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国語
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ テスト・ワークシート集
教材名／出版社 光村の国語指導評価CD-ROM ／光村教育図書
準拠 光村図書教科書準拠
対象 １～3年 
提供方法 CD-ROM（各学年1巻）

ポイント

★教科書の学習内容をまるごと評価、指導できる光村の教材セット。
★必要なシートを希望の用紙サイズにプリントアウトして使用できる!
★「読むことテスト」「聞き取りテスト」が収録。「読むことテスト」は、教科書の
 単元別に、基本・発展のテストを収録。教室の実態に合わせて選択が可能。
★学力調査対策としても使える「思考力・活用力問題シート」も収録。

斡旋単価 14,025円（各学年）
商品URL https://www.mitsumura-kyouiku.co.jp/c-kyozai/sidou/kokugo/2.html

カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 問題データベース 国語 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★毎年最新のプリントがインターネットで配信。

★習熟度別学習に対応。高校入試にも対応。
★教材作成の負担軽減!そのまま使える「テンプレート」のほか、
 学年を超えた領域別・ステップアップ問題等も、簡単に作成できる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/mondait/index.html#
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円

斡旋単価 ※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）もあり。 
※問題データベース「タブレットドリル」導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/383/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 問題データベース タブレットドリル 中学校国語 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース」の問題をタブレットやパソコンで解ける。

★レベル別に4種類のプリントを用意。自分のレベルに合ったプリントが解ける。
★わからない単元を解説動画で確認が可能。生徒の自学自習を助ける。

使い方動画 https://tabweb.tokyo-shoseki.co.jp/support/td/tutorials.html

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/300/d

【中学校】 デジタル教材  おすすめリスト

●ご注文方法
「教材等斡旋WEB発注システム」にて、 斡旋依頼の

手続きをお願いいたします。
●お問い合わせ●

教材斡旋担当 assen@joes.or.jpまでご連絡ください。
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国語 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 家庭向けプリント配信サービス ※前出の「問題データベース」採用校のみ購入可能。

教材名／出版社 プリントひろば 中学校国語 ／ 東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の問題データベースの「家庭向けプリント配信サービス」の国語。

★習熟度に合わせた３段階のプリント約400枚を収録。
★学習履歴を記録するチェックシート、難しい問題のヒントや解き方の
 詳しい解説など、自学自習に最適。

斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/381/d

カテゴリ 映像ソフト
教材名／出版社 デジタル国語便覧 －古典文学編－ ／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年 
提供方法 WEB配信／DVD
ポイント ★従来の紙の便覧とは異なる新しい方法論に基づき、デジタルの特性を活かし、

 古典文学への興味を広げる指導者用の教材。
★作品・作者情報、知識の定着を図るワークコンテンツ、作品紹介映像を中心とした
   デジタルコンテンツを豊富に収録。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/binran_koten/menu/menu.html

斡旋単価
Web配信1年契約 18,700円
学校フリーライセンス（DVD）71,060円

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/379/d

カテゴリ 映像ソフト
教材名／出版社 デジタル国語便覧 －近現代文学編－ ／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年 
提供方法 WEB配信（1年契約）／学校フリーライセンス（DVD）
ポイント ★上記のデジタル国語便覧の「近現代文学編」。

★平成30年度 教育映像祭 優秀作品賞を受賞。
★全国文学さんぽ、文学のクイズなど、豊富なコンテンツを収録。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/binran_koten/menu/menu.html

斡旋単価
Web配信1年契約 12,155円
学校フリーライセンス（DVD）46,750円

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/379/d

数学
カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 中学校数学シミュレーション ver.5 ／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年 
提供方法 WEB配信（1年契約）
ポイント ★数式・関数領域、図形領域、課題学習等を網羅したシミュレーションソフト。

★単元ごとの学びのポイントを理解しやすい。
★教材を通して、数学的な見方や考え方を広げ深められる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/other/Chusu3/index.html

