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デジタルテキスト
現代の書写

(
,

………………

*
………………

教師用指導書・デジタルテキスト
参考書籍・学習辞書
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※当パンフレットの記載情報は 2018 年 1 月現在のものです。
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指導書・教材のご案内
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現代の国語
現代の書写
15 三省堂 1 年 国語 729 2 年 国語 829 3 年 国語 929
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[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︑データ資料集ＤＶＤ・ＣＤ各１枚付き
◉各学年 定価︵本体２５︑
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 下﹄﹃教材研究と学習指導 資
料編﹄
︑
﹃
﹁読み方を学ぼう﹂活用ガイド﹄﹃データ資料集ＤＶＤ／ＣＤ解説書﹄の五分冊︒

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 教材提出の意図

教材の系統図

①作品解釈・要旨について

２ 教材の分析
②構成

﹃教材研究と学習指導 上・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

１ 指導と評価の計画

Ⅱ 学習指導の研究

５ 参考

４﹁私の本棚﹂について

３ 著者と出典

⑤図版の解説

④語句・表現の解説

③教材の特色

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︒

﹃教材研究と学習指導 資料編﹄
各教材の解説や紹介図書の書誌情報などを収録しています︒

﹃
﹁読み方を学ぼう﹂活用ガイド﹄
︵全学年共通︶
﹁読み方を学ぼう﹂の一七の方略について︑授業での活用例のほか︑他の教科書教材
との関連︑学んだ方略を活用するためのテキストなどを収録しています︒

①学習目標

②言語活動

﹁話すこと・聞くこと﹂動画あり

③評価規準

﹁データ資料集ＤＶＤ﹂

﹁読むこと﹂教材の本文データ︵ルビ有り・ルビ無し・総ルビ︶
︑テスト問題例︵全国

④学習指導のアウトライン

４ 参考

３﹁学びの道しるべ﹂の解説

２ 学習指導の展開例

学力テストＢ問題対応の問題含む︶
︑
﹁読むこと﹂教材・漢字・文法ワークシート︑
﹁話

聴解問題などの﹁話すこと・聞くこと﹂音声資料を収録しています︒

﹁データ資料集ＣＤ﹂

すこと・聞くこと﹂動画資料等を収録しています︒

DVD
CD

2

﹃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 解説は二色︵赤字・青字︶で補記
◉各学年 定価︵本体６︑
０００円＋税︶

教科書の紙面をそのまま使用し︑解説を加えた学習指導書です︒
学習活動例や評価規準︑支援が必要な生徒への手だて︑指導のポイント︑教材分析
や語句解説︑問題解答例︑図版や筆者の解説など︑授業づくりに役立つさまざまな
情報を﹁赤字﹂と﹁青字﹂の二色を用いて︑わかりやすく示しました︒

﹃現代の国語﹄

学習指導書︻朗読ＣＤ︼１・２・３
◉ＣＤ４枚組・解説書付き 漢文の中国語読みを収録
◉各学年 定価︵本体２０︑
０００円＋税︶

本編・資料編の﹁読むこと﹂全教材と︑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︒

朱書編の紙面サンプル
︵２年﹁小さな手袋﹂
︶

学習指導要領との対応・配当時数・
学習活動の流れ・出典情報などを
青字で表示︒

読解のポイント・解釈・指導上の
留意点・解答例などを赤字で表示︒

3

[現代の国語] 生徒用教材

﹃現代の国語﹄完全準拠
１・２・３ 採用品

教科書の﹁読み方を

学 ぼう﹂をしっかり

と身につけられます︒

▼２年﹁小さな手袋﹂で活用

な力となります︒

用することで︑確か

方﹂を他の教材で活

身 に つ け た﹁読 み

▲1年「空中ブランコ乗りのキキ」

ワークブック
◉Ｂ５判・１２８ページ＋別冊解答 ページ
◉各学年 定価︵本体６００円＋税︶

﹃現代の国語﹄に完全準拠したワークブックです︒教科書の内
容にそって︑古典を含む﹁読むこと﹂全教材︑﹁文法のまど﹂﹁文
法のまとめ﹂
︑
﹁ことば発見﹂
︑
﹁漢字のしくみ﹂
︑
﹁古典情報﹂に
ついて︑自学ができる﹁必携学習ノート﹂として構成しました︒

