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商標について 

 

・Windows，Internet Explorer，Microsoft Edge は，Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 
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・Google Chrome は，Google LLC の商標または登録商標です。 
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・その他，記載されている社名及び商品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があります。 

・記載されているシステム名，製品名等には，必ずしも商標表示（®，TM）を付記していません。 
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１．はじめに 

日頃から，弊社の「指導者用デジタル教科書（教材）」製品をご利用いただき，誠にありがとう

ございます。本製品は，アドビ社による Flash Playerのサポート終了の告知を受けて，Flash

に替わる技術基盤（HTML5＋CSS3＋JavaScript）を用いて制作したものです。 

（便宜上，「HTML版」という語句を付す形で，本製品と既刊製品等とを区別しております） 

ここでは，製品構成・製品概要，注意事項について説明致します。 

 

■製品構成 

○指導者用デジタル教科書（教材）HTML版 インストールメディア（DVD-ROM） 1枚 

 

■製品概要 

本製品は，これまでご利用いただいていた「指導者用デジタル教科書（教材）」の簡易版となりま

す。搭載している機能としては必要最小限のものとなりますが，大型提示装置で使用できる教科

書紙面のデータおよび一部のコンテンツを実装しております。 

 

■注意事項 

・本製品をお使いいただく前に，Flashコンテンツが含まれる旧製品のアンインストールを実施

していただくようお願い致します。その手順の詳細につきましては，4ページの「◆旧製品の

アンインストール」をご覧ください。 

・共有フォルダ（NAS を含む）での運用はサポート対象外です。 

・コンピュータへのインストール作業を行うには，インストール権限のあるユーザーアカウント

でサインイン（ログイン）している必要があります。 

・校内または自治体サーバ配信での運用の場合には，サーバ OSおよび Web サーバソフトウェア

に関する専門知識が必要です。 

・クライアント（指導者用端末）での Windowsの操作に関する内容につきましては，Windows10

（64 ビット，バージョン 1909）の画面構成に基づいて記述をしております。お使いの端末の

Windows のバージョン等に応じて，適宜読み替えてご利用くださいますようお願い致します。 

・本書にて紹介している Webサイトの URLにつきましては，閲覧の時期によっては，こちらが想

定したリンク先とは異なるページが表示される可能性がございます。予めご了承ください。 
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◆旧製品のアンインストール 

・[スタート]→[設定]→[アプリ]→[アプリと機能]へと進み，一覧から，「デジタル教科書 新

編 新しい○○」を選択し，[アンインストール]ボタンを押してください。 

（「新しい◯◯」の部分には，お使いの製品に対応した教科書名が入ります） 

＊作業を開始する前に，インストール権限のあるユーザーアカウントでサインイン（ログイン）

していることをご確認ください。不明の場合は，施設の管理者等にご相談ください。 

＊[アプリと機能]の一覧に表示される製品名は，教科・学年によって異なり，例えば，以下の

ように表示されます。 

例 1：平成 27 年度版 小学校 

「新編 新しい社会 3・4下」の場合 

… デジタル教科書 新編 新しい社会３・４下 

例 2：平成 28 年度版 中学校 

「新編 新しい社会 地理分野」の場合 

… デジタル教科書 新編 新しい社会 地理 

＊対象となる旧製品が複数インストールされている場合は，お手数ですが，ひとつずつアンイ

ンストール作業を実施してください。なお，その際は[アプリと機能]の一覧に表示される製

品名をご確認いただき，対象製品以外のプログラムを誤って削除することのないようご注意

ください。 

特に，平成 28 年度版「NEW HORIZON」（中学校英語），平成 31年度版「新しい道徳」（中学校

道徳）の指導者用デジタル教科書（教材）には，Flashコンテンツは含まれておりませんので，

アンインストールの必要はございません。 

＊アンインストール後も，インストールフォルダに一部のデータが残る場合がございます。す

べての旧製品のアンインストール作業が完了した後，インストールフォルダをご確認いただ

き，何らかのデータやフォルダが残っていた場合には，お手数ですが手動で削除していただ

くようお願い致します。 

なお，既定のインストール先は下記の通りです。インストール先を変更している場合は，施

設の管理者等にご確認ください。 

【平成 27年度版小学校製品の既定のインストール先】 

・ローカルインストールの場合 …… C:\Program Files (x86)\tosho\dtext_p2 

・サーバインストールの場合 ……… C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_p2 

【平成 28年度版中学校製品の既定のインストール先】 

・ローカルインストールの場合 …… C:\Program Files (x86)\tosho\dtext_j2 

・サーバインストールの場合 ……… C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_j2 

＊校内または自治体サーバから旧製品を配信されていた場合は，サーバから旧製品をアンイン

ストールしていただくとともに，クライアント（指導者用端末）の Webブラウザ用の Flash 

Player をアンインストールまたは無効化してください。その方法につきましては，下記の

Web サイトをご確認くださいますようお願い致します。 

◯Adobe Flash Player サポート終了情報ページ（2020 年 10月時点） 

https://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/end-of-life.html  

[アプリと機能]の一覧に表示される旧製品の例 

https://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/end-of-life.html
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【参考】Flash コンテンツを含む「指導者用デジタル教科書（教材）」製品一覧 

