
デジタル教材や
アクティブ・ラーニング用教材

から厳選！

デジタル教材（中学校）

教材通販 smartschool for TEACHERS には、
授業で必要な教材を多数取り揃えています。

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000 ＝ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。取

https://www.smartschool.jp
Webでラクラクご注文！

さらにカタログなら

表示価格は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

●対応OS：Windows 11／10／8.1、MacOS 12／11／10.13～10.15●収録内容：算数・国
語・英語・理科・社会・体育・プログラミング●準拠内容：新学習指導要領●契約年数：なし ●出荷/包
装単位：1 

がくげい
ランドセルシリーズ 個別PCインストール版

商品コード 種別 規格 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  135-365  ランドセル　小学1年  シングルライセンス  GMDV-261A(1) 

 1枚  ￥4,700 ￥4,465  ￥4,911 

 ②  135-366  ランドセル　小学2年  シングルライセンス  GMDV-262A(1) 

③  135-367  ランドセル　小学3年  シングルライセンス  GMDV-263A(1) 

④  135-368  ランドセル　小学4年  シングルライセンス  GMDV-264A(1) 

⑤  135-369  ランドセル　小学5年  シングルライセンス  GMDV-265A(1) 

⑥  135-370  ランドセル　小学6年  シングルライセンス  GMDV-266A(1) 

取

取

取

取

取

取

●対応OS：Windows 11／10／8.1、MacOS 12／11／10.13～10.15●準拠内容：新学習指導要領●契約年数：なし ●出荷/包装単位：1 

がくげい
デジタルスタディ シリーズ 個別PCインストール版

商品コード 種別 規格 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  135-371  中学1年　デジタルスタディ  シングルライセンス  GMDV-100F(1) 
 1枚  ￥4,700 ￥4,465  ￥4,911  ②  135-372  中学2年　デジタルスタディ  シングルライセンス  GMDV-101F(1) 

③  135-373  中学3年　デジタルスタディ  シングルライセンス  GMDV-102F(1) 

取

取

取

デジタル教材（小学校）

▲ 3年 算数 ぼうグラフを作ろう

▲ 5年 英語 listen and play

▲ 6年 理科 ものの燃え方

▲ 6年 算数 並べ方

▲ 1年 国語 どうさをあらわそう

▲ 3年 理科 からだパズル

▲ 1年 数学 文字をつかった式

▲ 1年 英語 単語

▲ 3年 数学 円周角

▲ 2年 理科 熱でばらばらにする

ランドセル®シリーズ 小学1年～6年
 ● 「ランドセル」シリーズは、学習ソフトのロングセラー。販売総数102万本以上、3,800校以上の小学校に導入されています。

掲載商品は
こちらから
ご覧いただけます。

チ ラ シ 有 効 期 限

2023年3月31日まで

主要教科1年分+英語+プログラミングを全学年に収録！ 新学習指導要領に対応

【対応教科書】 下記の教科では教科書を選択することができます
算　数（1～6年）東京書籍／学校図書／教育出版／大日本図書／啓林館／日本文教出版
漢　字（1～6年）東京書籍／学校図書／教育出版／光村図書
理　科（3～6年）東京書籍／学校図書／教育出版／大日本図書／啓林館／信州教育出版社
英　語（5～6年）東京書籍／啓林館／学校図書／教育出版／三省堂／光村図書／開隆堂

学校でお使いの教科書を選択することにより、授業に沿った学習が可能です。
新学習指導要領に準拠！ 学校の授業に合わせた学習が可能

新学習指導要領で必修となった英語・プログラミングが学べるコーナーを全学年に追加収録。
学年に合わせた難易度で、英語・プログラミング教育をサポートします。

英語・プログラミングを全学年に収録

充実した内容のドリル（算数・国語・理科・社会）や、全国学力・学習状況調査模試（5・6年）
などプリント教材を多数収録しています。便利なPDF指導案集+ワークシートも付属。

