
88423D

高等学校

183 第一 古B350

改訂版 古典B 古文編
高等学校

183 第一 古B351

改訂版 古典B 漢文編

高等学校

183 第一 現B340

改訂版 標準現代文B
高等学校

183 第一 現A307

改訂版 新編現代文A

高等学校

183 第一 古B353

改訂版 標準古典B

高等学校 改訂版

183 第一 古A314
標準古典A物語選

高等学校

改訂版

183 第一 国総361
標準国語総合

高等学校

改訂版

183 第一 国総362
新編国語総合

高等学校 改訂版 国語表現
183 第一 国表308

高等学校 改訂版 古典B
183 第一 古B352

国語総合 現代文B

国語表現

現代文A

古典B

高等学校 改訂版現代文B
183 第一 現B339

古典A

高等学校 改訂版 古典A
大鏡 源氏物語 諸家の文章

183 第一 古A316

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。

国語
2022年度用



■改訂国語教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定） ●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

●A：指導と研究（冊子） ●B：指導と研究（PDF） ●C：指導用教科書 朱書（冊子） ●D：教科書関連データDVD  ●E：朗読CD  ●F：指導者用デジタル教材  ●G：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集  ●H：Windows版ICT活用コンテンツ集

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

国
語
総
合

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ABCDE GHF

24,000円

5,000円

5,000円

40,000円
 ※

20,000円
 ※

4,000円

8,000円

高等学校
改訂版

標準国語総合
（国総361）

高等学校 改訂版 標準国語総合 指導資料セット
（39732Z）
❶指導と研究〔全6分冊〕
❷原文集･基本小テスト･現代文語彙力養成シート・評価問題集
･古典補助問題集・《主体的・対話的》学習ワークシートほか

❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

高等学校 改訂版 標準国語総合 CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39732X）
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）　

❸脚問や学習の解答，重要語句の解説，段落構成，論
の展開の図示，係り結び，総ルビ，現代語訳などを掲載
❹Windows版データDVD1枚　Word・一太郎・
PPTデータ 他
　原文･基本小テスト･評価問題･補助資料･現代文
総ルビ・品詞分解・古文総ルビ・学習課題・漢文
ツール・板書例・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 標準国語総合 指導資料
セット」の❸と同じ。

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

CD３枚

データCD１枚
指導と研究（６分冊）をPDFファイルで収録

上記「高等学校 改訂版 標準国語総合 指導資料
セット」の❹と同じ。

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

高等学校 改訂版 標準国語総合 指導用教科書
（朱書き）　（39732G）

高等学校 改訂版 標準国語総合
教科書関連データDVD　（39732W）

高等学校 改訂版 標準国語総合
指導と研究PDFファイル版　（39732F）
高等学校 改訂版 標準国語総合 朗読CD　（39732D）

24,000円

5,000円

5,000円

40,000円
 ※

20,000円
 ※

4,000円

8,000円

高等学校
改訂版

新編国語総合
（国総362）

高等学校 改訂版 新編国語総合 指導資料セット
（39740Z）
❶指導と研究〔全6分冊〕
❷原文集･基本小テスト･語彙力養成シート・評価問題
集･補助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート

❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

高等学校 改訂版 新編国語総合 CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39740X）
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）　

❸脚問や学習の解答，重要語句の解説，段落構成，論
の展開の図示，係り結び，総ルビ，現代語訳などを掲載
❹Windows版データDVD1枚　Word・一太郎・
PPTデータ 他
　原文･基本小テスト･評価問題･補助資料･現代文
総ルビ・品詞分解・古文総ルビ・学習課題・漢文
ツール・板書例・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 新編国語総合 指導資料
セット」の❸と同じ。

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

CD３枚

データCD１枚
指導と研究（６分冊）をPDFファイルで収録

上記「高等学校 改訂版 新編国語総合 指導資料
セット」の❹と同じ。

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

高等学校 改訂版 新編国語総合 指導用教科書
（朱書き）　（39740G）

高等学校 改訂版 新編国語総合
教科書関連データDVD　（39740W）

高等学校 改訂版 新編国語総合
指導と研究PDFファイル版　（39740F）
高等学校 改訂版 新編国語総合 朗読CD　（39740D）

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚

高等学校 改訂版 標準国語総合 Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（397325）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 改訂版 標準国語総合 iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39732U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 改訂版 新編国語総合 iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39740U）
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 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 新編国語総合 Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（397405）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集



■改訂国語教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定） ●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