豊富な図解で﹁学び方﹂がわかりやすい︒

▼１年﹁竹取物語﹂で活用

で「人物相関図」を学習

24
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﹁読み取りのヒント﹂も
豊富に掲載︒

１年﹁少年の日の思い出﹂

ポイントを解説︒

﹁解答編﹂にも読解の

﹁コラム﹂で学習のまとめ
と整理ができます︒

﹃現代の国語﹄完全準拠

実力アップ問題集

１・２・３ 店売品

◉各学年 Ｂ５判・１２８ページ＋別冊解答 〜 ページ
◉各学年 定価︵本体１︑
０００円＋税︶

﹃現代の国語﹄に完全準拠した総合問
題集です︒
﹁基礎をつくる﹂﹁実力をつくる﹂﹁実力
をアップする﹂の三段階で構成︑基礎

１・２・３ 店売品

習で︑内容理解を着実にアシストしていきます︒

タートさせ︑その上で教科書本文に即した設問に答えていく形の学

て端的に理解するところから学習をス

教材の内容やポイントを図表等を用い

自学自習を支援する教科書ガイドです︒

◉各学年 定価︵本体２︑
０００円＋税︶

◉各学年 Ｂ５判・１９２ページ

教科書ガイド

﹃現代の国語﹄完全準拠

内容です︒

小テストや定期テストはもちろん︑高校入試までを視野に入れた

から応用までの力がしっかり身につけられます︒

24

予習・復習はもとより︑定期テスト対策・高校入試の準備にも活
用できます︒

5
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[現代の国語] デジタルテキスト

拠
が

1

指導者用デジタルテキスト1・2・3
OS

Windows版
iOS版
ハイブリッド版

（Windows版＋iOS版）

﹃現代の国語﹄

指導者用 デジタルテキスト１・２・３
学習者用 デジタルテキスト１・２・３

新
に

校内フリーライセンス 〈1年間or教科書利用期間一括〉

ライセンス期間

価格

年間（1年間）

24,000 円＋税

教科書利用期間一括

80,000 円＋税

年間（1年間）

24,000 円＋税

教科書利用期間一括

80,000 円＋税

教科書利用期間一括

104,000 円＋税

インストール方法

DVD‑ROM／
ダウンロード
ダウンロード
DVD‑ROM／
ダウンロード

＊現在ご利用中のものとハイブリッド版との差額をお支払いいただくことで、ハイブリッド版へグレードアップすることもできます。
＊年間ライセンスはライセンスを更新していただくと、引き続きご利用になれます。

学習者用デジタルテキスト1・2・3

1端末1ライセンス 〈教科書利用期間一括〉

OS

ライセンス数

Windows版／
iOS版

一括導入（100ライセンスまで）

1ライセンス
大規模導入（校内フリー）

価格

3,000 円＋税

60,000 円＋税

インストール方法

ダウンロード

100,000 円＋税

＊
「学習者用」は指導者用デジタルテキストをご購入いただいた学校のみの販売とさせていただきます。
＊これまでご購入いただいた「学習者用」のライセンスはすべて「教科書利用期間一括」に自動延長されています。
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●思考のツール

「読み方を学ぼう」アニメーション

●歴史的仮名遣い学習用

フラッシュカード

新機能

教科書新設の「読み方を学ぼう」に完全対応したコンテ
ンツ。思考のプロセスを可視化しています。

新機能
歴史的仮名遣いの学習に役立つ，フラッシュカードを新
たに搭載。目で見て読んで，記憶して，古語をスムーズに
覚えられます。

「話すこと・聞くこと」動画

三省堂は，CoNETS プラット
フォームを通じてデジタル
教科書を提供してまいります。

スピーチやプレゼンテーションなど，教科書教材に準拠
した動画を収録。活動の方法・手順，モデル例の確認が
できます。

◉動作環境〈2018年1月現在〉
指導者用

学習者用

Windowsデスクトップ
OS
Windows7SP1, Windows8.1, Windows10
（32bit/64bit 対応）※1
CPU
Intel Core i3 以上推奨
メモリ
4GB 以上
ハードドライブ空き容量 4GB 以上（ビューア 1GB＋教材 3GB）
モニタ
1024×768 以上，TrueColor（32bit）※2
ブラウザ
Internet Explorer11
その他
.NET Framework4.5 以降／Aero 設定：ON※2