下記の製品につきましては，4ページの「◆旧製品のアンインストール」の手順に従って，アン

インストール作業を実施していただくようお願い致します。 

 

□小学校（平成 27 年度版）指導者用デジタル教科書（教材） 

・新編 新しい社会 3・4年下 

・新編 新しい家庭 

□中学校（平成 28 年度版）指導者用デジタル教科書（教材） 

・新編 新しい国語 1～3年 

・新編 新しい書写 

・新編 新しい社会 地理／歴史／公民 

・新編 新しい数学 1～3年 

・新編 新しい科学 1～3年 

・新編 新しい技術・家庭 技術分野／家庭分野 

 

※対応する紙の教科書の使用期間がすでに終了している製品につきましては，ここには記載して

おりません。もし，お使いの指導者用端末や配信用サーバに，Flashコンテンツを含む弊社の

旧製品が残っていた場合には，この機会にあわせてアンインストールをお願い致します。 

※Flash コンテンツを含む「指導者用デジタル教科書（教材）」の旧製品は，起動直後に表示さ

れる画面（オープニング画面）に，Flashのマークが記載されています。 

 

＜起動直後の画面に表示される Flashのマークの例＞ 
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２．運用形態と利用手順 

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」は，以下の運用形態に対応しております。 

①ローカルインストール 

②校内・自治体サーバ配信 

以下に，それぞれの運用形態における利用手順を説明致します。 

学校の ICT機器の整備状況や運用方針等に応じて，最適な運用方法をお選びください。 

 

①ローカルインストール 

指導者用端末のストレージ（内蔵 HDD/SSD等）に「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」を

インストールして利用する方式です。 

＊作業を開始する前に，インストール権限のあるユーザーアカウントでサインイン（ログイン）

していることをご確認ください。不明の場合は，施設の管理者等にご相談ください。 

 

◆インストール 

インストールする指導者用端末のDVDドライブに「指

導者用デジタル教科書（教材）HTML 版」のディスク

を挿入し，エクスプローラ等からディスクにアクセ

スしてください。 

ディスク内にある「インストーラを起動」というショ

ートカットを実行すると，インストールプログラム

が起動します。 

右のような画面が表示されたら，[次へ]ボタンを押

してください。 

 

 

次の画面では，インストール方法を選択することが

できます。 

上側の[ローカルインストール（指導者用端末へのイ

ンストール）]を選択し，[次へ]ボタンを押してくだ

さい。 
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次の画面では，インストール先を指定できます。 

既定のインストール先は以下の通りです。 

・平成 27年度版 小学校 

C:\Program Files (x86)\tosho\dtext_sh27p\[教科・学年] 

・平成 28年度版 中学校 

C:\Program Files (x86)\tosho\dtext_sh28j\[教科・学年] 

インストール先を変更する場合は，[参照]ボタンを

押し，インストール先を指定してから[次へ]ボタン

を押してください。 

 

＊インストール先を指定すると，指定したフォルダの下に，当該製品固有の（教科・学年を表す）

フォルダが自動的に生成されます。例えば「平成 28年度版 中学校 新編 新しい国語 1年」の

インストールの際に，[参照]ボタンから「C:\test」を指定した場合は，「C:\test\sj_kokugo1」

というフォルダがインストール先として設定されます。 

当該製品固有のフォルダが生成されることを回避したい場合には，設定されたインストール先

のテキストを手動で編集してください。 

（前述の例では，設定されたインストール先の「C:\test\sj_kokugo1」から，「\sj_kokugo1」の

文字を削除することで，インストール先を「C:\test」に指定することができます） 

 

 

次の画面では，インストール先を確認できます。 

表示されたインストール先に問題なければ，[インス

トール]ボタンを押してください。 

 

＊インストール先のフォルダがすでに存在する場合

は，確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

[インストール]ボタンを押すと，インストールが始ま

り，右のような画面が表示されます。そのまましばら

くお待ちください。 
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インストールが完了すると，右のような画面が表示さ

れます。 

そのまま[完了]ボタンを押すと，インストールされた

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」が起動し

ます。 

プログラムを直ちに起動する必要がない場合は，この

画面に表示されるチェックボックスを OFF の状態に

してから[完了]ボタンを押してください。 

 