●A：指導と研究（冊子） ●B：指導と研究（PDF） ●C：指導用教科書 朱書（冊子） ●D：教科書関連データDVD  ●E：朗読CD  ●F：指導者用デジタル教材  ●G：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集  ●H：Windows版ICT活用コンテンツ集

19,000円

5,000円

4,000円

4,000円

10,000円

現
代
文
A

高等学校
改訂版

新編現代文A
（現A307）

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 指導資料セット
（39767Z）
❶指導と研究〔全3分冊〕
❷原文集・基本小テスト･語彙力養成シート・評価問題
集･補助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，論の展
開の図示など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文・基本小テスト・評価問題・補助資
料・総ルビ・語彙力養成シート・学習課題・PDF版
教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 指導資料
セット」の❸と同じ
上記「高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 指導資料
セット」の❹と同じ

データCD１枚
指導と研究（3分冊）をPDFファイルで収録

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39767X）
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）　

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

CD５枚

20,000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

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39767U）
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 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（397675）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 指導用教科書
（朱書き）　（39767G）
高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 教科書関連
データDVD　（39767W）

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 指導と研究
PDFファイル版　（39767F）

高等学校 改訂版 新編現代文Ａ 朗読CD　
（39767D）

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ABCDE GHF

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

27,000円

5,000円

4,000円

4,000円

10,000円

現
代
文
B

高等学校
改訂版
現代文B
（現B339）

高等学校 改訂版 現代文Ｂ 指導資料セット　
（39872Z）
❶指導と研究〔全8分冊〕
❷原文集,基本小テスト,語彙力養成シート,評価問題集,評価問題集Ⅱ,
補助教材集,補助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシートほか
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，論の展
開の図示など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文・基本小テスト・語彙力養成シート・
評価問題・評価問題Ⅱ・補助資料・補助教材・学習
課題・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 現代文Ｂ 指導資料セット」
の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 現代文Ｂ 指導資料セット」
の❹と同じ

高等学校 改訂版 現代文Ｂ 
教科書関連データDVD　（39872W）

データCD１枚
指導と研究（８分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 現代文Ｂ　　
指導と研究PDFファイル版　（39872F）

高等学校 改訂版 現代文Ｂ 朗読CD　
（39872D）

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 現代文Ｂ CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39872X）
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）　

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

高等学校 改訂版 現代文Ｂ iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39872U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

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

CD５枚

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 現代文Ｂ Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（398725）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校 改訂版 現代文Ｂ 指導用教科書
（朱書き）　（39872G）



■改訂国語教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定） ●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

●A：指導と研究（冊子） ●B：指導と研究（PDF） ●C：指導用教科書 朱書（冊子） ●D：教科書関連データDVD  ●E：朗読CD  ●F：指導者用デジタル教材  ●G：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集  ●H：Windows版ICT活用コンテンツ集
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ABCDE GHF

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

古
典
A

19,000円

5,000円

5,000円

4,000円

高等学校
改訂版
標準古典A
物語選

（古A314）

高等学校 改訂版 標準古典A 物語選 指導資料
セット　（39902Z）
❶指導と研究〔全4分冊〕
❷原文集・基本小テスト･評価問題集･補助問題集･補
助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，係り結
び，現代語訳など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文･基本小テスト･評価問題･補助問
題・補助資料･品詞分解・学習課題・漢文ツール・
PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 標準古典Ａ 物語選 指導資
料セット」の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 標準古典Ａ 物語選 指導資
料セット」の❹と同じ

高等学校 改訂版 標準古典A 物語選　　
指導用教科書（朱書き）　（39902G）
高等学校 改訂版 標準古典A 物語選
教科書関連データDVD　（39902W）

データCD１枚
指導と研究（4分冊）をPDFファイルで収録

高等学校　改訂版　標準古典A　物語選　　
指導と研究PDFファイル版　（39902F）

現
代
文
B

24,000円

5,000円

4,000円

4,000円

10,000円

高等学校
改訂版

標準現代文B
（現B340）

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 指導資料セット
　（39783Z）
❶指導と研究〔全4分冊〕
❷原文集・基本小テスト･語彙力養成シート・評価問題
集･補助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，論の展
開の図示など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文・基本小テスト・語彙力養成シート・
評価問題・補助資料・総ルビ・学習課題・PDF版
教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 指導資料
セット」の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 指導資料
セット」の❹と同じ

