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誰でも簡単に活用できる革新的なデジタル教科書誰でも簡単に活用できる革新的なデジタル教科書
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地　図

見せたい要素のみを表示できる1

距離や大きさを実感できる2

●拡大 ･縮小　地名や地図記号など、地図の細部まで確認できます。

●白地図切り替え　ワンクリックで白地図表示することができます。

●距離計測　直線と円で距離計測ができるので、距離感覚を養うことができます（日本地図のみ）。

●面積比較　 日本の各地方や 47 都道府県、南西諸島のシルエットをパズルのように動かせるので、
　比較して大きさを実感できます。

▲直線による計測では、最大10区間まで計測可能

▲ペンツールを使って自由に書き込み可能

●レイヤー切り替え　※ Windows 版のみの機能です。

自然、農業など見せたい要素のみを選んで表示できます。様々な要素を組み合わせることで、相互の関連を捉え
る学習ができます。

大幅に機能が向上！ 地図をより活用した幅広い授業が可能に！

▲地図のレイヤー切り替え

最大800％
まで拡大可能

▲面積比較

▲主題図のレイヤー切り替え（全59図を収録）

比較できる4

動かすことで理解が深まる3

学習を深められる連携機能5

▲日本と同緯度の国探しや、面積比較ができます。

●デジタル地球儀　 ※ Windows 版のみの機能です。

地球儀を画面上で自由に動かしながら見られます。
表現の切り替えも可能。クイズも収録しています。

●学研ニューワイド学習百科事典
国名・都道府県名などについて、より詳細か
つ最新の情報にアクセスできます。
※インターネット環境が必要です。

●検索機能
巻末の地名索引を網羅しているため、探したい場所を簡単に
表示することができます。

●統計資料の並べ替え
数値の大きい順・小さい順にワンクリックで
並べ替えができます。
※統計は、無料で更新できます。

●アニメーション
地理の概念やしくみをわかりやすく解説したアニメー
ションです。全部で 21 点収録しています。

●雨温図の比較
日本・世界の雨温図を多数収録。2 都市の雨温図を並べて
表示したり重ねて表示したりすることができます。

▲日本と同緯度の国探しや、面積比較ができます。

●2画面表示
地図帳の別々のページを並べて表示できます。
書き込みや白地図切り替えも可能です。

●マイリンク
地図上の任意の場所にピンを置き、ウェブサイトや画像ファ
イルなどを関連づけることができます。



①デジタル教科書活用例（指導案）
授業のどの場面でデジタル教科書を活用すればよ
いかがわかります。 ※別添 CD に PDF データを収録。

先生方から寄せられた「コンテンツの具体的な活用場面を示してほしい！」「授業の流れで活用でき
るコンテンツがほしい！」というご要望に応えるべく、新たに「デジタル教科書活用例（指導案）」「学
習プリント」「授業スライド」を全時間分収録しました。

②学習プリント
デジタル教科書で学習した内容を定着させること
ができます。 ※別添 CD に PDF データも収録。

地理／歴史／公民

授業で効果的に活用するための3つの支援ツール1

③授業スライド
デジタル教科書活用例（指導案）と学習プリントの展開に沿ったスライドです。クリックしていくだけで
関連するコンテンツを表示できるため、スムーズに授業が進められます。

誰もが授業で簡単に使える、革新的なデジタル教科書！

クリック

コンテンツと連携し、
授業で効果的に活用できる

基本機能2
●レイヤー切り替え
複数レイヤーに分かれた図版を見せたい要素ごとに
選択表示できます。

●特別支援教育への対応
特別な支援が必要な生徒に向けた表示機能
を用意しています（総ルビ表示機能、白黒
反転表示機能）。

●スライダー形式の図版コンテンツ
初期状態では図版の全体を隠しており、スライダーを
動かすことで図版の全体を表示できます。

クリック

●デジタル地図帳へのリンク
地図のデジタル教科書（デジタル地図帳）
をインストールした場合のみ、デジタル
地図帳へのリンクアイコンが表示され、ク
リックするとデ
ジタル地図帳の
該当ページに移
動します。セッ
ト購入をお勧め
します。
※地理のデジタル教科書には、日本全図が収録
　されています。

クリック

▲総ルビ表示機能



各分野の注目機能3

●動画　全30点収録しています。

●アニメーション★　紙面上では教えにくい地理の基本概念を丁寧に解説。全21点収録しています。

●雨温図★　世界各地（全60地点）や日本各地（全70地点）の雨温図を表示し、比較できます。

●統計資料★　地図帳の巻末に収録されている統計資料を自由に選択表示できます。

●白地図　世界の6州、日本の7地方を表示できます。
●日本全図★　日本列島を1枚につなげて見ることができます。

●グラフクリエータ★　様々な種類のグラフを作成できます。
※★印のついた機能は、地図のデジタル教科書にも搭載されています。

地理
雨量の計測 永久凍土 かんがい 国際河川 国際分業
氷河地形 サンゴ礁 領土 ･領空 ･領海 扇状地 三角州
季節風と降水 火砕流 津波 高潮 土石流
促成栽培と抑制栽培 カルデラ 単作、二毛作、二期作 石狩平野の土地改良 輪作
水島コンビナートのしくみ