印刷して使えるプリント教材が充実

デジタルスタディ®シリーズ 中学1年～3年
 ● 理科の実験や観察、数学の考え方や図形問題など、視覚的に学べるよう工夫されています。

主要教科1年分+学力テスト模試を全学年に収録！ 新学習指導要領に対応

【対応教科書】 下記の教科では教科書を選択することができます
英 語 教育出版／東京書籍／三省堂／光村図書／開隆堂／啓林館

数 学 教育出版／東京書籍／学校図書／日本文教出版／啓林館／大日本図書／数研出版

理 科 教育出版／東京書籍／学校図書／啓林館／大日本図書

社 会 （地理）教育出版／東京書籍／日本文教出版／帝国書院
（歴史・公民）教育出版／東京書籍／日本文教出版／帝国書院／育鵬社

漢 字 教育出版／東京書籍／学校図書／三省堂／光村図書

2021年度の新学習指導要領（新教科書）に準拠した学習内容になっています。
学校で採択している教科書の単元に沿った項目で学習することができます。

新学習指導要領に準拠！ 学校の授業に合わせた学習が可能

英語には、単語、慣用表現、文章など、
全学年で2000を超えるネイティブ音声を収録

ネイティブ音声で英語力アップ

問題・解答用紙をプリントして、
本番さながらの模試を体験することができます。

全国学力・学習調査 模擬試験つき

算数 国語 英語 理科 社会 体育 プログラミング

特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!特集!

P.28

P.28

教 材 通 販



受付時間
平日 9:00～18:00 　土曜 9:00～17:30※日・祝・年末年始は除く

Webでラクラクご注文

https://www.smartschool.jp
FAXでご注文

ご注文

時間受付
24
FAXでのご注文は、smartschoolカタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

ご不明な点・カタログの請求に関してはお問い合せセンターまでご連絡ください。

※日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はご注文前に、スマートスクールお問い合せセンターまでご連絡ください。
※M価はメーカー希望小売価格（税抜）です。

担当販売店

プラス株式会社　ジョインテックスカンパニー
チラシ有効期限：2023 年 3月31日

FAX 0120-597-459

お問い合せ
センター TEL 0120-598-721

磁石が埋め込まれ4枚か5枚をつなげる事で
直径90cmの円になります。

４人１組でのアクティブ・ラーニングに。
（1枚の発表板に4人で書き込みができます）

意見の「可視化」。

思いついたアイデアを次々に書き込み、
そのアイデアをつなげていく
思考の整理に役立つシートです。

アクティブ・ラーニングの
授業におすすめ！

暗線入りの発表ボードです。

ＴＵＫ
つながるえんたく発表ボード

●8枚組（表裏に各8ツール）●B3判●外寸（横x縦x厚）：515×364×0.3mm●質量：約570g●材質：紙製両面PPラミ
ネート加工●ホワイトボード用マーカー対応●付属品：教師用解説書●監修：黒上晴夫（関西大学総合情報学部教授）※肩書
きは制作当時。※シンキングツール®は、黒上晴夫氏の登録商標です●収録ツール（表面/裏面）： 1.ベン図/くま手チャート、
2.くま手チャート/Xチャート、3.Xチャート/Yチャート、4.Yチャート/クラゲチャート、5.クラゲチャート/ピラミッドチャート、
6.ピラミッドチャート/フィッシュボーン、7.フィッシュボーン/バタフライチャート、8.バタフライチャート/ベン図　※表裏で
異なるツールになっているため、1セットで同じツールが2グループで使えます。 ●出荷/包装単位：1 

●寸法： ① 直径400×厚0.5mm ② 直径400×厚0.6mm●質量：210g●材質： ① PET、黒板塗料、マグネット ② 合成紙（ラ
ミネート加工）、マグネット●セット内容： ① 同色4枚組 ② 4色枠印刷各1枚 ●出荷/包装単位：1 

●材質：ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石●セット内容：ウ
ェビングマップマグネット＝グリーン28枚、ブルー4枚、オレンジ2枚
●サイズ：グリーン＝縦79×横144×厚さ0.4mm、ブルー＝縦79
×横219×厚さ0.4mm、オレンジ＝縦164×横294×厚さ0.4mm
●付属品：イレーザー付き黒ペン4個 ●出荷/包装単位：1 

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 133-801  1ｾｯﾄ  ￥16,800 ￥15,120  ￥16,632 

オータケ
思考マップマグネットシート（ウェビングマップ）

取

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 755-176  1組  ￥7,000 ￥7,000  ￥7,700 

