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数学シリーズ 高校数学シリーズ 新編数学シリーズ

新編数学Ⅲ
183 第一 数Ⅲ328

183 第一 数A334
新編数学A

183 第一 数Ⅱ334
新編数学Ⅱ

183 第一 数B332
新編数学B

183 第一 数A333

高等学校 数学A

183 第一 数Ⅱ333

高等学校 数学Ⅱ

183 第一 数Ⅲ327

高等学校 数学Ⅲ

183 第一 数B331

高等学校 数学B
183 第一 数Ⅱ332
数学Ⅱ

183 第一 数Ⅲ326
数学Ⅲ

183 第一 数B330
数学B

教師用指導教材のご案内
このたびは，来年度用弊社版教科書をご採用いただきまし
て，誠にありがとうございました。弊社では，より使いやすく利
用価値の高い教師用指導教材を取りそろえました。ご購入の検
討をよろしくお願いいたします。

第一学習社
数学

2022年度用

教科書関連データＤＶＤのご購入者に限り，専用
のウェブサイトから収録データを必要に応じてダ
ウンロードできます。

教科書・指導書支援サイト
教科書・指導書に関する更新情報のほか，教科書
本文や評価問題のデータを配信しています。



■改訂版数学教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定）
●A：指導と研究（冊子）　●B：指導用教科書 朱書（冊子）　●C：教科書関連データDVD　●D：授業動画　●E：指導者用デジタル教科書　●F：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集　●G：Windows版ICT活用コンテンツ集

●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

40,000円
 ※

20,000円
 ※

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚数学Ⅱ iPadアプリ版ICT活用授業向けコンテン
ツ集　（29885U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

数学Ⅱ Windows版ICT活用授業向けコンテンツ
集　（298855）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

20,000円
 ※

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❺問題編と解答編の２分冊
❻Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

数学Ⅱ 指導資料セット　（29885Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹実力確認用テスト（30分用，50分用）
❺補充問題集（問題編，解答編）
❻教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

21,000円

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹基本事項の理解度確認，および練習量補充用
❺教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❻教科書章末問題程度の問題プリント
❼問題編と解答編の２分冊
❽Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
体＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

高等学校 数学Ⅱ 指導資料セット　（29826Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹小テスト
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻課外用プリント
❼補充問題集（問題編，解答編）
❽教科書関連データDVD
「教科書関連データ集」
「問題作成用データべース（テストナビ）」

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚高等学校 数学Ⅱ iPadアプリ版ICT活用授業向
けコンテンツ集　（29826U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

高等学校 数学Ⅱ Windows版ICT活用授業向け
コンテンツ集　（298265）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

上記「高等学校数学Ⅱ指導資料セット」の❶と同じ。高等学校 数学Ⅱ 指導用教科書（朱書き）　（29826G）

21,000円

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹教科書掲載の問いを取り組みやすくしたプリント
❺教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❻問題編と解答編の２分冊
❼Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応)

新編数学Ⅱ 指導資料セット　（29850Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹学習補助プリント
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻補充問題集（問題編，解答編）
❼教科書関連データDVD
「教科書関連データ集」
「問題作成用データべース（テストナビ）」

上記「新編数学Ⅱ指導資料セット」の❶と同じ。新編数学Ⅱ 指導用教科書（朱書き）　（29850G）
❶Windows8.1,10対応，
　Windows版データDVD１枚
❷iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

新編数学Ⅱ CoNETS版指導者用デジタル教科
書（iPad用コンテンツ集付）　（29850X）
❶CoNETS版指導者用デジタル教科書（Windows用）
❷「iPadアプリ版ＩＣＴ活用授業向けコンテンツ集」
　（❶のコンテンツ・ツールを利用可能なアプリ）

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚
上記，CoNETS版指導者用デジタル教科書（iPad用
コンテンツ集付）の❷の単品

新編数学Ⅱ iPadアプリ版ICT活用授業向けコン
テンツ集　（29850U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