CPU
メモリ
ハードドライブ空き容量
モニタ
ブラウザ
その他

iOS（注）
OS

iOS
OS

対応デバイス
ストレージ空き容量

iOS10 以降
iPad（第 5 世代以降），iPad Air2，iPad Pro※3
3GB 以上（ビューア 1GB＋教材 2GB）

Windowsストアアプリ
※1
OS
Windows8.1, Windows10（32bit/64bit 対応）

対応デバイス
ストレージ空き容量

Intel Core i3 以上推奨
4GB 以上
2GB 以上（ビューア 1GB＋教材 1GB）
1920×1080 以上
Internet Explorer11
.NET Framework4.5.1 以降
iOS10 以降
iPad（第 5 世代以降），iPad Air2，iPad Pro※3
2GB 以上（ビューア 1GB＋教材 1GB）

Microsoft，Aero，Internet ExplorerおよびWindowsは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel Coreは，米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
※1 WindowsRTには対応しておりません。
※2 Windows7の場合のみ。
※3 iPad miniは推奨動作環境外となります。
（注）指導者用のiOS版は端末間連携ができないなど，一部機能に制限があります。

動作環境や導入にあたっての条件等はCoNETSのWebサイトにて最新の情報をご確認ください。 http://www.conets.jp/

-

﹃現代の書写 一・二・三﹄
学習指導書
◉定価︵本体１２︑
０００円＋税︶

三学年で﹃学習指導書﹄︵
﹃指導用ＤＶＤ Ｒ‑ＯＭ﹄１枚付き︶
﹃指導用原寸大資料 上﹄﹃指導用原寸大資料 下﹄の三分冊︒

﹃学習指導書﹄
◉Ｂ５判・２５６ページ

総論︑各単元の解説のほか︑授業展開例︑評価規準例︑朱
書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︒

﹃指導用原寸大資料﹄
上 教科書掲載課題︵毛筆︶

半紙大練習用ワークシート（行書の筆使い）
半紙大字形例
半紙大練習用ワークシート

下 書き初め課題︵毛筆︶
／補充用課題︵毛筆・硬筆︶
◉Ｂ４判・上 ページ・下 ページ

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
充用字形例などを収録しています︒

﹁指導用ＤＶＤ ＲＯＭ﹂
◉１枚

毛筆動画︑毛筆・硬筆のワークシート︑年間指導計画例な

DVD
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動画（毛筆の構え方）

硬筆ワークシート
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動画（行書の筆使い）
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どを収録しています︒
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[現代の書写] 教師用指導書

ト

●
「指導用原寸大資料」および「指導用DVD‑ROM」収録ワークシートの例

。

●
「指導用DVD‑ROM」収録動画・ワークシートの例
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[現代の書写] デジタルテキスト

どを収録しています︒

﹃現代の書写﹄

校内フリーライセンス

校内フリーライセンス

指導者用デジタルテキスト

﹃現代の書写﹄指導者用デジタルテキスト

︿教科書利用期間一括ライセンス﹀

０００円＋税︶
Windows◉定価︵本体２０︑
平
※成 年度版教科書をご採用の期間中︑ご利用いただけます︒

﹃現代の書写﹄指導者用デジタルテキスト

︿年間ライセンス﹀

０００円＋税︶
Windows ◉定価︵本体６︑

拡大，書き込みが自在にできます。作業状態はスナップシ
ョットで保存できます。

一
※年間ご利用いただけます︒次年度以降はライセンスを更新していただくと︑引き続きご利用になれます︒

自在な紙面表示

28

●

三省堂は，CoNETS プラット
フォームを通じてデジタル
教科書を提供してまいります。

示範動画・解説動画
毛筆教材（
「春光」など）の示範動画や，毛筆の基礎基本（姿勢・
執筆，基本点画など）の解説動画を 60 点以上再生できます。

自在なリンク
教科書の任意のページや外部の資料（CoNETS 内他教科書，
各種ドキュメント，ウェブページなど）を，教科書紙面からワ
ンクリックで開くことができます。