全教図
シンキングツール®・ボード

取

ライト黒板
「問いかけ」シート

商品コード 種別 品番 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  103-200  まぐグリーン  EG-400H  1組  4枚  ￥18,000 ￥15,300  ￥16,830 
 ②  103-202  まぐカラー  EH-400H 取

取

●寸法： ① 直径250×厚0.5mm ② 直径250×厚0.6mm●質量：80g●材質： ① PET、黒板塗料、マグネット ② 合成紙（ラミ
ネート加工）、マグネット●セット内容： ① 3色印刷枠各2枚 ② 6色各1枚 ●出荷/包装単位：1 

ライト黒板
「私の考え」シート

商品コード 種別 品番 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  103-201  まぐグリーン  EG-250H  1組  6枚  ￥14,000 ￥11,900  ￥13,090 
 ②  103-203  まぐカラー  EG-250H 取

取

●外寸（横x縦x厚）： ① 450×300×1.5mm
 ② 600×450×1.5mm● 質 量： ① 400g ②
 800g●仕様： ① 片面暗線入り（太枠50mm、
細枠25mm方眼、クロス点線入） ② 片面暗線入
り（40mm方眼）●ボード面にマグネットは使用
できません。 ●出荷/包装単位：1 

オータケ
かるい発表ボード

商品コード サイズ 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  766-668 小  1枚 
 ￥3,000 ￥3,000  ￥3,300 

 ②  766-669 大  ￥5,000 ￥5,000  ￥5,500 取

●寸法：外形寸法：幅
880×奥行880×厚さ
3mm●質量：1.7kg●
材質：アルミ複合板、磁
石 ●出荷/包装単位：1 

オータケ
グループミーティングボードA

商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 766-628  1枚  ￥15,800 ￥15,010  ￥16,511 取

片面
マーカー用

マグネット
連結式

片面
マーカー用

片面
マグネット付

裏面
マグネット

裏面
マグネット

両面
マグネット

15,010
（税込 ￥16,511）

15,120
（税込 ￥16,632）

アクティブ・ラーニング用ボード

教材通販 smartschool for TEACHERS には、
授業で必要な教材を多数取り揃えています。

＝2022年smartschoolカタログの掲載ページです。P.000 ＝2022年smartschool for TEACHERSカタログの掲載ページです。P.000 ＝ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。取

さらにカタログなら https://www.smartschool.jp
Webでラクラクご注文！

表示価格は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

片面
マーカー用

話し合い活動をスムーズに進める。

 ●  児童・生徒による
事象の比較や分類、
関係付けや考えを具体化させる
“思考スキル”を高める
図形ツールです。

 ● ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
● 枠自体が磁石になっているので、
教室の黒板に貼り付けて使用できます。

●寸法：幅465×奥465×高5mm●
質量： ① 1.2kg ② 0.3kg●材質：発泡
ポリプロピレン、磁石●対象学年：小
学校3年生～（大人でも使えます） ●
出荷/包装単位：1 

商品コード 種別 品番 単位 入数 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

 ①  103-332  4枚セット  108434  1組  4枚  ￥19,000 ￥16,150  ￥17,765 

 ②  103-333  1枚  108433  1枚  ￥5,000 ￥4,250  ￥4,675 

15,300
（税込 ￥16,830）

11,900
（税込 ￥13,090）

使用例

（1枚の発表板に4人で書き込みができます） 片面
マグネット付

（1枚の発表板に4人で書き込みができます） 片面
マグネット付マグネット付

880mm

ＴＵＫ

磁石付

P.60
P.60

P.60

P.60 P.60

P.62

片面
チョーク用

①

片面
チョーク用

①
片面

マーカー用

②

片面
マーカー用

②

両面

マーカー用
チョーク用

①

①①①

①①①
直径40cm ② 15,300

①

②

①① ②直径25cm直径25cm
②

8枚組 マーカー用アクティブ・ラーニングの

・ボード

関係付けや考えを具体化させる

使用例

P.417

4 枚組合せ時 5枚組合せ時

465

465

4枚組合せ時 5枚組合せ時
4 枚組合せ時 5枚組合せ時

465

465

300
mm

450mm