新編数学Ⅱ Windows版ICT活用授業向けコンテ
ンツ集　（298505）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

21,000円

3,000円

3,000円

3,000円

数学Ⅱ 指導用教科書（朱書き）　（29885G） 上記「数学Ⅱ指導資料セット」の❶と同じ。

新編数学Ⅱ
（数Ⅱ334）

上記「数学Ⅱ指導資料セット」の❻，「高等学校数学Ⅱ 指導
資料セット」の❽，「新編数学Ⅱ指導資料セット」の❼と同じ。

数学Ⅱ 教科書関連データDVD　（29885W） 5,000円数学Ⅱ
教科書共通

20,000円
 ※

20,000円
 ※

20,000円
 ※

20,000円
 ※

数
学
Ⅱ

数学Ⅱ
（数Ⅱ332）

高等学校
数学Ⅱ

（数Ⅱ333）

教科書名
（記号・番号）

指導用教材名・セット内容
（商品コード）

収録予定内容 本体価格 AB DEFC G



AB DEFGC

■数学教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定）
●A：指導と研究（冊子）　●B：指導用教科書 朱書（冊子）　●C：教科書関連データDVD　●D：授業動画　●E：指導者用デジタル教科書　●F：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集　●G：Windows版ICT活用コンテンツ集

●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

新編数学Ⅲ
（数Ⅲ328）

数
学
Ⅲ

数学Ⅲ
（数Ⅲ326）

教科書名
（記号・番号）

指導用教材名・セット内容
（商品コード）

収録予定内容 本体価格

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD1枚

上記「数学Ⅲ 指導資料セット」の❶と同じ。

上記「高等学校 数学Ⅲ 指導資料セット」の❶と同じ。

上記「新編数学Ⅲ 指導資料セット」の❶と同じ。

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD1枚

数学Ⅲ iPadアプリ版ICT活用授業向けコンテン
ツ集　（29907U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD1枚

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD1枚

数学Ⅲ Windows版ICT活用授業向けコンテンツ
集　（299075）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

20,000円
 ※

❻Windows版データDVD1枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録

　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応)

数学Ⅲ 指導資料セット　（29907Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹実力確認用テスト（30分用，50分用）
❺補充問題集（問題編，解答編）
❻教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

21,000円

❻Windows版データDVD1枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録

　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

高等学校 数学Ⅲ 指導資料セット　（29842Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹実力確認用テスト（30分用，50分用）
❺補充問題集（問題編，解答編）
❻教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

高等学校 数学Ⅲ iPadアプリ版ICT活用授業向
けコンテンツ集　（29842U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 数学Ⅲ Windows版ICT活用授業向け
コンテンツ集　（298425）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 数学Ⅲ 指導用教科書（朱書き）　（29842G）

21,000円

❼Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録

　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

新編数学Ⅲ 指導資料セット　（29753Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹学習補助プリント
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻補充問題集（問題編，解答編）
❼教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

新編数学Ⅲ 指導用教科書（朱書き）　（29753G）

21,000円

3,000円

3,000円

数学Ⅲ 指導用教科書（朱書き）　（29907G）

3,000円

20,000円
 ※

20,000円
 ※

20,000円
 ※

高等学校
数学Ⅲ

（数Ⅲ327）

❶Windows8.1,10対応，
　Windows版データDVD1枚
❷iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD1枚

新編数学Ⅲ CoNETS版指導者用デジタル教科
書（iPad用コンテンツ集付）　（29753X）
❶CoNETS版指導者用デジタル教科書（Windows用）
❷「iPadアプリ版ＩＣＴ活用授業向けコンテンツ集」
　（❶のコンテンツ・ツールを利用可能なアプリ）

40,000円
 ※

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD1枚
上記，CoNETS版指導者用デジタル教科書（iPad用
コンテンツ集付）の❷の単品