/

◉動作環境〈2018年1月現在〉
Windows7 SP1，Windows8.1
Windows10（32bit/64bit 対応）※1
CPU
Intel Core i3 以上推奨
メモリ
4GB 以上
ハードドライブ空き容量 3GB 以上（ビューア 1GB＋教材 2GB）
モニタ
1024×768 以上，TrueColor（32bit）※2
ブラウザ
Internet Explorer 11
その他
.NET Framework 4.5 以降／Aero 設定：ON※2
OS

Microsoft，Aero，Internet ExplorerおよびWindowsは，米国Microsoft
Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel Coreは，米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商
標です。
※1 WindowsRTには対応しておりません。
※2 Windows7の場合のみ。

動作環境や導入にあたっての条件等はCoNETSのWebサイト
にて最新の情報をご確認ください。 http://www.conets.jp/

半

●

参考書籍

変わる学力，
変える授業。

髙木展郎＝著
定価（本体2,300円＋税）
A5判 232ページ

思考力を高める授業

佐藤佐敏＝著
定価（本体2,000円＋税）
A5判 160ページ

中学校・高等学校 言語活動を

軸とした国語授業の改革

授業づくり，
学級づくりの
勘どころ
吉川芳則＝著
定価（本体2,300円＋税）
A5判 208ページ

「新たな学び」
を支える
国語の授業 上

中洌正堯＝監修／石丸憲一・
岸本憲一良・香月正登＝編著
定価（本体1,800円＋税）
B5判 152ページ

プレイフル・ラーニング

10のキーワード

上田信行・中原 淳＝編著
定価（本体2,500円＋税）
B5変型判 200ページ

論理力をはぐくむ
国語の授業

学校を元気にする
50のルール

田中宏幸・大滝一登＝編著
定価（本体2,000円＋税）
A5判 224ページ

長崎伸仁・山口国語授業研究会＝著
定価（本体2,300円＋税）
B5判 184ページ

尾木直樹＝著
定価（本体1,600円＋税）
四六判 256ページ

書道授業の実践的研究

「チーム学校」を創る

言語活動と探究的な
学習の授業デザイン

国語授業における
「対話」学習の開発

谷口邦彦＝著
定価（本体1,900円＋税）
A5判 176ページ

塩谷京子・堀田龍也＝編著
定価（本体1,800円＋税）
A5判 224ページ

先生のための入門書

著作権教育の第一歩
川瀨真＝監修

大和淳・野中陽一・山本光＝編
定価（本体1,900円＋税）
B5判 144ページ

対話流

清宮普美代・北川達夫＝著
定価（本体1,500円＋税）
四六判 224ページ

髙木展郎・三浦修一・
白井達夫＝著
定価（2,400円＋税）
A5判 208ページ

花田修一＝編著
定価（本体1,900円＋税）
A5判 160ページ

学校における対話と
コミュニティの形成

荒木寿友＝著
定価（本体2,800円＋税）
四六判 352ページ

国語の力

村田伸宏・
「群馬・国語
教育を語る会」
＝著
定価（本体1,900円＋税）
B5判 160ページ
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学習辞書