斡旋単価
74,800円（各学年、学校フリーライセンス）
※基本パッケージ（学校で管理する端末１台で利用）の販売もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/28/d
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数学 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 動かしてわかる数学 図形編 学校内無制限 ／ウチダ
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 CD-ROM
ポイント ★タブレットや電子黒板でも使いやすい操作性。

 図形を自由に動かせるので、生徒が自発的に考える機会がつくれる。
★各コンテンツに対応した確認問題（ワークシート）も付属。
 課題に取り組みやすく定着を図ることが可能。

斡旋単価 26,180円（学校内無制限）
商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/19,5025,73,311,html

カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 Studyaid D.B. オンライン ／ 数研出版
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 デスクトップアプリ版／ブラウザ版 
ポイント ★クラウド上の問題データベースから、プリントや試験問題が作成できる。

「プリントを作る」ために特化した機能が満載!先生のプリント作りをサポート。
★作成したプリントを、生徒のタブレット端末に簡単に送れる。
★問題検索機能も充実（出題校など）。類問も複数の書籍から簡単に見つけられる。

体験版URL https://www.chart.co.jp/stdb/online/demo.html
斡旋単価 斡旋単価等は斡旋担当までお問い合わせください。
商品URL https://www.chart.co.jp/stdb/online/

カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 問題データベース 数学 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース」の数学。

★毎年データ更新で高校入試にも対応。最新のプリントがインターネットで配信。
★苦手な内容を克服する解説動画等も新規追加。チャレンジプリントも増補。
★教材作成の負担軽減!そのまま使える「テンプレート」のほか、
 学年を超えた領域別・ステップアップ問題等も、簡単に作成できる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/60/index.html

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース「タブレットドリル」導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/383/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 問題データベース タブレットドリル 中学校数学／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信(1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース タブレットドリル」の数学。

★「問題データベース」の問題をタブレットやパソコンで解ける。
★クラスや生徒の学習結果はいつでも把握可能。生徒に合わせた授業ができる。
★学習履歴から苦手なプリントを配信。効率よく学習できる。

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/300/d

商品URLから

ご確認ください。
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数学 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 家庭向けプリント配信サービス ※前出の「問題データベース」採用校のみ購入可能。

教材名／出版社 プリントひろば 中学校 数学 ／ 東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出「プリントひろば」の数学。家庭のパソコンやタブレットで学習できる。

★習熟度に合わせた３段階のプリント約300枚を収録。
★学習履歴を記録するチェックシート、難しい問題のヒントや解き方の
 詳しい解説など、家庭での自学自習に最適。

斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/381/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 中学校教科別テンプレート集 数学＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 DVD-ROM 
ポイント ★ワークシートの雛形集。授業中・宿題・自習プリントとして活用できる!

★Word・PDF形式が収録。文字・数字等の修正、図版やイラストも利用可能。
 学校オリジナルのワークシートが簡単に作成できる。
★学習活動の進め方等を示す「ねらいと活動のポイント」付き!

斡旋単価 ・単品:16,830円
・学校内無制限:68,723円

商品URL https://www.uchida.co.jp/education/catalog/mate87jr/#target/page_no=144

社会
カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 問題データベース 中学校社会 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース」の社会。

★毎年最新のプリントがインターネットで配信。毎年データ更新で高校入試にも対応。
★小学校のふりかえり学習プリントも用意。「チャレンジプリント」を増補。
★そのまま使う「テンプレート」、ステップアップ問題等も簡単に作成できる!