上記「数学Ⅲ 指導資料セット」「高等学校 数学Ⅲ 指導資
料セット」の❻，「新編数学Ⅲ 指導資料セット」の❼と同じ。

新編数学Ⅲ iPadアプリ版ICT活用授業向けコン
テンツ集　（29753U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD1枚

新編数学Ⅲ Windows版ICT活用授業向けコン
テンツ集　（297535）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

数学Ⅲ 教科書関連データDVD　（29907W）

20,000円
 ※

5,000円数学Ⅲ
教科書共通

20,000円
 ※

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可



■改訂版数学教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定）
●A：指導と研究（冊子）　●B：指導用教科書 朱書（冊子）　●C：教科書関連データDVD　●D：授業動画　●E：指導者用デジタル教科書　●F：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集　●G：Windows版ICT活用コンテンツ集

●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

AB DEFGC

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

20,000円
 ※

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹基本事項の理解度確認，および練習量補充用
❺教科書本文程度の所要時間別評価テスト
❻教科書を超えるレベルの補習・自学自習用プリント
❼問題編と解答編の２分冊
❽Windows版データDVD1枚 PDF版教科書，本文
＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充問
題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹既習事項の確認用，基本事項の反復練習用
❺教科書本文程度の所要時間別評価テスト
❻問題編と解答編の２分冊
❼Windows版データDVD1枚　PDF版教科書，本文
＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充問
題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録

　問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

❶Windows8.1,10対応，
　Windows版データDVD１枚
❷iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚
上記，CoNETS版指導者用デジタル教科書（iPad用
コンテンツ集付）の❷の単品

❶Windows8.1,10対応，
　Windows版データDVD１枚
❷iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚
上記，CoNETS版指導者用デジタル教科書（iPad用
コンテンツ集付）の❷の単品

上記「高等学校 数学Ａ 指導資料セット」の❽，「新編
数学Ａ 指導資料セット」の❼と同じ。

データDVD1枚，データ形式mp4
教科書探究例題の授業実践映像を収録

高等学校 数学Ａ 指導資料セット　（29818Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹小テスト
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻課外用プリント
❼補充問題集（問題編，解答編）
❽教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

新編数学Ａ 指導資料セット　（29869Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹学習補助プリント
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻補充問題集（問題編，解答編）
❼教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

高等学校 数学A CoNETS版指導者用デジタル
教科書（iPad用コンテンツ集付）　（29818X）
❶CoNETS版指導者用デジタル教科書（Windows用）
❷「iPadアプリ版ＩＣＴ活用授業向けコンテンツ集」
　（❶のコンテンツ・ツールを利用可能なアプリ）　

高等学校 数学A iPadアプリ版ICT活用授業向
けコンテンツ集　（29818U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

高等学校 数学A Windows版ICT活用授業向け
コンテンツ集　（298185）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

新編数学A iPadアプリ版ICT活用授業向けコン
テンツ集　（29869U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

新編数学A CoNETS版指導者用デジタル教科
書（iPad用コンテンツ集付）　（29869X）
❶CoNETS版指導者用デジタル教科書（Windows用）
❷「iPadアプリ版ＩＣＴ活用授業向けコンテンツ集」
　（❶のコンテンツ・ツールを利用可能なアプリ）　

数
学
A

3,000円

40,000円
 ※

21,000円

20,000円
 ※

3,000円

40,000円
 ※

20,000円
 ※

21,000円

10,000円

5,000円

高等学校 数学A 授業動画　（29818V）

新編数学A 指導用教科書（朱書き）　（29869G）

数学A 教科書関連データDVD　（29761W）

上記「高等学校 数学Ａ 指導資料セット」の❶と同じ。

上記「新編数学Ａ 指導資料セット」の❶と同じ。

高等学校 数学A 指導用教科書（朱書き）　（29818G）

数学A
教科書共通

高等学校
数学Ａ

（数Ａ333）

新編数学Ａ
（数Ａ334）

教科書名
（記号・番号）

指導用教材名・セット内容
（商品コード）

収録予定内容 本体価格



AB DEFGC

■改訂版数学教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定）
●A：指導と研究（冊子）　●B：指導用教科書 朱書（冊子）　●C：教科書関連データDVD　●D：授業動画　●E：指導者用デジタル教科書　●F：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集　●G：Windows版ICT活用コンテンツ集