冬のロシアの洗濯物の乾かし方 リオデジャネイロのカーニバル 吉野すぎの伐採のようす
寺院でのいのり チュキカマタ銅山の露天掘り 船上で選別されるズワイガニ
教会でいのりをささげる人々 ハカ ハイブリッドカーの生産ライン
モスクの前でいのりをささげる人々 兵庫県南部地震でたおれた高速道路 東京の人の多さがわかる映像
メッカでの礼拝 東北地方太平洋沖地震で発生した津波が堤防をこえるようす 東京ガールズコレクション
中国の大気汚染 火砕流・土石流 青森ねぶた祭
オランダの伝統的なチーズ市場 中国風おどりが見られる長崎くんち かまくら
マサイのおどり 八幡浜のみかん 秋田竿燈まつり
カカオの収穫 石見神楽の公演 南部鉄器の製造風景
パナマ運河 観光客でにぎわう水木しげるロード 根釧台地の酪農

▲アニメーション ▲雨温図

▲白地図

▲グラフクリエータ

▲統計資料

▲日本全図

●動画　全18点収録しています。

●インタビュー　帝国書院の社員が行った企業経営者などへのインタビューが収録されています。
（全6点）

●用語解説　本文の黄色く示された部分をクリックすると、用語解説を表示できます。

●日本国憲法　本文からワンクリックで該当条文へ移動できます。

公民

●本文からのリンク
本文の赤く示された部分をク
リックすると、関連するコン
テンツを表示できます。

●動画　全41点収録しています。

東海道新幹線の開業 金曜礼拝 大規模災害を想定した避難訓練 領土 ･領空 ･領海
日本万国博覧会 断食月の日没後の食事 1960年代の石油化学コンビナート オバマ大統領の「核なき世界」演説
平仮名 ･片仮名の成り立ち 寺院でのいのり 国連総会で演説するマララ・ユスフザイさん オスプレイ
礼拝 ケネディ大統領の就任式 中国の大気汚染
クリスマスを祝う 魚のせりのようす メタンハイドレート

みかん農家の声 衝突回避装置の開発者の声 中小企業の経営者の声
介護福祉施設の経営者の声 障がい者雇用を促進する経営者の声 農業生産法人の経営者の声

石包丁と高床倉庫 藍染め 伝統的な糸つむぎ 安保闘争
東大寺大仏 祇園祭 紡績機による糸つむぎ 東海道新幹線の開通
石見神楽 能 鉄砲伝来 日本万国博覧会
流鏑馬 狂言 製糸のようす ベトナム反戦運動
東大寺南大門と金剛力士像 歌舞伎 ･勧進帳 電話 オスプレイ
平家物語 三味線 ヒトラーの演説 「ベルリンの壁」の崩壊を喜ぶ人々
おどり念仏 検地のようす 第一次世界大戦時の戦車 世界貿易センタービル爆破
農業技術の発達 茶の湯のようす 真珠湾攻撃 東日本大震災
糸つむぎ 三線 ガマに火炎放射器で攻撃するアメリカ兵
紅花染め たたら製鉄 学徒出陣
人形浄瑠璃 ･心中天網島 蒸気機関車 極東国際軍事裁判

▶「ここに注目」ボタンを押すと、
　  重要部分が赤く示されます。

クリック

クリック

▲インタビュー ▲用語解説（出典：学研ニューワイド学習百科事典）

●タイムトラベル
全10図を、巻物のように1枚につなげて表示できます。
解説の表示・非表示を切り替えることもできます。

歴史



〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 3-29
TEL 03-3261-9038 ／ FAX 03-3234-7002
http://www.teikokushoin.co.jp/

株式会社 取扱店

OS Windows7 SP1 ／ Windows8.1 ※ 1 ／ Windows10
CPU Core i3 以上推奨
ハードドライブ空き容量 ４GB 以上
メモリ ４GB 以上推奨
モニター（解像度） 1,024×768 以上
画面の表示色数の設定 True Color 32 ビット以上 ※ 2

アプリケーションプログラム Adobe®AIR®※ 3 

ブラウザ Internet Explorer11 以上 ※ 4、Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版などの標準ブラウザのいずれか