 

 

◆起動／終了 

デスクトップに作成されたショートカットから「指導者用デジタル教科書

（教材）HTML版」を起動します。また，スタートメニューから「東京書籍」

というプログラムグループを選択し，そこから起動することも可能です。 

起動後の使い方に関しましては，15ページをご覧ください。 

終了する場合は，ウィンドウ右上の×ボタンを押してください。 

 

 

◆アンインストール 

[スタート]→[設定]→[アプリ]→[アプリと機能]の一覧から，「平成◯年度指導者用デジタル教科

書（教材）～HTML版 新編 新しい△△」を選択し，[アンインストール]ボタンを押してください。 

＊[アプリと機能]の一覧に表示される製品名は，教科・学年によって異なります。 

例えば「平成 28 年度版 中学校 新編 新しい国語 1年」は，以下のように表示されます。 

平成 28年度指導者用デジタル教科書（教材）～HTML版 新編 新しい国語 1 
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②校内・自治体サーバ配信 

◆事前確認と準備 

作業を開始する前に，下記の点につきましてご確認ください。 

・サーバ側に IIS，Apache等の Web サーバソフトウェアが導入されていて，HTTP配信が可能であ

ることをご確認ください。 

・クライアント（指導者用端末）からサーバへ，Webブラウザを使って HTTP アクセスが可能な状

態であることをご確認ください。 

＊単なるファイルサーバ上の共有フォルダに「指導者用デジタル教科書（教材）」のデータを配置

する，といった運用方法はサポート対象外となります。 

 

◆Windows 系サーバへのセットアップ手順 

配信サーバの DVD ドライブに「指導者用デジタル教

科書（教材）HTML 版」のディスクを挿入し，エクス

プローラ等からディスクにアクセスしてください。

ディスク内にある「インストーラを起動」というショ

ートカットを実行すると，インストールプログラム

が起動します。 

右のような画面が表示されたら，[次へ]ボタンを押

してください。 

 

 

 

次の画面では，インストール方法を選択することが

できます。 

下側の[配信サーバへのインストール（校内・自治体

サーバからの配信）]を選択し，[次へ]ボタンを押し

てください。 
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次の画面では，インストール先を指定できます。 

既定のインストール先は以下の通りです。 

・平成 27年度版 小学校 

C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_sh27p\[教科・学年] 

・平成 28年度版 中学校 

C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_sh28j\[教科・学年] 

インストール先を変更する場合は，[参照]ボタンを

押し，インストール先を指定してから[次へ]ボタン

を押してください。 

 

＊インストール先を指定すると，指定したフォルダの下に，当該製品固有の（教科・学年を表す）

フォルダが自動的に生成されます。例えば「平成 28年度版 中学校 新編 新しい国語 1年」の

インストールの際に，[参照]ボタンから「D:\test」を指定した場合は，「D:\test\sj_kokugo1」

というフォルダがインストール先として設定されます。 

当該製品固有のフォルダが生成されることを回避したい場合には，設定されたインストール先

のテキストを手動で編集してください。 

（前述の例では，設定されたインストール先の「D:\test\sj_kokugo1」から，「\sj_kokugo1」の

文字を削除することで，インストール先を「D:\test」に指定することができます） 

 

 

次の画面では，インストール先を確認できます。 

表示されたインストール先に問題なければ，[インス

トール]ボタンを押してください。 

 

＊インストール先のフォルダがすでに存在する場合

は，確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

[インストール]ボタンを押すと，インストールが始ま

り，右のような画面が表示されます。そのまましばら

くお待ちください。 
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インストールが完了すると，右のような画面が表示さ

れますので，[完了]ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

既定のインストール先にインストールした場合，配信時にクライアント（指導者用端末）がアク

セスすべきファイルは，以下の通りです。 

・平成 27年度版 小学校 

C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_sh27p\[教科・学年]\viewer.html 

・平成 28年度版 中学校 

C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_sh28j\[教科・学年]\viewer.html 

＊[教科・学年]の部分には，当該製品固有の（教科・学年を表す）文字列が入ります。 

例えば「平成 28 年度版 中学校 新編 新しい国語 1年」を既定のインストール先にインストー

ルした場合は，以下のファイルになります。 

C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_sh28j\sj_kokugo1\viewer.html 
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◆Windows 系以外のサーバへのセットアップ手順 

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」のインストールプログラムは，Windows系以外の 

サーバ OS では動作しません。Windows 系以外のサーバ OS をご利用の場合は，配信に必要なデー

タを取り出すために，別途 Windows PCをご用意ください。 

＊導入作業を目的とする場合に限り，契約外の Windows PCに一時的にインストールを行うことを

許諾します。作業に使用した Windows PCにインストールした「指導者用デジタル教科書（教材）

HTML 版」製品は，作業完了後に必ずアンインストールしてください。 

 