●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

高等学校
新編数学B
（数B332）

数
学
B

数学Ｂ
（数Ｂ330）

教科書名
（記号・番号）

指導用教材名・セット内容
（商品コード）

収録予定内容 本体価格

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

数学B iPadアプリ版ICT活用授業向けコンテン
ツ集　（29893U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

数学B Windows版ICT活用授業向けコンテンツ
集　（298935）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

20,000円
 ※

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❺問題編と解答編の２分冊
❻Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応)

数学B 指導資料セット　（29893Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹実力確認用テスト（30分用，50分用）
❺補充問題集（問題編，解答編）
❻教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

21,000円

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹基本事項の理解度確認，および練習量補充用
❺教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❻教科書章末問題程度の問題プリント
❼問題編と解答編の２分冊
❽Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

高等学校 数学B 指導資料セット　（29834Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹小テスト
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻課外用プリント
❼補充問題集（問題編，解答編）
❽教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

高等学校 数学B iPadアプリ版ICT活用授業向
けコンテンツ集　（29834U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 数学B Windows版ICT活用授業向け
コンテンツ集　（298345）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 数学B 指導用教科書（朱書き）　（29834G）

21,000円

❶教科書紙面へポイント・略解などを掲載したカラー指導書
❷指導用補足資料などを掲載
❹教科書掲載の問いを取り組みやすくしたプリント
❺教科書節末問題程度の所要時間別評価テスト
❻問題編と解答編の２分冊
❼Windows版データDVD１枚　PDF版教科書，本
文＋解答， 指導書付属プリント，教科書ノート，補充
問題，傍用問題集，シラバス案ほかを収録
問題作成用データベース・テストナビ（Word，一太郎対応）

新編数学B 指導資料セット　（29877Z）
❶指導用教科書（朱書き）
❷指導と研究　　　　　❸解答集
❹学習補助プリント
❺実力確認用テスト（30分用，50分用）
❻補充問題集（問題編，解答編）
❼教科書関連データDVD
　「教科書関連データ集」
　「問題作成用データベース〈テストナビ〉」

新編数学B 指導用教科書（朱書き）　（29877G）

21,000円

3,000円

3,000円

数学B 指導用教科書（朱書き）　（29893G） 上記「数学B指導資料セット」の❶と同じ。

上記「高等学校数学B指導資料セット」の❶と同じ。

3,000円上記「新編数学B指導資料セット」の❶と同じ。

20,000円
 ※

20,000円
 ※

20,000円
 ※

高等学校
数学B

（数B331）

❶Windows8.1,10対応，
　Windows版データDVD１枚
❷iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚

新編数学B CoNETS版指導者用デジタル教科
書（iPad用コンテンツ集付）　（29877X）
❶CoNETS版指導者用デジタル教科書（Windows用）
❷「iPadアプリ版ＩＣＴ活用授業向けコンテンツ集」
　（❶のコンテンツ・ツールを利用可能なアプリ）

40,000円
 ※

iPadOS13以上，iTunesが必要，データDVD１枚
上記，CoNETS版指導者用デジタル教科書（iPad用
コンテンツ集付）の❷の単品

上記「数学Ｂ指導資料セット」の❻，「高等学校数学Ｂ 指導
資料セット」の❽，「新編数学Ｂ指導資料セット」の❼と同じ。

新編数学B iPadアプリ版ICT活用授業向けコン
テンツ集　（29877U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

新編数学B Windows版ICT活用授業向けコンテ
ンツ集　（298775）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

