
指導者用デジタル教科書（教材）のご案内
■ご提供方法
　ご購入後，弊社にてライセンス証およびクラウド版専用アカウント情報を発行いたします。
インストール版・クラウド版どちらもご利用いただけます。

■使用条件
●ご購入いただいた学校の指導者用端末でご利用いただけます（ライセンス４年間有効）。
●指導者用（インストール版）は，学校の指導者用端末で何台でもご利用いただけます。
●指導者用（クラウド版）のライセンスは，商品1つのご購入につき10個までご利用いただけます。

　　（１つのアカウントを複数の先生で共有した場合，保存データも共有されます。）

■ビューアの機能

■動作要件

インストール版 クラウド版※2

オフラインで利用できる インストール不要
複数の端末で使える

WindowsPC iPad

インストール用データをご提供。※1
インストール用データをご提供。※1

専用アプリ（無料）をインストール
して利用します。

専用アカウント情報をご発行。
アカウント情報を元に，弊社指定システムに
アクセスして利用します。※3

※1 インストール用データのダウンロード時には，インターネット接続が必要です。インストール作業および使用時には，インターネット接続は不要です。
※2 ブラウザ機能を介した閲覧となります。通信環境が常時必須となりますのでご注意ください。
※3 シングルサインオンの設定も可能です。
※ 本文テキストや評価問題のデータにつきましては，教科書関連データDVD（別売）をご購入ください。

インストール版（WindowsPC） インストール版（iPad） クラウド版

動
作
環
境

【WindowsOS】
　Windows 8.1 ／ Windows 10

【データサイズ】
　1 冊あたり最大 2GB 程度

【iPadOS】
　iPadOS 14 以上

【データサイズ】
　1 冊あたり最大 2GB 程度

【ブラウザ】
　Windows PC：Microsoft Edge
　　　　　　　　 Google Chrome
　Chromebook：Google Chrome
　iPad：Safari

紙面の拡大縮小やペン
ツールによる書き込み，
タイマーや紙面の保存
など，様々な機能をご
利用いただけます。
その他，指導者用なら
ではのコンテンツを収
録しております。

第一学習社

新課程用 教師用指導資料のご案内教師用指導資料のご案内
このたびは，弊社版新課程用教科書をご採用いただきまして，誠に有難うございました。弊社では，

より指導しやすく利用価値の高い教師用指導資料を取り揃えました。ご購入のご検討を，宜しくお願いいたします。

理 科

2023年度

※画面は開発中のものです。

みつめたい教育と未来

第一学習社
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http://www.daiichi-g.co.jp/
ホームページ

理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定）
教科書名

（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　科学と人間生活
183 第一 科人 705

高等学校　科学と人間生活
指導資料〔データDVD付〕（49614Z）
❶指導と研究
❷教科書関連データ DVD

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，映像教材，準拠問題集，
中学校の復習プリント，評価支援ツール他を収
録（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　科学と人間生活
指導者用デジタル教科書（教材）（49614J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　物理基礎
183 第一 物基 709

高等学校　物理基礎
指導資料〔データDVD付〕（49622Z）
❶指導と研究
❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

… テストナビ（ダウンロード対応）（データの追加・
更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　物理基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49622J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新物理基礎
183 第一 物基 710

高等学校　新物理基礎
指導資料〔データ DVD 付〕（49630Z）
❶指導と研究
❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新物理基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49630J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）



指導書ウェブ
指導書に関する追加資料や更新情報などを配信し
ています。

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。

教科書名
（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　生物基礎
183 第一 生基 710

高等学校　生物基礎
指導資料〔データDVD付〕（49665Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　生物基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49665J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新生物基礎
183 第一 生基 711

高等学校　新生物基礎
指導資料〔データDVD付〕（49673Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新生物基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49673J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　生物
183 第一 生物 705