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 指導用教科書
（朱書き）　（39783G）

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 
教科書関連データDVD　（39783W）

データCD1枚
指導と研究（4分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ　　
指導と研究PDFファイル版　（39783F）
高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ 
朗読CD　 （39783D）

CD５枚

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39783X）
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）　

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

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39783U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

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

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 標準現代文Ｂ Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（397835）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 標準古典A 物語選 CoNETS版指導者
用デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39902X）
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）　

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

高等学校 改訂版 標準古典A 物語選 iPadアプ
リ版ICT活用授業向けコンテンツ集　（39902U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

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

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 標準古典A 物語選　Windows
版ICT活用授業向けコンテンツ集　（399025）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

19,000円

5,000円

5,000円

4,000円

高等学校
改訂版
古典A

（古A316）

高等学校 改訂版 古典A 大鏡 源氏物語 諸家
の文章 指導資料　（39791Z）
❶指導と研究〔全4分冊〕
❷原文集,基本小テスト,評価問題集,補助問題集,補助
資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答,重要語句の解説,段落構成,係り結び,
現代語訳など掲載
❹Windows版データDVD1枚　Word・一太郎デー
タ他
　原文・基本小テスト・評価問題・補助問題・学習課
題・漢文ツール・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 古典A 大鏡 源氏物語 諸家の文章 
指導資料」の❸と同じ。

上記「高等学校 古典A 大鏡 源氏物語 諸家の文章 
指導資料」の❹と同じ。

データCD1枚
指導と研究（4分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 古典A 大鏡 源氏物語 諸家
の文章 指導用教科書 （朱書き）　（39791G）

高等学校 改訂版 古典A 大鏡 源氏物語 諸家
の文章 教科書関連データDVD　（39791W）

高等学校 改訂版 古典A 大鏡 源氏物語 諸家
の文章  指導と研究PDFファイル版　（39791F）



■改訂国語教科書「教師用指導教材内容一覧表」（予定） ●セット販売  ▲単独販売  ■単独販売のみ

●A：指導と研究（冊子） ●B：指導と研究（PDF） ●C：指導用教科書 朱書（冊子） ●D：教科書関連データDVD  ●E：朗読CD  ●F：指導者用デジタル教材  ●G：iPadアプリ版ICT活用コンテンツ集  ●H：Windows版ICT活用コンテンツ集
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ABCDE GHF

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

古
典
B

27,000円

5,000円

5,000円

4,000円

高等学校
改訂版
古典B

（古B352）

高等学校 改訂版 古典B 指導資料セット　
（39864Z）
❶指導と研究〔全8分冊〕
❷原文集・基本小テスト･評価問題集･補助問題集・補助
資料集・補助教材集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，係り結
び，現代語訳など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文･基本小テスト･評価問題･補助問
題・補助資料･品詞分解・学習課題・漢文ツール・
PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 指導資料セット」の
❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 指導資料セット」の
❹と同じ

高等学校 改訂版 古典B　　
指導用教科書 （朱書き）　（39864G）
高等学校 改訂版 古典B　　
教科書関連データDVD　（39864W）

データCD１枚
指導と研究（８分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 古典B　　
指導と研究PDFファイル版　（39864F）

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 古典B CoNETS版指導者用デ
ジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39864X）
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）　

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

高等学校 改訂版 古典B iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39864U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

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

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 古典B Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（398645）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

高等学校
改訂版
古典B
古文編

（古B350）

高等学校
改訂版
古典B
漢文編

（古B351）

17,000円

3,000円

2,500円

4,000円

高等学校 改訂版 古典B 古文編 指導資料セット
（39880Z）
❶指導と研究〔全６分冊〕
❷原文集・基本小テスト･評価問題集･補助問題集・補助
資料集・補助教材集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，係り結
び，現代語訳など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文･基本小テスト・評価問題・補助問
題・補助資料・補助教材・品詞分解・学習課題・
PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 古文編 指導資料
セット」の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 古文編 指導資料
セット」の❹と同じ

高等学校 改訂版 古典B 古文編　　
指導用教科書（朱書き）　（39880G）
高等学校 改訂版 古典B 古文編　　
教科書関連データDVD　（39880W）

14,000円

3,000円

2,500円

高等学校 改訂版 古典B 漢文編 指導資料セット
（39899Z）
❶指導と研究〔全4分冊〕
❷原文集・基本小テスト･評価問題集･補助問題集・補
助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，係り結
び，現代語訳など掲載
❹Windos版データDVD１枚　Word・一太郎・PPT
データ他　原文･基本小テスト･評価問題・補助問
題・補助資料・学習課題・漢文ツール・PDF版教科
書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 漢文編 指導資料
セット」の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 古典Ｂ 漢文編 指導資料
セット」の❹と同じ