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/80/index.html

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース「タブレットドリル」導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002003/383/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 問題データベース タブレットドリル 中学校社会 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース タブレットドリル」の社会。

★「問題データベース」の問題をタブレットやパソコンで解ける。
★クラスや生徒の学習状況や結果がいつでも把握できる。
★学習履歴から苦手なプリントを配信。効率よい学習が可能。

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/300/d
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社会 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 家庭向けプリント配信サービス ※前出の「問題データベース」採用校のみ購入可能。

教材名／出版社 プリントひろば 中学校社会 ／東京書籍
準拠 標準
対象 １～３年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出「プリントひろば」の社会。家庭のパソコンやタブレットからアクセス。

★基礎からチャレンジ問題まで、３段階のプリント約300枚を収録。
★学習履歴を記録するチェックシート、難しい問題のヒント、詳しい解説など、
 自学自習に最適。

斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円 （学校フリーライセンス）
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/381/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 中学校教科別テンプレート集 社会＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 DVD-ROM 
ポイント ★前出の「中学校教科別テンプレート集」の社会の単品販売。

★授業ですぐに使えるワークシートの雛形集。約450ファイルを収録。
★印刷してそのまま使用可能。Wordでの内容の演習・修正もできる。
★各シートのねらいや使い方、指導のポイントも掲載。

斡旋単価 ・単品:16,830円
・学校内無制限:68,723円

商品URL https://www.uchida.co.jp/education/catalog/mate89jr/#target/page_no=382

カテゴリ 映像ソフト
教材名／出版社 映像データベース ＰＣ版 中学校社会／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★授業の中で、必要な映像をピンポイントで使用可能!

★写真や文章だけではつかみにくい現地や現場の実物の臨場感を生き生きと伝える。
★単元のまとめに活用できるコンテンツを収録。

斡旋単価
1年契約:46,750円（各教科）／5年契約:187,000円（各教科）
※学校フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002005/36/d

理科
カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 問題データベース 中学校理科 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース」の理科。

★毎年最新のプリントがインターネットで配信。「チャレンジプリント」を増補。
★「フリー」編集機能で，習熟度に応じたプリントや，学年や領域をまたいだ
 オリジナルの学習プリントが作成できる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/70/index.html

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり、問題データベース「タブレットドリル」
導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002005/383/d
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理科 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 問題データベース タブレットドリル 中学校理科 ／ 東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース タブレットドリル」の理科。

★「問題データベース」の問題をタブレットやパソコンで解ける。
★クラスや生徒の学習結果はいつでも把握可能。生徒に合わせた授業ができる。
★学習履歴から苦手なプリントを配信。効率よく学習できる。

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/300/d

カテゴリ 家庭向けプリント配信サービス ※前出の「問題データベース」採用校のみ購入可能。

教材名／出版社 プリントひろば 中学校理科／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出「プリントひろば」の理科。家庭のパソコンやタブレットからアクセス。

★基礎からチャレンジ問題まで、３段階のプリント約300枚を収録。
★学習履歴を記録するチェックシート、難しい問題のヒント、詳しい解説など、
 家庭での自学自習に最適。

斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円 （学校フリーライセンス）
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/381/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 中学校教科別テンプレート集 理科＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 DVD-ROM 
ポイント ★前出「中学校教科別テンプレート集」の理科の単品販売。約350ファイル収録。

★印刷してそのまま使用可能。Wordでの内容の演習・修正もできる。
★見方・考え方に沿った「ねらいと活動のポイント」付き。主体的・対話的で
 深い学びの実践をサポート。

斡旋単価 ・単品:16,830円
・学校内無制限:68,723円

商品URL https://www.uchida.co.jp/education/catalog/mate87jr/#target/page_no=144

カテゴリ 映像ソフト
教材名／出版社 映像データベース ＰＣ版 中学校理科／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「映像データベース」の理科。

★文書や写真だけではつかみにくい実験、自然現象のようすを、わかりやすく紹介。
★授業の中で、必要な映像をピンポイントで使用可能!

