令和３年度〜 教育芸術社 中学校音楽教科書準拠

2022年
３月発売

中学生の音楽 １／２・３上 ／２・３下

学習者用デジタルコンテンツ
中学生の器楽

学習者用デジタルコンテンツ・映像資料
GIGA スクールに対応！ Chromebook、iPad、Windows で使用できる！
音楽で ICT の活用 ができる、教科書に対応したデジタルコンテンツ集！
「指導者用デジタル教科書（教材）」に搭載されている機能のうち、

「創作」の教材を中心に生徒一人一台のタブレット端末で利用できます。

さらに、プログラミング的思考の育成にも役立つ２つの新たなコンテンツを搭載しました！

教科書の内容に沿って「創作」の実践ができるコンテンツ

音符や記号の学習の確認ができる［フラッシュカード］

NEW!!

〈リズムづくり〉

リズムカードを並べて、リズムづくりができます。
拍に合わせてつくったリズムを実際に打ち、
正しく演奏ができたかの確認ができます。

〈和音の動きと旋律づくり〉

「中学生の器楽」は、

和音の動きを考えながらコードを選び、

一人一人が演奏方法などを

次の画面ではリズムと音を入力して

動画で学習できる

映像資料

旋律づくりの活動ができます。

を

豊富に搭載しています。

＊指導者用デジタル教科書（教材）には含まれていません。

商品ラインナップや動作環境は、裏面をご確認ください。
教育芸術社のウェブサイトでは、各巻の搭載機能一覧や、
【Web 版 体験コンテンツ】を公開しています。

https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/
2021jhs/digitalcontents/
※本資料に掲載している内容や仕様は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

表示ソフトウェアは
「まなビューア」を採用しています。

商品情報 （2022年度 中学校用）
ラインナップ

※本資料では、
「中学生の器楽 学習者用デジタルコンテンツ・映像資料」も「学習者用デジタルコンテンツ」と表記いたします。

製品種類

発

売

使用期間

価格・ライセンス単位*1

備

考

提供方法

１ライセンス 各巻 990円
１／２・３上／
２・３下／器楽
（全４巻）

学習者用デジタル教科書

学習者用デジタル教科書 ＋
学習者用デジタルコンテンツ
［セット］
［2022年3月発売］

学習者用デジタルコンテンツ
［スクールパック １年間版］
［2022年3月発売］

１／２・３上／
２・３下／器楽
（全４巻）

◇１人１ライセンス

（使用するユーザー数の
ライセンス購入が必要です。）

１ライセンス 各巻 1,540円
（本体1,400円+税10%）

卒業年度末まで

◇１人１ライセンス

（使用するユーザー数の
ライセンス購入が必要です。）

各巻 11,000円

１／２・３上／
２・３下／器楽
（全４巻）

学習者用デジタルコンテンツ
１／２・３上／
［スクールパック 教科書使用期間版］ ２・３下／器楽
［2022年3月発売］

（本体900円+税10%）

卒業年度末まで

（全４巻）

（本体10,000円+税10%）

１年間

◆校内フリーライセンス

（2022年度末まで）

「学習者用デジタル教科書」
と
が
「学習者用デジタルコンテンツ」
ご利用いただけます。

クラウド配信版
DVD-ROM版

クラウド配信版*2

※一体型ではございません。

「学習者用デジタルコンテンツ」
のみ
ご利用いただけます。

は含ま
（同一の校内であれば、使用期間内は ※「学習者用デジタル教科書」
れておりません。
ユーザー数に関係なく利用できます。）
※
「学習者用デジタル教科書」の購入
有無に関わらず導入いただけます。
各巻 29,700円
※「学習者用デジタル教科書」
と併せ
（本体27,000円+税10%）
令和３年度版教科書の
てご利用される場合は、別途購入い
◆校内フリーライセンス
使用期間終了まで
ただくか、
［セット］の購入をご検討
（同一の校内であれば、使用期間内は
ください。
ユーザー数に関係なく利用できます。）

クラウド配信版*2

*1 学校名でのライセンス発行となり、個人での購入はできません。
*2 クラウド配信版がご利用いただけない場合、個別対応させていただきます。詳しくはお尋ねください。

各製品内容について

学習者用デジタル教科書

「学習者用デジタル教科書」
のみ
ご利用いただけます。

生徒一人一台のタブレット端末で使用します。
紙の教科書の内容を表示でき、拡大や書き込
み機能のほか、特別支援機能
（機械音声読み上
げ、総ルビ、白黒反転）
が使用できます。

学習者用デジタルコンテンツ
［2022年3月発売］

※音源や動画、創作などのコンテンツは搭載されて
おりません。

生徒一人一台のタブレット端末で使用します。
創作教材などのコンテンツが使用できます。
「中学生の器楽」
は、一人一人が奏法などを確
認できる映像資料を再生できます。
※音源や動画は、一部を除き搭載されておりませ
ん。また、教科書紙面は含まれておりません。
※
「学習者用デジタル教科書」
とは一体型ではござ
いません。
「まなビューア」の本棚からは、それぞれ
別に起動して使用します。

※
「指導者用デジタル教科書
（教材）
」
は指導書セットでの販売となります。詳しくは https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2021jhs/ をご覧ください。

動作環境

◎最新の動作環境は、教育芸術社のウェブサイトにてご案内いたします。

Windows PC
Windows 8.1/10/11
（日本語版）
Home、Pro*3

対応OS

※Windows 10 S/11 S
（Sモード）
は除く

iPad
iOS 12、iPadOS 13 以降

Chromebook
Google Chrome OS
（最新版を推奨）

推奨スペック・端末

メモリ4GB以上

iPad Air 2 以上
（2014年10月以降に発売されたiPad、iPad Pro）

メモリ4GB以上

ディスプレイ（画面の解像度）

1,366×768ピクセル以上

Retinaディスプレイ以上

1,366×768ピクセル以上

対応ブラウザ

まなビューア専用ブラウザ
（Windows版）
、
Microsoft Edge*4、Google Chrome

まなビューア専用ブラウザ
（iPad版）
、Safari

Google Chrome

まなビューア専用ブラウザ
（Windows版）

まなビューア専用ブラウザ
（iPad版）

ー

まなビューア専用ブラウザ
（Windows版）
、
Microsoft Edge*4、Google Chrome

まなビューア専用ブラウザ
（iPad版）

Google Chrome

（クラウド配信版）

対応ブラウザ

（DVD-ROM版：ローカル方式）

対応ブラウザ

（DVD-ROM版：サーバーオンデマンド方式）

サーバーの動作環境
（サーバーオンデマンド方式で使用の場合）

※iPad miniは非対応

対応OS：Windows Server 2012 以降
（日本語版）※IISが稼働していること ／
推奨スペック：メモリ4GB以上 ／ ネットワーク転送速度：100Mbps以上の高速回線を推奨

*3 Windows 8.1/10では、32/64ビット対応です。 *4 Microsoft Edgeは、Windows 10/11が対象です。また、Internet Explorerモードは除きます。

◯ 最新の情報は、教育芸術社のウェブサイトにてご確認ください。
◯ 本資料に掲載している内容や仕様は、予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。

企画・発売：株式会社 教育芸術社
コンテンツ制作：スズキ教育ソフト株式会社

株式会社 教育芸術社

〒171-0051 東京都豊島区長崎 1-12-14
https://www.kyogei.co.jp/

◯内容に関するお問い合わせ〈第二編集部〉
Tel:03-3973-6484 ／ Fax:03-3973-6400
◯購入に関するお問い合わせ〈販売部〉
Tel:03-3957-1177 ／ Fax:03-3957-9223

（2021.10）