新しい中学国語教科書に対応

第四版 増補新装版

◉編著＝山田俊雄︵編修代表︶
︑戸川芳郎・影山輝國

例解新漢和辞典

◉監修＝林 四郎︑編著＝篠崎晃一
︵編修代表︶
・相澤正夫・大島資生

◉Ｂ６変型判・二色刷り・１３２８ページ／本体２︑
６００円＋税

第九版

◉Ｂ６変型判・二色刷り・１３６０ページ／本体２︑
６００円＋税

類書中最多の親字数７０００余︒
Ｊ ＩＳ第一・第二水準の漢字︑新

例解新国語辞典

年度より使われる教科書を調査し︑大型辞典にも載ってい

平成

漢語︑現代語︑漢字で書きあらわす外来語などを含む熟語３万５

﹁常用漢字表﹂
︑新﹁人名用漢字﹂に対応︒伝統的な部首配列︒
５００︒生きた用例を豊富に収録︒

ない語句・語義を含め１０００項目分を増補︒総収録項目数は５
万９０００︒

漢 字 本 来の 意 味 と日 本 語 独 特の

ことばの誤用・意味の誤解に気づくための﹇注意﹈マークと︑尊敬
語・謙 譲 語・丁 重 語 を 使いこな す

意味・用法を区別して説明︒

﹁異 字 同 訓の漢 字の使い分け 例﹂

ための﹇敬語﹈マークを掲載︒
詳 しい 語 釈 と 表 現・参 考・注 意・

﹁同音異義語の使い分け﹂を増補

験まで強力に支援︒

な情報量で︑中学受験から高校受

敬 語・表 記・方 言 欄で説 く 圧 倒 的

新明解類語辞典

◉編者代表＝鈴木一雄 編者＝桑原博史・山口佳也・鈴木康史

◉Ｂ６判・１６１６ページ／本体３︑
４００円＋税

◉編＝中村 明

第三版 増補新装版

◉Ｂ６判・二色刷り・１１６０ページ／本体１︑
９００円＋税

話す︑書く︑ということばによる表現に役立つ約５万７０００項

全訳基本古語辞典

収録語数は古文学習に必要十分な１万２０００語︒

全用例に現代語訳付き︒

語義解説と豊富な用例で︑各語の

ンスの違いなども説明する丁寧な

意味を確認し︑使い分けやニュア

目を収録︒

教科書に載る有名古典から多くの

使い方がわかる︒

り収録︒

人 名・地名・作 品 名・和 歌︵百人一首 含む︶
・俳 諧・枕詞 もしっか

例文を引用︒

実 際の表 現に 役 立つよ う︑連 語︑

慣用句︑オノマトペも多く収録︒
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サポート・ネットワーク・プログラム（SNP）
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。

デジタルテキスト

生徒用教材

学習辞書

『完全準拠 ワークブック』

『例解新国語辞典』

デジタルテキスト（指導者用）

『完全準拠 実力アップ問題集』

『例解新漢和辞典』

デジタルテキスト（学習者用）

『完全準拠 教科書ガイド』 ▶P.4

［国語］

など

▶ P.11

▶ P.6

［書写］
デジタルテキスト
（指導者用）▶P.9

教師用指導書

Webサイト

［国語］

［教科書・教材サイト］

学習指導書【教材研究と学習指導】

http://tb.sanseido.co.jp

学習指導書【朱書編】
学習指導書【朗読CD】 ▶P.2
［書写］
学習指導書

▶ P.8

参考書籍

国語教育情報誌

［教育実践，研究書など］

『ことばの学び』

『思考力を高める授業』

『ことばの学びニュースレター』

『
「チーム学校」を創る』

など

『変わる学力，変える授業。
』
『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

『国語授業における「対話」学習の開発』
など

▶ P.10

メールサポート kokugo@sanseido-publ.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）
大 阪 支 社 〒530‑0002 大阪市北区曽根崎新地 2‑5‑3

☎06‑6341‑2177

名古屋支社 〒460‑0002 名古屋市中区丸の内 3‑21‑31 協和丸の内ビル 2F
九 州 支 社 〒810‑0012 福岡市中央区白金 1‑3‑1

☎052‑953‑9211
☎092‑531‑1531

札幌営業所 〒060‑0042 札幌市中央区大通西 15‑2‑1 ラスコム 15 ビル 3F

☎011‑616‑8722

