
海外子女教育振興財団
助成チーム 教材等斡旋担当
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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 テスト集
教材名／出版社 光村のテスト 国語到達度評価シートCD-ROM ／光村教育図書
準拠 光村図書教科書準拠
対象 １～６年 
提供方法 CD-ROM（各学年1巻）
ポイント ★１枚のCD-ROMにテスト・赤刷り解答、 得点集計表のPDFを収録。

★教科書の単元にそって学習の到達度が確認できる。
★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。

斡旋単価 9,350円（各学年）
商品URL https://mitsumura-kyouiku.co.jp/s-kyozai/sidou/kokugo/3.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 １～６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。

★豊富なプリントテンプレートから必要なプリントが簡単に出力
★そのまま使う「テンプレート」のほか、学年・単元を問わず大問ごとに
 組み合わせて作る「フリー」問題作成機能あり。教材作成の負担軽減!

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 ※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）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/e/001001/383/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 小学校教科別テンプレート集 国語＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 １～６年 
提供方法 DVD-ROM 
ポイント ★シートは印刷するだけ!もちろん編集も可能。(Wordファイル・PDF収録）

★自分で考えて表現するワークシートも充実。
★各シートのねらいや使い方、指導のポイントも掲載。

体験版URL https://schoolsoft.uchida.co.jp/template_sho_taiken/
斡旋単価 ・単品:11,220円（全学年）

・単品・学校内無制限:45,815円（全学年）
商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/23,1083,73,297,html

【小学校】 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 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 小学校国語 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 １～６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。

★問題は自動採点、学習結果はサーバー上で管理が可能。
★苦手なプリントは「おすすめプリント」としてランキングで表示。
   苦手な問題を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
※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。
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/347/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 小学校国語 ／東京書籍
準拠 標準
対象 １～６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。

★家庭のパソコンやタブレットで使用可能。印刷もできる。
★習熟度に合わせた３段階のプリント約600枚を収録。
★学習履歴を記録するシート、解き方の詳しい解説など、自学自習に最適。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/pmon/index.html
斡旋単価 1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円

※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）、国算セット価格もあり。
商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/338/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 ことばのせかい ／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 ★ゲーム感覚で「読み・書き・言語事項」が楽しく学習できる。

★提示＆くりかえしの個別学習で学習内容の定着に有効。
体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/other/Kotoba1_3/index.html

斡旋単価
1年契約:74,800円 ／ 5年契約:280,500円（各学年・学校フリーライセンス）
※学校管理の端末1台ごとのパッケージもあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/13/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 小学校国語 ／東京書籍
準拠 標準
対象 1～６年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★映像を探す手間が軽減!教科書の単元で検索でき、履歴も残る。

★文章や写真では説明しづらい内容を映像でわかりやすく解説。
★昔話・神話、伝統芸能の等の映像を通して、授業をきめ細かくサポート。

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

斡旋単価 1年契約:46,750円 ／ 5年契約:187,000円（いずれも学校フリーライセンス）
商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/15/d
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算数 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 みんなでさんすう ver.4 ／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 ★紙の上ではできない、図形の変形や移動ができて、理解が深まる。

★ゲーム感覚で楽しみながら学べるので、算数への苦手意識がなくなる。
★算数の単元学習ができ、基礎・基本の補完や定着に役立つ。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/other/Minna3/index.html#splash

斡旋単価
1年契約:74,800円 ／ 5年契約:280,500円（各学年）
※いずれも学校フリーライセンス。
※学校管理の端末1台ごとのパッケージもあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001004/24/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 小学校算数シミュレーション ver.5 ／東京書籍
準拠 標準
対象 ４～６年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★図形の変形や移動、立体の３Ｄ表示など、紙の上ではできないような

 色々な角度から図形を見ることができ、子どもの理解が深まる。
★電子黒板やタッチペンに対応し，ペンや指で簡単に操作できる。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/other/Sansu4/index.html

斡旋単価
1年契約:74,800円 ／ 5年契約:280,500円（各学年）
※学校フリーライセンス。学校管理の端末1台ごとのパッケージもあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001004/25/d

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 夢中で算数 ／さくら社
準拠 標準
対象 １～６年 
提供方法 WEBブラウザ版
ポイント ★英語や中国語など、多言語字幕を採用。言葉の壁を越えて学習できる。