必要な周辺機器 DVD-ROM ドライブ（インストール時のみ）

サーバ運用
◦�ファイルサーバで運用の場合は、インストール先を任意のファ

イルサーバへ変更してください。
◦WEB サーバでの運用は非対応となっております。

注※ 1　Windows RT は非対応です。
注※ 2　Windows7 の場合のみ。Windows8.1 の場合は、設定不要です。
注※ 3　 本ソフトウェアを使用するには「Adobe®AIR®」のインストールが必要です
　　　　（本ソフトウェアにインストーラを同梱しています）。
注※ 4　2016 年 1 月 12 日以降、マイクロソフト社の Internet Explorer サポートポリシーの変更により、
　　　　各 OS の最新版の Internet Explorer のみがサポート対象となりました。
　　　　このため、Internet Explorer 10 をご使用の場合、Internet Explorer 11 への更新をお勧めします。
※使用期限は、対応する教科用図書の使用期限に準じます。

※使用期限は、対応する教科用図書の使用期限に準じます。

OS Windows7 SP1 ／ Windows8.1 ※ 1 ／ Windows10

CPU Core i3 以上推奨

ハードドライブ空き容量

① CoNETS ビューア……１GB 以上
② 地理コンテンツ 6GB 以上
　 歴史コンテンツ 4GB 以上
　 公民コンテンツ 2GB 以上

メモリ ４GB 以上推奨

モニター（解像度） 1,024×768 以上

画面の表示色数の設定 True Color 32 ビット以上 ※ 2 

アプリケーションプログラム ① Internet Explorer 11 ※ 3

② .NET Framework 4.5 以降

必要な周辺機器 DVD-ROM ドライブ（インストール時のみ）

サーバ運用 ◦ファイルサーバで運用の場合は、別途お問い合わせください。
◦WEB サーバでの運用は非対応となっております。

注※ 1　Windows RT は非対応です。
注※ 2　Windows7 の場合のみ。Windows8.1 の場合は、設定不要です。
注※ 3　2016 年 1 月 12 日以降、マイクロソフト社の Internet Explorer サポートポリシーの変更により、
　　　　各 OS の最新版の Internet Explorer のみがサポート対象となりました。
　　　　このため、Internet Explorer 10 をご使用の場合、Internet Explorer 11 への更新をお勧めします。
※ DVD-ROM 版の使用期限は、対応する教科用図書の使用期限に準じます。
※ダウンロード版の使用期限は、ライセンス発行日から 1 年後の翌月末までです。

※同一の学校内の公費で購入した全ての PC での使用が可能です。
※ Windows8.1 以降では、デスクトップモードのみ動作します。
※ OS が Windows8 の方は 8.1 に無償アップデートをお願いします。
※一部、インターネット環境がないと使えない機能がございます。
※ CoNETS の名称、ロゴは登録商標または商標です。
※対応 OS のバージョンについては予告なく変更する可能性がございます。
※本ソフトの仕様は、改良等の目的にて予告なしに変更することがございます。

※学習者用デジタル教科書も発売予定です。詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。

★印のついたセット商品を
購入すると、地理・歴史・
公民のデジタル教科書の紙
面上に、地図のデジタル教
科書（デジタル地図帳）へ
のリンクアイコンが表示さ
れ、クリックするとデジタル
地図帳の該当ページに移動
します。セット購入をお勧
めします。

《地図　Windows 版》

《地図　iOS 版》

《地理》《歴史》《公民》

《留意事項》

●商品一覧

●動作環境

●お得なセット商品も販売します（いずれもWindows 版のDVD-ROM版のみ）

品番 商品 本体価格（税別） 備考
57203 地図 Windows 版 60,000 円 DVD-ROM
57204 地図 iOS 版 55,000 円 ダウンロード型アプリ
57300 地理 DVD-ROM 版 75,000 円

Windows のみ対応

57301 地理ダウンロード版 単年 20,000 円
57400 歴史 DVD-ROM 版 75,000 円
57401 歴史ダウンロード版 単年 20,000 円
57500 公民 DVD-ROM 版 75,000 円
57501 公民ダウンロード版 単年 20,000 円

・OS　　　　　　 iOS7 以降
・対応端末　　　　 第 4 世代 iPad 以降
・ストレージ　　　 空き容量 4GB 以上

品番 商品 本体価格（税別）
57600 地図・地理セット　　　　　　　★ 111,000 円
57601 地図・歴史セット　　　　　　　★ 111,000 円
57602 地図・公民セット　　　　　　　★ 111,000 円
57603 地理・歴史セット 120,000 円
57604 地理・公民セット 120,000 円
57605 歴史・公民セット 120,000 円

品番 商品 本体価格（税別）
57606 地図・地理・歴史セット　　　　★ 156,000 円
57607 地図・地理・公民セット　　　　★ 156,000 円
57608 地図・歴史・公民セット　　　　★ 156,000 円
57609 地理・歴史・公民セット 160,000 円
57610 地図・地理・歴史・公民セット　★ 196,000 円
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