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現代の国語
現代の書写
15 三省堂 1 年 国語 702 2 年 国語 802 3 年 国語 902

[現代の国語] 教師用指導書

﹃現代の国語﹄
学習指導書
◉Ｂ５判ケース入り︑ＤＶＤ １枚付き
◉各学年定価︵本体２８︑
０００円＋税︶

１・２・３

各学年﹃教材研究と学習指導 上﹄﹃教材研究と学習指導 中﹄﹃教材研究と学習指導 下﹄
﹁読み方を学ぼう﹂活用ガイド﹄﹃補充教材集﹄﹃データ資料集ＤＶＤ解説書﹄の六分冊︒
﹃

学習指導書︻教材研究と学習指導︼の
主な項目︵
﹁読むこと﹂教材の例︶
Ⅰ 教材の研究
１ 教材設定の意図
教材の系統図
２ 教材の分析
①教材の解釈
②構成

﹃教材研究と学習指導 上・中・下﹄
教材ごとに丁寧な解説を加え︑わかりやすく具体的な授業展開例︑
﹁学びの道しる
③教材の特色

学習指導書の紙面サンプル

４ ワークシート

３﹁学びの道しるべ﹂の解説

２ 学習指導の展開例

④学習指導のアウトライン

③評価規準

②言語活動

①指導目標

１ 指導と評価の計画

Ⅱ 学習指導の解説

６ 参考

５﹁私の本棚﹂

４ 図版

３ 著者と出典

④語句・表現の解説

べ﹂の解答例と解説︑授業に役立つ情報などを掲載しました︒

﹃
﹁読み方を学ぼう﹂活用ガイド﹄
︵全学年共通︶
﹁読み方を学ぼう﹂の二二の方略について︑授業での活用例のほか︑他の教科書教材
との関連︑学んだ方略を活用した際の図解例などを収録しています︒

﹃補充教材集﹄
︵全学年共通︶
授業や自主学習︑各種テストに活用できる﹁読むこと﹂教材三一本を収録しました︒

﹁データ資料集ＤＶＤ﹂
教科書紙面総ルビＰＤＦ︑
﹁読むこと﹂教材本文データ︑ワークシート︑テスト問題
例︵全国学力調査対応の問題・基礎的読解力問題含む︶
︑
﹁話すこと・聞くこと﹂動画︑
﹁聞くこと﹂音声︑補充教材集︵本文データ︶等を収録しています︒

付属辞書アプリ 弊社専用サイト︵ことまな学校サポートサイト︶からダウンロード
のうえ︑ご使用ください︒
︵ Windows
端末に５台までインストール可能︶
﹇ご使用いただける書名﹈
・国語辞典﹃新明解国語辞典 第八版﹄

ワークシート

学習指導書﹁データ資料集ＤＶＤ﹂収録

・古語辞典﹃全訳読解古語辞典 第五版﹄
・漢和辞典﹃全訳漢辞海 第四版﹄

学習指導書﹁データ資料集ＤＶＤ﹂収録

﹁話すこと・聞くこと﹂動画

2
3

DVD

[現代の国語] 生徒用教材

﹃現代の国語﹄

学習指導書
︻朱書編︼１・２・３
◉Ｂ５判 各学年の教科書と同一仕様
◉各学年 定価︵本体６︑
０００円＋税︶

教科書の紙面をそのまま活用し︑朱書きで解説を加えた学習指導書です︒
学習指導のアウトラインや指導のポイント︑支援が必要な生徒への手だて︑教
材分析や語句解説︑問題の解答例︑図版や筆者の解説などをわかりやすく示し
ています︒
授業づくりに必要な情報がこの１冊に詰まっています︒

