見やすさ, 使いやすさを備えた
見たまま使える操作性と充実した機能, 魅力ある
見やすさ・使いやすさを追求

point 1

多機能を集約した操作メニューで
さまさまな操作が１か所で簡単に操作できます。

使いやすい操作メニュー

CoNETS版

デジタル教科書

コンテンツでさらに使いやすく！
生徒を惹きつけるコンテンツを追求

point 2
共通

英語

サブメニューの開閉が可能

＜本文テキスト画面の操作メニュー＞

※ 操作メニューは, 音声ボタンをクリックして起動します。
※ CoNETSビューアの「２画面表示」機能使用時は,
お使いいただけません。
※ 設定状態は, 授業履歴ごとに保存されます。

啓林館
オリジナル

さまざまな
コンテンツを
集約

１つのツールに
さまざまな
機能を集約！

文字が見やすいよう
に反転します。

タイマー
機能付き
ストップウォッチ /
タイマー / 時計など
の機能が使えます。

テキスト画面は，
３パターンの表示サイズを用意。
文字サイズ・行間：小

文字サイズ・行間：中

文字サイズ・行間：大

魅力あるコンテンツ

WEB
リンク
関連のサイトや動画を
閲覧できます。
※インターネットへの接続が
必要です。

内容理解を手助けするためのコンテンツが
豊富にあります。

理科

操作性がアップ
Scri

Ans

スクリプトや解答，単語
フラッシュカードを拡大
表示できます。

クリックした単語を，
個別に再生できます。

物理基礎

生物基礎

共通

画面の印刷が簡単に
できます。
化学基礎

2

地学基礎

3

英語

Windows版

iOS版

ハイブリッド版

（Windows + iOS）

テキスト表示画面

指導者用
デジタル教科書
学習者用
デジタル教科書

別タブで本文を表示します。サブメニューでは, さまざまな機能が設定できます。
（ご相談ください）

＜操作メニュー＞

便利で使いやすい操作メニューで, 授業の可能性を広げます。
パソコンなどを使って教科書紙面を表示し，音声を再生したり，解答やスクリプトを表示したりできる指導者
用ソフトです。使いやすい操作ツールとさまざまな機能で, 授業の可能性を広げます。

１つのツールに
さまざまな
機能を集約！

アンダーライン／カラオケ／シャドーイング再生が可能
アンダー
ライン再生

シャドー
イング再生

カラオケ
再生

アウト

イン

再生開始時にテキストが非表示になり，再生部分
が徐々に表示されます。

その他の
表示機能

再生開始時にテキストは表示されますが，再生部分
が徐々に消えます。

＜スラッシュ＞フレーズごとに
スラッシュが表示されます。

＜自由マスキング／ランダムマスキング＞
単語を隠すことができます。

＜新出語＞
新出語が赤で表示されます。

＜白黒反転＞黒板に投影する際,
文字が読みやすいよう反転します。

▲画面はELEMENTです。

操作メニュー

スクリプト・解答ボタン

音声ボタンを押すと表示されます。
再生速度をFast／Normal／Slowの３段階に設定でき
ます。

練習問題の解答やリスニング問題のスクリプトを
ポップアップ画面で表示します。
Scri

Ans

リスニング問題のスクリプトを表示
練習問題の解答を表示

コミュニケーション英語

ELEMENT・LANDMARK・LANDMARK Fit

英単語フラッシュカード

本文音読ツール
教科書の本文をフレーズリーディングで音読練習が
できます。

教科書の新出語を音声・和訳とともにカード形式で
学習することができます。

＜紙面音声ボタン＞
レッスン全体（Fast／Normal／Slow）
パート単位（Fast／Normal／Slow）
パラグラフ単位（Fast／Normal／Slow）

※ 発音記号のオン/オフも可能

新出語再生（通し読み）

英語表現

クリックした単語を
個別に再生します。

▲左右表示

Vision Quest
参考書へリンク

アニメーション
Model Conversation
の場面を意識した活動
が可能です。
4

※スクリプト・解答はさらに大きく, 拡大表示することができます。

上下表示▶

Lesson

5

『Vision
Build-up 1 Quest 総合英語
2nd Edition』の該当PDF
A can / could
を表示します。
1. She
can play the piano.

