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大好評「New 平面計画シール」マンション編，一戸建て編がいよいよデジタル化！
電子黒板で，タブレットで手軽に活用できます！

新刊

デジタル版 平面計画シール

●特徴●

・平面記号や家具パーツを自由自在に変更。
・カリキュラムや生徒の進捗に合わせて豊富なテンプレート（「フ
リー」
「間取り設定済み」「基本家具配置済み」など）で，製作
時間を短縮。生徒の理解をサポートします。
・トライアル＆エラーで生徒の自由な発想を引き出します。
・授業に活用できる，先生向けの資料を充実。
・直感でわかる操作感！

平成 27 年 4 月
iPad 版リリース！
平成 27 年秋
Windows 版リリース！
（予定）

ご購入に当たって〈iPad 版〉 ※ Windows 版は 2015 年秋発売を予定しています。
●動作環境
・iPad 第 3 世代以降（iOS8 以上）
・Safari（iOS 標準ブラウザ）
・インターネット接続が必要です。

さらに詳しい情報は，弊社ホームページ
でご確認ください。
http://www.kyoiku-tosho.co.jp/

●価 格
・教師用：本体 5,000 円＋税 （コード番号：3846990）
※教師用には，指導解説書
・生徒用（1 ライセンス）
：本体 267 円＋税 （コード番号：3847900）
※一人一つずつの ID を発行いたしますので，使用端末を共有する場合でも，生徒の人数分
のご購入をお願いいたします。
※ご利用期間は，最初のログイン後，半年間となります。

●ご購入・試用をご希望の場合は，弊社営業部までお問い合わせください。
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TEL: 03-3233-9100（代）

操作画面（現在開発中のため，実際と異なる場合がございます）

平面計画を始める前に，そこに住む家族構
成を設定します。

建具や家具のパーツを配置して，自由に平
面計画をすることができます。

説明の必要な家具には，イメージしやすいよ
う姿図と解説を表示させることができます。

家族で設定したキャラクタを各部屋に配置
することができます。

マンションの完成例です。

5 つの平面計画をたてることができ，完成し
たら先生に提出します。

デジタル版平面計画シールの機能
①氏名，年，組，番号の登録
②家族構成の設定（ライフスタイル，留意点の記入）
①間取りテンプレートの選択（１DK, ２DK, ３DK, 一戸建て，グリッドのみ）
②初期設定（建具・家具パーツの配置なし，間取り計画済み，基本家具配置済み）
※活用法，授業の進度，授業時間数などにより，実習の内容を変えることができます。
③平面計画（建具・家具パーツの配置・削除，移動，拡大縮小，回転，複製，上下の入れ替え

等）

※直感的な操作ですべてできますので，作業時間を大幅に短縮することができます。また，わか
りにくいパーツには，説明と姿図がついていますので，一つひとつの説明が必要ありません。
④データの保存
※一人５つの平面計画を保存することができます。保存したデータを呼び出して改変することも
可能です。
⑤提出
※実習のデータと感想を提出することができます。データは，電子黒板等に大きく表示し，学習
内容の確認をしたり，他の生徒の作品と比較することができます。

こんな活用方法も！

「New 平面計画シール」「New 平面計画シール２」をご購入の先生方へ
シール教材をご指導する際，先生がプロジェクタや電子黒板で作例を見せたり，生徒の作品を表示した
りできるよう，今回，普及を目的に教師用を特別価格，1,000 円＋税にてご購入いただけます。
是非，弊社営業までお問い合わせください。
※現在制作中のため，仕様，内容は変更となることがございます。ご了承ください。
3

NHK DVD・ビデオ教材
●第６弾●

新家庭科ベストセレクション

最新刊

最新今日から実践！ 食中毒予防 高齢者

高齢期の特徴と健康

新刊

新刊

●大好評「きょうから実践！ 食
中毒予防」の改訂版。近年猛威を
振るっているノロウイルスや，増
加傾向にあるアニサキスなど最新
の情報を用いて，食中毒の特徴と
予防について詳しく解説。調理実
習の前に必見です。
■約20分

■解説書・ワークシート付

■約20分

コード番号

定価

3846970

最新 今日から実践！

食中毒予防

15,000円＋税

●第５弾●

■カラー DVD

■各約20分

コード番号

3247080
3247090
3247100
3247110

定価

日本と世界の食文化 ～見て楽しむ
伝統的な料理～
日本と世界の衣服 ～見て楽しむ伝
統的な衣服～
【クリップ集】身の回りのものができ
るまで ～食・衣・住～
支え合う社会をめざして ～共生社
会に向けた取り組み～