★学びを個別最適化できるよう、AIが一人一人に合った問題を出題。
★どの教科書でも使える、全学年全単元を収録。

体験版URL https://muchu-de-sansu-demo.sakura-sha.jp/
２年生 1000までの数

斡旋単価
各学年:10,450円／1ID（1年契約） 全学年:52,250円／1ID（1年契約）
※いずれも校内フリー。スタディ・ログ機能付き料金はHPに別途掲載。
※事前に体験版URLをお試しいただき、学校等での利用可否をご確認ください。

商品URL https://www.sakura-sha.jp/sansu-muchu-de-sansu/

カテゴリ 指導・学習ソフト
教材名／出版社 特別支援教育対応 さんすうセット ／さくら社
準拠 ―
対象 特別支援学級、日本語支援が必要な児童・生徒の方等
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★特別支援の専門家が選定。文字や声での指導が入らない児童・生徒でも、

 感覚で理解できるよう、教材を構成。
★数を数える、多い・少ないの判別など、算数の導入としても使える。
★デジタル教材が不慣れな先生にも操作がしやすい!

とけい  体験版URL https://www.sakura-sha.jp/soft-sansuuset/
なんじ なんぷん? 斡旋単価 20,900円

商品URL https://www.sakura-sha.jp/sansu-sansuuset/
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算数 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 小学校算数 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 １～６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」の算数（1～6年）。

★毎年最新のプリントがインターネットで配信。
★そのまま使う「テンプレート」のほか、学年・単元を問わず大問ごとに
 組み合わせて作る「フリー」問題作成機能あり。教材作成の負担軽減!

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

斡旋単価
全学年:1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/383/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 小学校算数 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 １～６年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★「問題データベース タブレットドリル」の算数（1～6年）。

★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。
★問題は自動採点、学習結果はサーバー上で管理が可能。
★苦手なプリントがランキングで表示。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
※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。
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/347/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 小学校教科別テンプレート集 算数＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準
対象 １～６年 
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★前出の「小学校教科別テンプレート集」の算数の単品販売。

★充実の約400ファイル（１～６年 ）を収録!
★シートは印刷するだけ!もちろん編集も可能(Wordファイル・PDF収録）
★まとめや確かめなど宿題にもぴったり!

体験版URL https://schoolsoft.uchida.co.jp/template_sho_taiken/

斡旋単価
・単品:11,220円（全学年）
・単品／学校内無制限:45,815円（全学年）

商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/23,1083,73,297,html

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 小学校算数 ／東京書籍
準拠 標準
対象 １～６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算数。

★家庭のパソコンやタブレットで使用可能。印刷もできる。
★習熟度に合わせた３段階のプリント約600枚を収録。
★学習履歴を記録するシート、解き方の 詳しい解説など、自学自習に最適。

体験版URL http://taiken.tokyo-shoseki.co.jp/webxp/pmon/index.html
斡旋単価 全学年:1年契約:18,700円 ／ 5年契約:74,800円

※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）、国算セット価格もあり。
商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/338/d
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算数 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 手書きタブレットドリル FLENSつながるドリル／FLENS
準拠 標準
対象 １～６年 
提供方法 専用URLよりアプリをダウンロード
ポイント ★タブレット専用の手書きのドリル教材。即時採点・集計が可能。

★3分間のタイムトライアルもできる。
★手書きのメモ欄には途中式が残り、見直しもできる。

斡旋単価
5年契約、50ライセンス（50人）以上での販売となります。
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://i-drill.jp/

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 小学校算数 ／東京書籍
準拠 標準
対象 1～６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」の算数。

★授業前の事前学習、授業後のまとめ学習用の教材として活用できる
★単元の内容をアニメーションで解説したコンテンツを収録。
 つまずきやすいポイントをキャラクターが解説!

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

斡旋単価
1年契約:46,750円 ／ 5年契約:187,000円
※いずれも学校内フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001004/404/d

社会・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 社会／理科セット ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 3～６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／理科セット。

★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/mondait/index.html

斡旋単価
1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円（3～６年生）
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/383/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 小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 ３～６年 
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★前出の「小学校教科別テンプレート集」社会の単品販売。

★各シートのねらいや使い方、指導のポイントも掲載。
★シートは印刷するだけ!もちろん編集も可能。(Wordファイル・PDF収録）
★理科・社会は精密なイラストや作るのが困難な図版なども収録。

体験版URL https://schoolsoft.uchida.co.jp/template_sho_taiken/
斡旋単価 ・単品:11,220円（３～６年）

・単品／学校内無制限:45,815円（３～６年）
商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/23,1083,73,297,html
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社会・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 小学校 社会 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 ３～６年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★「問題データベース タブレットドリル」の社会。