高等学校 改訂版 古典B 漢文編　　
指導用教科書（朱書き）　（39899G）
高等学校 改訂版 古典B 漢文編　　
教科書関連データDVD　（39899W）

データCD１枚
指導と研究（10分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 古典B（古文編・漢文編）　　
指導と研究PDFファイル版  （39880F）

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 古典B（古文編・漢文編） CoNETS版指導
者用デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39880X）
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）　

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

高等学校 改訂版 古典B（古文編・漢文編）　iPad
アプリ版ICT活用授業向けコンテンツ集　（39880U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

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

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 古典B（古文編・漢文編）　
Windows版ICT活用授業向けコンテンツ集　（398805）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール集

古
典
B



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

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ABCDE GHF

※校内フリーライセンス。今課程内継続利用可

高等学校
改訂版
標準古典B
（古B353）

高等学校
改訂版
国語表現
（国表308）

国
語
表
現

4,000円

24,000円

5,000円

5,000円

高等学校 改訂版 標準古典B 指導資料セット　
（39830Z）
❶指導と研究〔全６分冊〕
❷原文集・基本小テスト･評価問題集･補助問題集・補
助資料集・《主体的・対話的》学習ワークシート
❸指導用教科書（朱書き）
❹教科書関連データDVD

❸学習の解答，重要語句の解説，段落構成，係り結
び，現代語訳など掲載
❹Windows版データDVD１枚　Word・一太郎・
PPTデータ他　原文・基本小テスト・評価問題・補
助問題・補助資料・品詞分解・学習課題・漢文ツー
ル・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 標準古典Ｂ 指導資料セッ
ト」の❸と同じ

上記「高等学校 改訂版 標準古典Ｂ 指導資料セッ
ト」の❹と同じ

高等学校 改訂版 標準古典B　　
指導用教科書（朱書き）　（39830G）
高等学校 改訂版 標準古典B　　
教科書関連データDVD　（39830W）

データCD１枚
指導と研究（６分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 標準古典B　　
指導と研究PDFファイル版　（39830F）

12,000円

4,000円

高等学校 改訂版 国語表現 指導資料セット　
（39848Z）
❶指導と研究〔全3分冊〕
❷原文集,基本小テスト,評価問題集,補助資料集
❸教科書関連データDVD

❸Windows版データDVD1枚　Word・一太郎デー
タ他　原文・基本小テスト・評価問題・補助資料・
準拠ノート・PDF版教科書ほかを収録

上記「高等学校 改訂版 国語表現 指導資料セット」
の❸と同じ。

高等学校 改訂版 国語表現 
教科書関連データDVD　（39848W）

4,000円
データCD１枚
指導と研究（3分冊）をPDFファイルで収録

高等学校 改訂版 国語表現 
指導と研究 PDFファイル版　（39848F）

40,000円
 ※

高等学校 改訂版 標準古典B CoNETS版指導者用
デジタル教科書（iPad用コンテンツ集付）　（39830X）
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）　

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

高等学校 改訂版 標準古典B iPadアプリ版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（39830U）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール

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

20,000円
 ※

Windows8.1,10対応，
Windows版データDVD１枚 20,000円

 ※

高等学校 改訂版 標準古典B Windows版
ICT活用授業向けコンテンツ集　（398305）
授業掲示用のデジタルコンテンツ・ツール

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。



指導者（授業掲示）用デジタル教材

みつめたい教育と未来

第一学習社
■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

※ご注文の際は教科書取扱書店様にご連絡下さい。

各種資料・問題など

年表
問題と解答

掛図 本文を拡大投影できます。（白黒反転あり）
ふりがなや古文の品詞分解、問なども簡単
に表示で

ふりがな+口語訳 品詞分解

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

豊富な視聴覚教材・教科書準拠教材
第一学習社の豊富なオリジナルコンテンツにビューアソフトやiPadアプリからリンクします。

デジタル
教科書から
リンクします。

教科書紙面イメージ
からさまざまなコンテ
ンツにリンクします。

デジタル教科書ビューア
の様々な機能をご利用
可能です。

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。

指導者用『CoNETS版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。

コンテンツ集
でもご利用
可能です。

原文掛図 資料 問題