﹃現代の国語﹄

学習指導書
︻朗読ＣＤ︼１・２・３
◉ＣＤ ４枚組・解説書付き
◉各学年 定価︵本体２２︑
０００円＋税︶

教科書完全準拠の指導用の音声ＣＤです︒
本編・資料編の﹁読むこと﹂全教材︵
﹁読書の広場﹂の教材含む︶と︑古典全教
材︵落語・歌舞伎・狂言含む︶を取り上げました︒
音読・朗読のモデルとなる︑わかりやすく正確な読みを収録しました︒作品理

店売品

解を深めるためにも︑本文の読みを確認するためにも活用できます︒
狂言﹁柿山伏﹂は︑狂言師による実演を採録しています︒
漢文教材には︑それぞれ﹁中国語読み﹂も収録しています︒

﹃現代の国語﹄完全準拠

教科書ガイド １・２・３
◉各学年 Ｂ５判・１９２ページ
◉定価︵本体２︑
２００円＋税︶

自学自習を支援する教科書ガイドです︒
教科書の内容を詳しく︑わかりやすく解説しているため︑予習・復習に最適です︒
教材の内容と構成について︑図表等を用いて端的に理解するところからスター
トし︑その上で教科書本文に即した設問と解答の形式を用いて︑内容理解を着
実にアシストします︒
教科書の﹁学びの道しるべ﹂﹁確かめよう﹂の各課題について︑考え方やヒント・
解答例が示されており︑学習のまとめとして︑学習目標に対応した学習到達度
を確認することができます︒
教科書の重要事項や︑試験で問われるポイントがひとめでわかるようにまとめ
てあり︑定期テスト対策・高校入試の準備にも活用できます︒

学習指導書︻朱書編︼の紙面サンプル

教科書ガイドの紙面サンプル

4
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[現代の書写] 教師用指導書・デジタル教科書
教科書紙面
本文抜き出し
（ノート）

朗読音声 ／書き込み、
紙面をそのまま拡大も OK!
新機能
本文や挿絵を絞り込んで
抜き出すことができます !

挿絵／便覧

画像のスムーズな切替 !
書き込みも OK!
「読み方を学ぼう」解説動画／
「話すこと・聞くこと」モデル動画

『現代の国語』1・2・3

教科書の内容と完全同一!

学習者用デジタル教科書
収録内容▶教科書紙面／拡大本文リフロー
主な機能▶紙面の拡大縮小／各種ペンによる教科書紙面への書き込み機
能／スタンプ機能／機械読み上げ機能（本文リフロー画面のみ
に対応）
／総ルビ（教科書紙面）
／本文抜き出し（ノート）機能

『現代の書写』

学習者用
デジタル教科書 ※別売
紙の教科書と完全同一の内容のデジタル教
科書。パソコンやタブレットで、紙の教科

販売価格／対応プラットフォーム
商品

指導者用デジタル教科書（教材）

※各学年

学習者用デジタル教科書
※各学年

ライセンス形式
学校内ライセンス

1 ユーザー 1 ライセンス

対応

ライセンス期間

Windows8.1/10
iOS13 以降
Chrome OS
Windows8.1/10
iOS13 以降
Chrome OS

教科書刊行期間

各 80,000 円

年間

各 24,000 円

在学期間

価格（税別）

各 850 円

書の代わりに使用することができます。教

※年間ライセンスの期間はご注文月の翌年月末までとなります。
※本商品をご利用いただける期間は令和 3 年度版中学校教科用図書の刊行期間（2025 年 3 月 31 日まで）となります。