斡旋単価
1年契約:46,750円（各教科）／5年契約:187,000円（各教科）
※学校フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002005/36/d
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英語 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ プリント配信サービス
教材名／出版社 問題データベース 英語 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース」の英語。

★毎年最新のプリントがインターネットで配信。
★教材作成の負担が軽減!そのまま使える「テンプレート」のほか、
 学年を超えた領域別・ステップアップ問題等も、簡単に作成できる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/taiken/90/index.html

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース「タブレットドリル」導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002006/383/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 問題データベース タブレットドリル 中学校英語 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 1～3年
提供方法 WEB配信(1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「問題データベース タブレットドリル」の英語。

★「問題データベース」の問題をタブレットやパソコンで解ける。
★クラスや生徒の学習結果はいつでも把握可能。生徒に合わせた授業ができる。
★学習履歴から苦手なプリントを配信。効率よく学習できる。

斡旋単価
【全学年】1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。
※問題データベース導入校または同時購入特別価格もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002004/300/d

カテゴリ 家庭向けプリント配信サービス ※前出の「問題データベース」採用校のみ購入可能。

教材名／出版社 プリントひろば 中学校英語／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出「プリントひろば」の英語。家庭のパソコンやタブレットからアクセス。

★基本、たしかめ、チャレンジ問題の３段階のプリント、約500枚を収録。
★学習履歴を記録するチェックシート、難しい問題のヒント、詳しい解説など、
 家庭での自学自習に最適なプリント集。

斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円 （学校フリーライセンス）
※生徒数価格（全校生徒数分の購入が必要）あり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002001/381/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 中学校教科別テンプレート集 英語＜第３版＞
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 DVD-ROM 
ポイント ★前出「中学校教科別テンプレート集」英語の単品販売。約400ファイルを収録。

★印刷してそのまま使用可能。Wordでの内容の演習・修正もできる。
★「ねらいと活動のポイント」では、主体的・対話的で深い学びの実践を提示。

斡旋単価 ・単品:16,830円
・学校内無制限:68,723円

商品URL https://www.uchida.co.jp/education/catalog/mate87jr/#target/page_no=144
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保健体育 ご注文は「教材等斡旋WEB発注システム」にてお手続きをお願いいたします。
※提供方法は出版社HPに基づき表記しています。詳細は商品URLからご確認ください。

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 体育実技 スキルアップ支援ソフト
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 USB
ポイント ★単元ごとに豊富なお手本映像を収録。

★生徒を撮影・記録が可能。映像により、生徒自身で「変化」に気付ける。
 授業の振り返り、評価にも役立つ。
★戦術を説明するホワイトボード機能も搭載。

斡旋単価 187,000円 （学校フリーライセンス）

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001010/339/d

カテゴリ 映像ソフト
教材名／出版社 映像データベース ＰＣ版 中学校保険体育／東京書籍
準拠 標準
対象 1～3年
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出の「映像データベース」の保健体育。

★学習効果を高めるような、鮮明でダイナミックな映像を収録した映像教材。
★「保健編」…各単元の学習をすすめる上で有効な映像資料を収録。
★「体育編」…体育理論・柔道・剣道、創作ダンス、現代的なリズムのダンスを収録。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/movie/chu/pages/top.html

斡旋単価
1年契約:46,750円（各教科）／5年契約:187,000円（各教科）
※学校内フリーライセンス ※小学校セット料金は商品URLを参照ください

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/j/002008/54/d

音楽
カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 ボーカロイド教育版／ヤマハ
準拠 ー
対象 1～3年
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★楽譜が読めなくても直感的に、試行錯誤しながら、楽しく「歌づくり」を

 学習できるソフト。活動を通じて、｢論理的な思考｣や｢意見の集約を図る力｣､
 ｢表現する力｣など、様々なスキルが自然と育まれる。
★DVD1枚に、授業モデル・ワークシート・提示資料等が収録。
★ICT機器が不慣れな先生でも操作が簡単!

斡旋単価 20,900円（1ライセンス）
商品URL https://ses.yamaha.com/products/vocaloid_edu/

以上

●ご注文方法
「教材等斡旋WEB発注システム」にて、 斡旋依頼の手続きをお願いいたします。

●お問い合わせ
教材斡旋担当 assen@joes.or.jpまでご連絡ください。
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