■各約20分

3846980

定価

高齢期の特徴と健康

15,000円+税

日本と世界の食文化

日本と世界の衣服

身の回りのものができるまで

支え合う社会をめざして

栄養の科学

快適に暮らす住居

自分らしい職業の選び方

知っておきたいクレジットカードの基本

15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税

■解説書、
ワークシート付

コード番号
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■解説書・ワークシート付

コード番号

■解説書、
ワークシート付

●第４弾●

■カラー DVD

●高齢期を迎えると起こる心身の
老化や高齢期特有の疾病につい
て，原因や症状，予防法を最新の
映像を用いて科学的に解説しま
す。

定価

3247040

栄養の科学

3247050

快適に暮らす住居

3247060

自分らしい職業の選び方

3247070

知っておきたいクレジットカードの
基本

15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税

新学習指導要領対応！学習するテーマにあわせたDVD教材。

映像時間は各巻約20分なので、
授業での使い方の枠が広がります。
●第３弾●

将来のための経済計画

高齢者の生活とサポート
■カラー DVD

■各約20分

定価

3247000

将来のための経済計画

3247010

幼児の生活と家族

3247020

高齢者の生活とサポート

3247030

安全な住居〜防災・防犯編〜

15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税

●第２弾●

日本の食生活と文化

生命の誕生２〜命を育む〜
■各約20分

定価

8546810

日本の食生活と文化

8546820

食の安全と輸入大国日本

8546830

生命の誕生２～命を育む～

8546840

衣服と装いの科学

衣服と装いの科学

15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
環境と共生する暮らし

●第１弾●

朝食と生活習慣の科学
■各約20分

食の安全と輸入大国日本

■解説書、
ワークシート付

コード番号

■カラー DVD

安全な住居〜防災・防犯編

■解説書、
ワークシート付

コード番号

■カラー DVD

幼児の生活と家族

消費生活とトラブル防止

日本の住居

■解説書、
ワークシート付

コード番号

定価

3846930

環境と共生する暮らし

3846940

消費生活とトラブル防止

3846950

朝食と生活習慣の科学

3846960

日本の住居

15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
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Newヘルシープランナー Ver.4.6
簡単操作で素早く献立作成、手軽に栄養計算！
・財団法人日本視聴覚教育協会2006年優秀映像教材選奨学校教育部門優秀賞受賞
・日本食品標準成分表2010対応
・日本人の食事摂取基準2015対応
登録されている料理のレシ
ピ集も収録。自分で新たに
追加することも可能です。

今話題の「食事バランスガイド」での
診断機能も搭載。

動作環境
＜Windows＞
■インテル Pentium 4プロセッサ
■Microsoft Windows XP（Service Pack 2）日本語版、またはWindows
Vista日本語版/Win7
■512MB以上のRAM
＜Macintosh＞
■OS：Mac OS X 10.1 〜 10.5 日本語版
■512MB以上のRAM
※Mac OS X 10.6以降には対応しておりません。
※PowerPCモードでの動作となります。

コード番号

料理の表示では、
材料を隠して
料理名だけにすることができます。

Micrsoft Excel形式への
データの書き出しも可能。

データのコピーや行の挿入など、
操作性が大幅にアップしました。

定価

3846510-02

教師用（指導書付）

3846520-02

生徒用

3846530-02

生徒用 20 枚セット

3846540-02

生徒用 40 枚セット

※生徒用には指導書は付いておりません。

18,000円+税
4,800円+税
86,000円+税
163,000円+税

献立の達人Ver.3.0
楽しく学べる献立学習用ソフト教材！
特

徴

・最新「日本食品標準成分表2010」「日本人の食事 摂取基準2010
年版」「食事バランスガイド」完全準拠。
・100種類の料理写真収録。1,000種類以上の献立を 作成できます。
年齢・性別・身体活動レベルに応じた食事摂取基準、食品群摂取量
の目安を算出し、栄養評価を行います。
・作成した献立を構成・栄養・調理法・色・味の視点から分析・評価。
・評価結果は印刷可能。料理のレシピ、作り方、調理手順、時間配分
シートの印刷も可能です。
・最大1カ月分の献立を作成、保存可能。オリジナルの献立帳として
も役立ちます。