高等学校　生物
指導資料〔データDVD付〕

（49983Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　生物
指導者用デジタル教科書（教材）

（49983J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　地学基礎
183 第一 地基 705

高等学校　地学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49681Z）
　❶指導と研究
　❷教科書関連データ DVD

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　地学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49681J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

教科書名
（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　物理
183 第一 物理 709

高等学校　物理
指導資料〔データDVD付〕

（49967Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　　　　　　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　物理
指導者用デジタル教科書（教材）

（49967J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　化学基礎
183 第一 化基 711

高等学校　化学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49649Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　化学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49649J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新化学基礎
183 第一 化基 712

高等学校　新化学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49657Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新化学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49657J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　化学
183 第一 化学 708

高等学校　化学
指導資料〔データDVD付〕

（49975Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書，授業用プリント ･ 授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書，ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　化学
指導者用デジタル教科書（教材）

（49975J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定） 理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定）

＊購入のお申し込みは，学校指定の教科書取り扱い書店様へお願いいたします。



指導書ウェブ
指導書に関する追加資料や更新情報などを配信し
ています。

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。

教科書名
（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　生物基礎
183 第一 生基 710

高等学校　生物基礎
指導資料〔データDVD付〕（49665Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　生物基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49665J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新生物基礎
183 第一 生基 711

高等学校　新生物基礎
指導資料〔データDVD付〕（49673Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新生物基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49673J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　生物
183 第一 生物 705

高等学校　生物
指導資料〔データDVD付〕

（49983Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　生物
指導者用デジタル教科書（教材）

（49983J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　地学基礎
183 第一 地基 705

高等学校　地学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49681Z）
　❶指導と研究
　❷教科書関連データ DVD

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　地学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49681J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

教科書名
（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　物理
183 第一 物理 709

高等学校　物理
指導資料〔データDVD付〕

（49967Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　　　　　　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　物理
指導者用デジタル教科書（教材）

（49967J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　化学基礎
183 第一 化基 711

高等学校　化学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49649Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　化学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49649J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新化学基礎
183 第一 化基 712

高等学校　新化学基礎
指導資料〔データDVD付〕（49657Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新化学基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49657J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　化学
183 第一 化学 708

高等学校　化学
指導資料〔データDVD付〕

（49975Z）
　❶指導と研究
　❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Office 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書，授業用プリント ･ 授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書，ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，問題集，評価支援ツール他を収録

テストナビ（ダウンロード対応）
（データの追加・更新はウェブ配信で対応）
発行予定 / 令和 5 年 3 月

27,500 円
（25,000 円＋税）

高等学校　化学
指導者用デジタル教科書（教材）

（49975J）
　❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効
発行予定 / 令和 5 年 3 月

58,300 円
（53,000 円＋税）

理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定） 理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定）

＊購入のお申し込みは，学校指定の教科書取り扱い書店様へお願いいたします。



指導者用デジタル教科書（教材）のご案内
■ご提供方法
　ご購入後，弊社にてライセンス証およびクラウド版専用アカウント情報を発行いたします。
インストール版・クラウド版どちらもご利用いただけます。

■使用条件
●ご購入いただいた学校の指導者用端末でご利用いただけます（ライセンス４年間有効）。
●指導者用（インストール版）は，学校の指導者用端末で何台でもご利用いただけます。
●指導者用（クラウド版）のライセンスは，商品1つのご購入につき10個までご利用いただけます。

　　（１つのアカウントを複数の先生で共有した場合，保存データも共有されます。）

■ビューアの機能

■動作要件

インストール版 クラウド版※2

オフラインで利用できる インストール不要
複数の端末で使える

WindowsPC iPad

インストール用データをご提供。※1
インストール用データをご提供。※1

専用アプリ（無料）をインストール
して利用します。

専用アカウント情報をご発行。
アカウント情報を元に，弊社指定システムに
アクセスして利用します。※3

※1 インストール用データのダウンロード時には，インターネット接続が必要です。インストール作業および使用時には，インターネット接続は不要です。
※2 ブラウザ機能を介した閲覧となります。通信環境が常時必須となりますのでご注意ください。
※3 シングルサインオンの設定も可能です。
※ 本文テキストや評価問題のデータにつきましては，教科書関連データDVD（別売）をご購入ください。