数学B 教科書関連データDVD　（29893W）

20,000円
 ※

5,000円数学B
教科書共通

20,000円
 ※

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可



指導者（授業掲示）用デジタル教材

❶ CoNETS版　指導者用デジタル教科書

電子黒板やプロジェクタでご利用いただくツールを3 種類準備しました。
それぞれのツールで教科書に準拠するさまざまなデジタルコンテンツを提示できます。
弊社製品「指導者（授業掲示）用デジタル教材」は校内フリーライセンスで，一度ご購入いただくと今課程内は常に
最新版をご利用可能です。

多機能なデジタル教科書ビューア

http://www.conets.jp/

提示用ソフトウェアは多くのデジタル教科書に採用されているCoNETS版
デジタル教科書ビューアです。
教科書紙面や視聴覚教材を活用できます。

コネッツ

※CoNETS版指導者用デジタル教科書は，ご購入後ライセンス証の発行手続きが
必要です。詳細は第一学習社のサポートサイトでご確認ください。

【画像貼り付け】

【スナップショット】

【バインダー】

【選択】

【ペン】

【消しゴム】

【拡大・縮小】

【移動】

【戻る】

【ふせん】【見開き】

ツールバーA

【ペンの設定】 【書き込み】

【ふせん】

【マイリンク】

【目次】

【ふせん】

【コンテンツ】

ツールバーB

主
要
機
能
紹
介

教科書紙面をペンツールで
書き込みながら授業を進めます。

多機能な指導者用デジタル教科書
　CoNETS 版指導者用デジタル教科書では，教科書紙
面とコンテンツの間の移動がとてもスムースに行えます。
　シミュレーターを使う，３ D モデルを表示する，教科
書紙面の図版へ書き込みをしながら話すなど，今までに
ない授業をデザインすることが出来ます。



指導者（授業掲示）用デジタル教材

■東京：〒102-0084　東京都千代田区二番町 5番 5号　 03-5276-2700
■大阪：〒564-0052　吹田市広芝町 8番24号　　　　　  06-6380-1391
■広島：〒733-8521　広島市西区横川新町 7番14号　    082-234-6800http://www.daiichi-g.co.jp/

ホームページ

札　幌：011-811-1848　仙　台：022-271-5313　新　潟：025-290-6077　つくば：029-853-1080　東　京：03-5803-2131　横　浜：045-953-6191
名古屋：052-769-1339　神　戸：078-937-0255　広　島：082-222-8565　福  岡：092-771-1651　青　森：017-742-4600　金　沢：076-291-5775
鹿児島：099-227-7801 沖　縄：098-896-0085

みつめたい教育と未来

第一学習社

※ご注文の際は教科書取扱書店様にご連絡下さい。

❷ iPadアプリ版ICT活用授業向けコンテンツ集

❸Windows版ICT活用授業向けコンテンツ集

必要な素材を簡単表示
iPadやWindowsタブレット上で視聴覚教材やオリジナルコンテンツを簡単に
掲示できるアプリを準備しました（教科書紙面イメージはありません）。
●上記●①と●②のセット，あるいは●②・●③単体での販売となります。
●上記●②・●③は第一学習社の独自アプリです。CoNETSビューアではありません。

電子黒板やプロジェクタでご利用いただくツールを3 種類準備しました。
それぞれのツールで教科書に準拠するさまざまなデジタルコンテンツを提示できます。
弊社製品「指導者（授業掲示）用デジタル教材」は校内フリーライセンスで，一度ご購入いただくと今課程内は常に
最新版をご利用可能です。

ここぞというときの板書の補足に
コンテンツ集のリンクを活用。

手持ちのタブレットから
動画を流しながら、机間巡視。

自由度の高い ICT活用授業へ
　iPad/Windows 版 ICT 活用授業向けコンテンツ集は，
各科目の学習項目ごとに利用できるコンテンツが一覧で　
　きるので，プロジェクターなどに接続されていれば，簡
単に教材コンテンツをご利用することができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