動作環境
＜Windows＞
■OS：Windows98SE/Me,2000/XP/Vista/7
■CPU：PentiumⅡ 500MHz以上
＜Macintosh＞
■OS：Mac OS X 10.1 〜 10.5 日本語版
※Mac OS X 10.6以降には対応しておりません。
※PowerPCモードでの動作となります。
■搭載メモリ：126MB以上の空き
■Windows＆Macintosh対応
※生徒用のご購入は10枚以上からになります。

コード番号

定価

3846320

教師用（指導書付）

3846330

生徒用

※生徒用には指導書は付いておりません。

19,800円+税
7,800円+税

食品くん
楽しみながら6つの基礎食品による食品分類が身につく！
料理・食品・栄養の関係が、ゲームをしながら楽しく学習できる。

食品を6群に
分ける
動作環境
＜Windows＞
■OS：Windows98以上
（XP/Vista/7対応）
■CPU：Pentium ■メモリ：8MB以上
■CD-ROMドライブ：4倍速以上
＜Macintosh＞
■OS：MacOS8.0以上 ■CPU：PowerPC G3プロセッサ
■メモリ：8MB以上の空き ■CD-ROMドライブ：4倍速以上
■Windows＆Macintosh対応
※生徒用のご購入は5枚以上からになります。

コード番号

定価

3846300

教師用（指導書付）

3846310

生徒用

※生徒用には指導書は付いておりません。
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7,800円+税
2,800円+税

ファッション、テーブル、インテリア
コーディネイトの実習をこの１本で！

色彩プランナー
ファッションコーディネイト

特

●状況設定にあわせて、色や形、
柄や布地を選んで、ベストの
ファッションを目指します。
体型や顔の形、髪型を選択

インナーアイテムを選択

ボトムアイテムを選択

テーブルコーディネイト

●テーブルやランチョンマッ
ト、食器や照明を組み合わせ
て、 お い し そ う な 食 卓 を 演
出！

テーブル、
クロス、
マットを選択

小物を配置

照明を選択

インテリアコーディネイト
●洋室、和室、浴室などで、床や壁
の材質や色を選び、家具を配置
することで、機能的で居心地の
よい空間をコーディネイト！

徴

・色やコーディネイトの基礎知識を学習する
ことができます。
・１ ６０万色の中から色を選ぶことができ、
何度でもやり直すことができます。
動作環境
＜Windows＞■OS：Windows98以上
（XP/Vista/7対応）
■CPU：PentiumⅡ以上 ■メモリ：32MB以上
（64MB以上推奨）
■CD-ROMドライブ：4倍速以上
＜Macintosh＞■OS：MacOSX10.1 〜 10.5日本語版
■CD-ROMドライブ：4倍速以上
※MacOSX10.6以降には対応しておりません。
※PowerPCモードでの動作となります。
※生徒用のご購入は5枚以上からになります。

コード番号

384-6260
部屋のタイプや広さを選択

家具を配置

小物を配置

384-6270

教師用
（指導書付き）

定価

15,800円+税
6,800円+税

生徒用

※生徒用には指導書は付いておりません。

コウノトリ博士の保育講座
①保育シミュレーション
いのちの誕生から妊娠、出産、乳幼児の保育まで！！
●乳幼児独特の豊かな表情、動作、声を取り入れた、マルチメディアならではの効果
でより深く内容を理解することができます。
●受精、
分娩、
授乳、
沐浴、
泣き声による対処法など9つのシミュレーションが行えます。

いのちの誕生から心身の成長ま
で，乳幼児の成長を学べる保育学
習ソフト

②育児日記
乳幼児の発達が一目瞭然！！
●身体、運動、知能、情緒の発達を月齢に応じて表示。問題やワークなど、ゲーム感覚
で乳幼児の特徴を学習できます。

③保育データベース
イラストを使ったわかりやすい解説！
●受精から乳幼児の成長まで、保育学習に必要なデータを項目ごとにわかりやすい
イラストで詳しく解説。

④保育ムービー集
貴重なシーンを動画で！
●胎児の超音波映像や出産の様子、乳幼児の日常生活などの貴重な動画を収録。

パーフェクト・コンシューマー
①家計簿
●継続して記録できるよう、操作はできるだけ簡単にしました。
●銀行引き落としやカードなどの設定もできます。
●入力データの集計やグラフ表示はボタン一つでできます。