インストール版（WindowsPC） インストール版（iPad） クラウド版

動
作
環
境

【WindowsOS】
　Windows 8.1 ／ Windows 10

【データサイズ】
　1 冊あたり最大 2GB 程度

【iPadOS】
　iPadOS 14 以上

【データサイズ】
　1 冊あたり最大 2GB 程度

【ブラウザ】
　Windows PC：Microsoft Edge
　　　　　　　　 Google Chrome
　Chromebook：Google Chrome
　iPad：Safari

紙面の拡大縮小やペン
ツールによる書き込み，
タイマーや紙面の保存
など，様々な機能をご
利用いただけます。
その他，指導者用なら
ではのコンテンツを収
録しております。

第一学習社

新課程用 教師用指導資料のご案内教師用指導資料のご案内
このたびは，弊社版新課程用教科書をご採用いただきまして，誠に有難うございました。弊社では，

より指導しやすく利用価値の高い教師用指導資料を取り揃えました。ご購入のご検討を，宜しくお願いいたします。

理 科

2023年度

※画面は開発中のものです。

みつめたい教育と未来

第一学習社

88679T

■ 広島：〒733-8521　広島市西区横川新町 7 番14号 082-234-6800
■ 東京：〒113-0021　東京都文京区本駒込 5 丁目16番 7 号 03-5834-2530
■ 大阪：〒564-0052　吹田市広芝町 8 番24号 06-6380-1391

札　幌：011-811-1848　仙　台：022-271-5313　新　潟：025-290-6077　つくば：029-853-1080　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

http://www.daiichi-g.co.jp/
ホームページ

理科「教師用指導資料内容一覧表」（予定）
教科書名

（記号・番号） 指導資料名・セット内容 収録予定内容 税込価格

高等学校　科学と人間生活
183 第一 科人 705

高等学校　科学と人間生活
指導資料〔データDVD付〕（49614Z）
❶指導と研究
❷教科書関連データ DVD

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，映像教材，準拠問題集，
中学校の復習プリント，評価支援ツール他を収
録（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　科学と人間生活
指導者用デジタル教科書（教材）（49614J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶  Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　物理基礎
183 第一 物基 709

高等学校　物理基礎
指導資料〔データDVD付〕（49622Z）
❶指導と研究
❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

… テストナビ（ダウンロード対応）（データの追加・
更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　物理基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49622J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）

高等学校　新物理基礎
183 第一 物基 710

高等学校　新物理基礎
指導資料〔データ DVD 付〕（49630Z）
❶指導と研究
❷�教科書関連データ DVD （教科書関連

ファイル集，問題作成用データベース・
テストナビ :Word 対応）　　

❷Windows 版データ DVD1 枚
　Microsoft Offi  ce 用データ  他 　  
… 教科書紙面 PDF，本文，図，評価問題シート，

小テスト，デジタル板書・授業用プリント，授
業解説動画（ダウンロード対応），AL 用デジタル
板書・ワークシート，実験ワークシート，映像
教材，準拠問題集，評価支援ツール他を収録

…テストナビ（ダウンロード対応）
　（データの追加・更新はウェブ配信で対応）

24,200 円
（22,000 円＋税）

高等学校　新物理基礎
指導者用デジタル教科書（教材）（49630J）
❶インストール版＋❷クラウド版

❶ �Windows，iPad（OS14 以上）対応。ダウンロー
ド提供（要望に応じて DVD での提供も可能）。
インストール数制限なし

❷ �Windows，iPad，Chromebook 等対応（ブラ
ウザ利用）。10 アカウント

ライセンス 4 年間有効

58,300 円
（53,000 円＋税）