科書の二次元コード参照先サイトの動画も

ご導入に際して

再生可能です。
ライセンス形式 １ユーザー・１ライセンス
ライセンス期間

在学期間

価格（税別）

300 円

対応 OS

Windows 8.1／10
iOS13〜 Chrome OS

詳細はお問い合わせください。
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学習指導書の紙面サンプル

﹃現代の国語﹄
１・２・３

指導者用デジタル教科書
︵教材︶

﹃現代の書写﹄
学習指導書

◉Ｂ５判・二分冊・ＤＶＤ １枚付き

◉定価︵本体１８︑
０００円＋税︶

﹃学習指導書 教材研究と学習指導﹄

総論︑各教材の解説のほか︑授業展開例︑評価規準例といった具体的な資

料を教材ごとに掲載しました︒用語集などの基礎資料も充実しています︒

﹃学習指導書 朱書編﹄

教科書の紙面をそのまま活用し︑朱書きで解説を加えた学習指導書です︒

学習指導のアウトラインや指導のポイント︑支援が必要な生徒への手だて︑

教材分析や語句解説などをわかりやすく示しています︒

﹁データ資料集ＤＶＤ﹂

教科書採録毛筆課題︵書き初め含む︶の半紙大字形例︵手本︶と練習用ワ

ークシート︵かご字など︶
︑毛筆・硬筆の補充用字形例などのデータを収録

しています︒

毛筆動画︑ワークシート︑年間学習指導計画例などを収録しています︒

指導者用デジタル教科書︵教材︶ 弊社専用サイト︵ことまな学校サポート

サイト︶からダウンロードのうえ︑ご使用ください︒
︵ Windows
端末に５台

までインストール可能︶

教科書紙面と動画コンテンツを収録しています︒機能例 教科書紙面︑教科

書の二次元コード参照先サイトの動画・その他毛筆執筆動画・解説動画等

DVD

[現代の国語] デジタル教科書

・本商品のライセンスには Windows 版／iPad 版双方のライセンスが付属します。
・Chrome OS は Web ブラウザ版のみの提供となります。
・ご導入環境により下記のオプション版①②をご提供いたします。
① サーバ運用版
Windows 版のみ使用可能です。
② Web ブラウザ版
Windows×Chrome
Windows×Edge（Chromium ベース）
Windows×IE11 ※動作速度の観点からは Chrome／Edge のご利用を推奨いたします。
Chrome OS×Chrome

「ことまな」
ことまなは、三省堂が
ご 提 供 す る教 育 ICT
サービスのプラット
フォームです。
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授業のためのさまざまな学習指導プログラムを提案してまいります。
Webサイト

学習辞書

［教科書専用ページ］
https://tb.sanseido.co.jp/

例解新国語辞典

第十版

B6 判・1392 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）
監修 林四郎
編著 篠崎晃一（編修代表）
相澤正夫，大島資生
令和 3 年より使われる教科書を
調査し、大型辞典にも載ってい
ない語句・語義を含め 2000 項
目分を増補した中学生向けトッ
プセラー。圧倒的な情報量で、
中学入学前から高校受験まで
の学習を強力に支援。

ことまな

例解新漢和辞典

ことまなは、三省堂がご提

第五版

供する教育 ICT サービス
のプラットフォームです。

類書中最大級の親字数 7000 余。

指導者用デジタル教科書（教
材）
学習者用デジタル教科書
「ことまな辞書」アプリ
漢字学習アプリ（無料）
（こと
まな S アプリ）

伝統的な部首配列。漢語・現
代 語 など 熟 語 3 万 6000 語。新
たに「漢文とは」
「漢詩につい
て」などを付録に増補、
「異字
同訓」の漢字の使い分け例」を
本文解説とリンク。中学生の
漢字学習に最適の漢和辞典。

など

参考書籍
［教育実践、研究書など］
『評価が変わる、授業を変える』

B6 判・1344 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）
編著 山田俊雄（編修代表）
戸川芳郎，影山輝國

国語教育情報誌
『ことばの学び』

『授業づくり、学級づくりの勘どころ』

教育情報誌
『教育最前線』
など

『思考力を高める授業』
『メロスはなぜ少女に赤面するのか』
『対話して行動するチームのつくり方』

教科書・教材サイト

https://tb.sanseido.co.jp/

〒101‑8371 東京都千代田区神田三崎町 2‑22‑14 ☎03‑3230‑9411
（編集）・9412
（営業）