★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。
★問題は自動採点、学習結果はサーバー上で管理が可能。
★苦手なプリントがランキングで表示。効率よく学習できる。

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

斡旋単価
1年契約:65,450円 ／ 5年契約:261,800円（3～６年生）
※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。
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/347/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 小学校社会 ／東京書籍
準拠 標準
対象 3～６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」の社会。

★小学校で学習する内容のかなりの部分を扱う。
★写真や文章ではつかみにくい現地や現場の実物の姿を、オリジナルのビデオ映像で
 生き生きと伝える。

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

斡旋単価
1年契約:46,750円 ／ 5年契約:187,000円
※いずれも学校内フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001003/31/d

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 小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 3～６年 
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★前出の「小学校教科別テンプレート集」理科の単品販売。

★充実の約337ファイル（3～６年 ）を収録!
★シートは印刷して使用可能。すべてモノクロなので印刷も安心。
★Wordファイルの編集・修正も可能。掲載イラスト類も自由に利用できる。

体験版URL https://schoolsoft.uchida.co.jp/template_sho_taiken/
斡旋単価 単品:11,220円／学校内無制限:45,815円（3～６年）
商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/23,1083,73,297,html

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 小学校 理科 ／東京書籍
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 ３～６年 
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★「問題データベース タブレットドリル」の理科。

★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。
★問題は自動採点、学習結果はサーバー上で管理が可能。
★苦手なプリントがランキングで表示。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
※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。
※児童数価格（全校児童数分の購入が必要）もあり。

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001001/347/d
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社会・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 映像ソフト
教材名／出版社 映像データベース PC版 小学校理科 ／東京書籍
準拠 標準
対象 3～６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。

★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。
★さまざまな制約により、実演するのが困難な実験のようす、直接観察することが
 難しい事象についても収録。また、基礎的な技能なども収録。

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

斡旋単価
1年契約:46,750円 ／ 5年契約:187,000円
※いずれも学校内フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001005/58/d

体育
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 １～６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 小学校体育 ／東京書籍
準拠 標準
対象 １～６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」の体育（1～6年）。

★見本に加え、練習方法も多数収録。運動の流れや体の細かい動きまでわかる。
★子どもたちのつまずき対策としても活用が可能。

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

斡旋単価
1年契約:46,750円 ／ 5年契約:187,000円
※いずれも学校内フリーライセンス

商品URL https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/001010/53/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 1～6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/
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複数・その他教科 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 ランドセル／がくげい
準拠 標準（一部教科書会社に対応）
対象 １～６年 

教科

●1～2年:算数・国語・英語・生活・プログラミング・体育・プリント教材
●3～4年:算数・国語・英語・理科・社会・プログラミング・体育・プリント教材
●5～6年:算数・国語・英語・理科・社会・家庭・プログラミング・保健室から
     体育・プリント教材

提供方法 クラウド配信
ポイント ★3,800校以上の小学校で導入。学習指導要領に対応し全単元を網羅。

★主要教科＋「プログラミング」＋「英語」＋「プリント教材」を収録!
★低コストで授業にパソコン学習が導入できる。

体験版URL https://www.gakugei.jp/demo/20rand1/rando1/indexR1.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 http://www.gakugei.co.jp/school/sc_products/rando/index.html

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 ／東京書籍
準拠 標準
対象 １～６年 
教科 国語／書写／社会／算数／理科／英語／家庭／体育／道徳／特活・総合・生活
提供方法 WEB配信（1年契約／5年契約）
ポイント ★前出「映像データベース」は、各教科の単品販売だけでなく、小学校セット販売も用意。

★映像を探す手間が軽減!教科書の単元で検索でき、履歴も残る。
★授業で扱いやすい短い映像を5300本以上収録。
★切り取り再生、自動でのリピート再生等も可能。

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

斡旋単価
1年契約:46,750円 ／ 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/feature/video

カテゴリ ワークシート集
教材名／出版社 小学校教科別テンプレート集 5教科セット＜第３版＞ ／ウチダ
準拠 標準
対象 1～6年
教科 国語・社会・算数・理科・英語 
提供方法 DVD-ROM
ポイント ★前出のテンプレート集の5教科セット販売（国語・社会・算数・理科・英語）。

★シートは印刷して使用可能。Wordファイルの編集・修正も可能。
★各シートのねらいや使い方、指導のポイントも掲載。

体験版URL https://schoolsoft.uchida.co.jp/template_sho_taiken/
斡旋単価 187,000円

商品URL https://school.uchida.co.jp/index.cfm/23,1083,73,297,html

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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