②消費者問題シミュレーション
●代表的な悪質商法について、
シミュレーションしながら実態を学習します。
●ネガティブオプション、キャッチセールス、架空請求、マルチ商法が事例として
入っています。
●悪質商法事例集やクーリングオフ・クレジットカードについての資料も収録。

③意思決定プロセス
●意思決定の流れについて、シミュレーションしながら学習します。
●携帯電話、
自動車、賃貸契約についてのシミュレーションが収録されています。
●意思決定の流れについての資料も収録。

④クイズ・問題集
●消費生活に関する内容をイラストやアニメーションで楽しくクイズ。
●印刷してプリント学習に活用できるワークシート印刷。

⑤資料集
●消費生活に関する法律、
品質表示マークなどについて、
プリントアウトできる資料満載！

＜Windows＞ ■OS：Windows98以上
（XP/Vista/7対応）
■CPU：Pentium ■メモリ：8MB以上 ■CD-ROMドライブ
＜Macintosh＞ ■OS：MacOSX10.1 〜 10.5日本語版
■メモリ：8MB以上 ■CD-ROMドライブ
※MacOSX10.6以降には対応しておりません。
※PowerPCモードでの動作となります。
※生徒用のご購入は10枚以上からになります。

コード番号

3846220
3846230

教師用
（指導書付）

定価

19,800円+税
7,800円+税

生徒用

※生徒用には指導書は付いておりません。

かしこい消費者になるために消費生活をシミュレーション！
家計簿、悪質商法、意思決定など、実生活で遭遇する消費生活の一場面を疑似体験。

特

徴

・この1本で「家計簿」「消費者問題」「意思決定」に
ついて学習することができます。

・コンピュータソフトならではのシミュレーションにより、
インタラクティブに学習を進めることができます。

・クイズや問題集で、さらに知識を深めることができます。
＜Windows＞
■OS：Windows98/98SE/Me、2000/XP/Vista/7
■CPU：［Windows98/98SE/Meの場合] PentiumⅡ 500MHz以上
［Windows2000/XPの場合] PentiumⅢ800MHz以上
＜Macintosh＞
■OS：MacOSX10.1 〜 10.5日本語版
■搭載メモリ：128MB以上
※MacOSX10.6以降には対応しておりません。
※PowerPCモードでの動作となります。
※生徒用のご購入は10枚以上からになります。

コード番号

3846280
3846290

教師用
（指導書付）
生徒用

※生徒用には指導書は付いておりません。

定価

17,800円+税
6,800円+税
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最新家庭科デジタル素材集＜食物編＞

電子黒板などですぐに活用できる，Microsoft® PowerPoint® の
家庭科の素材集＆テンプレート集
3846400

価格：本体 5,000 円 + 税

対応！

動作環境：Microsoft PowerPoint 2000 以上
®

®

・家庭科の授業ですぐに活用できるパワーポイント素材集。模式図がアニメー
ションで表示されたり，さまざまな切り方がスライドショーで表示されたり
するなど，電子黒板を十分に活用できる素材集です。
・食生活領域について，約 50 の素材とテンプレートが収録されています。
・パワーポイントを用いることで，動きをつけることができ，概念図や模式
図を視覚的に理解することができます。
・Microsoft の PowerPoint があれば，データを自由に加工できますので，
素材に先生オリジナルのスライドやコメントを加えることができます。

教育図書（株）宛

FAX：03(3233)9104
注

商品コード

文

書

／

見積依頼書

※どちらかを消してください。

商品名

価格

数量

●必要な書類，該当する項目にレをお入れください。
□教育図書の書式／□指定書式あり
《請求書のあて名》
□見積書 □納品書 □請求書 □その他（
）
□学校長あて □学校あて □学科あて □その他（
）
※ご指定の用紙がある場合，お手数ですが，教育図書までお送りください。また，書き方のご指定がある場合は，通信欄にご指示をお願いします。

発注主（依頼主）
〒
所

在

地

学

校

名

電

話

番

号

ＦＡＸ番号
ふ

ご担当先生名

所

属

先

り

が

生

な

名

※見積依頼の見積書の送付についてご希望のものに○をつけてください。
１．FAX のみ
２. 郵送のみ
3．FAX 後に郵送

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3-2
TEL. 03-3233-9100（代）FAX. 03-3233-9104
http://www.kyoiku-tosho.co.jp/
info@kyoiku-tosho.co.jp
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