ピアノが弾ける

2. You can use my cell phone.

3. An accident can happen at any time.

携帯電話を使ってもいい
事故は起こり得る

4. “Can [Could] the rumor be true?” “It can’t [couldn’t] be true.”
｢本当だろうか」｢本当であるはずがない｣

1. 能力・可能を表す can「〜することができる｣：過去形は could，否定形は can’t / cannot。

be able to do も同じく能力・可能「〜することができる」の意味を表す。was [were] able to do で
「(過去において)〜できた｣，will be able to do で「(未来において)〜できるだろう」の意味。You’ll

be able to see the stars tonight.（今夜，星を見ることができるでしょう。）
2. 許可を表す can「〜してもよい｣：Can I use your cell phone?（携帯電話をお借りしてもいいですか。)

3,4. 推量(可能性)を表す can / could「〜はあり得る｣：Can / Could 〜? は「〜はあり得るだろうか｣，can’t /

cannot / couldn’t は「〜のはずがない」という意味を表す。could を使うほうが，話し手の確信度は低い。

B may / might
5. “May I ask you a question?” “Sure.”
6. He may [might] be at home.

質問してもよろしいですか
家にいるかもしれない

5. 許可を表す may「〜してもよい｣：may not は不許可(〜してはいけない)を表す。can のほうが口語的。

6. 推量を表す may「〜かもしれない｣：might は「(ひょっとすると)〜かもしれない」(話し手の確信度が
低い)。

C must と have to

5

指導者用デジタル教科書 ラインナップ
英

語

Ⅰ Windows版 / iOS版：各 定価 60,480円（本体 56,000円）

ハイブリッド版（Windows + iOS）
：定価 75,600円（本体 70,000円）

※１教科書あたりの価格です。
※ 校内フリーライセンスです。
2023年3月末までご利用可能です。

Ⅱ 定価未定
※Ⅱの発刊計画・収録内容などは未定です。

発刊予定

発刊予定

発刊予定

発刊予定

Vision Quest English ExpressionⅠ Advanced / Standard / Core

Revised ELEMENT
English
CommunicationⅠ/Ⅱ

Revised LANDMARK
English
CommunicationⅠ/Ⅱ

LANDMARK Fit
English CommunicationⅠ/Ⅱ

コⅠ 339 コⅡ 337

コⅠ 340 コⅡ 338

コⅠ 341 コⅡ 339

理

科

発刊予定

英Ⅰ 328

英Ⅰ 329

英Ⅰ 330

Vision Quest English ExpressionⅡ Ace / Hope

英Ⅱ322 英Ⅱ323

考える物理基礎
物基 316・317

化学基礎
改訂版
化基 318

生物基礎
改訂版
生基 315

理科

さらに便利にわかりやすくなった ICT 教材

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)
※Windows RTは非対応

ブラウザ

Internet Explorer 11 以上
DVD-ROM＋ライセンス証明書
DVD-ROMより，PCにビューアをインストール後，
ID・PWを入力して，教材コンテンツをインストール

（

解像度

1024×768以上

CPU

Intel Core i3 以上推奨

メモリ

4GB以上

指導者用／学習者用（iOS）
iOS 8.1 以上（第４世代以降）
※iPad mini は非対応
−

（

対応 OS

その他

英語

※デジタル教科書のご利用には，インストール用ID・パスワードの入力が必要です。

指導者用（Windows）

提供媒体

地学基礎
改訂版
地基 308

ライセンス証明書
アプリをダウンロード後，ID・PWを入力
して, 教材コンテンツをダウンロード

（

（

動作環境

デジタル教科書

Windows版：定価 59,400 円（本体 55,000 円）
※上位科目教科書の指導者用デジタル教科書の発刊計画・収録内容などは未定です。

物理基礎
改訂版
物基 315

高等学校

学習者用デジタル教科書

61 啓林館

コⅠ 339

文部科学省検定済教科書

高等学校外国語科用

英Ⅰ 328

英Ⅰ 329

英Ⅰ 330

音声再生機能で，自宅でのリスニング学習に
授業でのiPadの活用に
各

http://www.shinko-keirin.co.jp/
平成30教

英語・理科の各教材の指導者用デジタル教科書です。

定価 2,700 円（本体 2,500 円） ※使用期限は３年となります。

教授用資料・内容解説資料

本
社 〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目3番25号
東京支社 〒113-0023 東京都文京区向丘2丁目3番10号
札幌支社 〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条2丁目6番1号
東海支社 〒461-0004 名古屋市東区葵1丁目4番34号双栄ビル2階
広島支社 〒732-0052 広島市東区光町1丁目7番11号広島ＣＤビル5階
九州支社 〒810-0022 福岡市中央区薬院1丁目5番6号ハイヒルズビル5階

TEL (06)6779-1531

FAX (06)6779-5011

TEL (03)3814-2151

FAX (03)3814-2159

TEL (011)842-8595

FAX (011)842-8594

TEL (052)935-2585

FAX (052)936-4541

TEL (082)261-7246

FAX (082)261-5400

TEL (092)725-6677

FAX (092)725-6680

多様なコンテンツで教育現場をサポートします。

