンス版」商品を1本

「1ライセンス版」商品と
「サイトライセンス」
（フリーライセンス）を１本

2～4台

いいえ

はい

1台 7台以上
数犬チャ太郎

START

「1ライセンス版」商品を1本と
「サイトライセンス」（１ライセンス）を（使用するパソコンの台数-1）本ご購入ください。
「指導者用デジタル教科書 Revised POLESTAR English Communication Ⅰ」を3台のパソコンでご使用の場合

5～6台

インストール（起動）する
パソコンの台数は？

購入例 ●「1ライセンス版」商品1本 本体 24,000円+税 
●「サイトライセンス」2本 （本体 3,800円+税 ）×2本

ご購入ください。

もしくは

シリーズ
現行課程対応