作業用 PC へのインストール作業は，9 ページの「◆Windows 系サーバへのセットアップ手順」に

従って実施してください。インストールが完了したら，作業用 PCのインストールフォルダの内容

を，サーバ側の配信用フォルダにコピーしてください。 

＊既定のインストール先に関する情報や，インストールフォルダの変更手順等につきましては，

10 ページをご覧ください。 

＊配信時にクライアント（指導者用端末）がアクセスすべきファイルは，「◆Windows系サーバへ

のセットアップ手順」と同様です。詳細につきましては，11ページをご覧ください。 
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◆MIME の設定 

・必要に応じて，配信サーバに以下の MIME タイプを登録してください。 

＊すでに登録されている拡張子については，登録作業は不要です。 

＊ご利用のサーバやブラウザによっては，以下の表とは異なる場合があります。 

ご利用の環境に応じて，適切な設定を行ってください。 

 

拡張子 MIMEの種類 備考 

.html text/html HTML文書 

.js text/javascript JavaScript 

.css text/css スタイルシート 

.jpg image/jpeg JPEG画像 

.gif image/gif GIF画像 

.png image/png PNG画像 

.svg image/svg+xml SVG画像 

.ico image/vnd.microsoft.icon アイコン 

.json application/json データ交換フォーマット 

.eot application/vnd.ms-fontobject 埋め込み OpenTypeフォント 

.ttf font/ttf TrueTypeフォント 

.woff font/woff Webフォント 

.mp3 audio/mpeg MP3音声 

.mp4 video/mp4 MP4映像 
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◆Internet Explorer の設定 

・クライアント（指導者用端末）から「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」を閲覧す

る際に，Internet Explorer11 をご利用の場合は，以下の手順で「互換表示」の機能をオフ

に設定してください。 

[ツール]→[互換表示設定]を選択し，「イントラネット サイトを互換表示で表示する」と

いう項目をオフに設定してください。 

（下の画面のように，チェックボックスの中にマークがない状態にしてください） 
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３．使い方 

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML 版」を起動すると，オープニング画面が表示されます。 

オープニング画面から目次画面に移動できるほか，「前回終了時のページを開く」ボタンで，前回

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」を終了させたときのページにも移動できます。 

 

 

 

  

＜オープニング画面の例＞ 

＜目次画面の例＞ 
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目次画面から，見出しやページ番号をクリックすると，目的のページに移動できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ページの移動 

画面下部の左右両端にあるページ移動ボタンで，前後のページに移動できます。 

また，画面下部中央にあるページタブをクリックすることで，目的のページに移動できます。 

（ページタブは，小単元など学習のまとまりごとに区分されています） 

 

○ツールバーの機能 

ツールバーは，画面左右のどちら側にも表示することができます。 

また，画面の左右に表示されているツールタブをクリックすることで，ツールバーの表示／非表

示を切り替えることができます。 

ツールバーには，以下の機能があります。 

 

・拡大／拡大キャンセル 

拡大ボタンをクリックした後，拡大したい紙面上の領域をドラッグ操作で

選択すると，選択範囲を拡大表示します。拡大キャンセルボタンをクリッ

クすると，元の大きさに戻ります。 

 

・目次 

目次画面に移動します。 

  

ページタブ 

ページ移動ボタン 

ツールバー ツールタブ 
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○紙面上のアイコン 

「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」の紙面には，以下に示すアイコン（ボタン）が配置

されており，クリックすると，対応するコンテンツが起動するようになっています。 

コンテンツの内容は教科によって異なりますが，アイコンのデザインは共通です。 

 

・動画 

動画を視聴することができます。 

 

・動画プレイヤーの操作 

 

 

 

・コンテンツ（数学のみ） 

教科書紙面の内容に応じたさまざまなコンテンツを表示します。 

 

 

・解答（数学のみ） 

問題の解答を示すことができるコンテンツを表示します。 

 

 

  

再生／一時停止 

先頭に戻る 

全画面表示切替 

ミュート切替 

音量調整 

ループ切替 
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○朗読音声コンテンツ（国語のみ） 

「中学校国語」の場合は，教科書紙面の教材本文部分をクリックすると，朗読音声コンテンツ

が表示されます。 

朗読音声コンテンツ画面の右上または左上にある   ボタンをクリックすると，音声の再生が

可能な状態となり，再生ボタンをクリックすると，朗読音声の再生を開始します。また，朗読

音声コンテンツ内の文章をクリックすることで，任意の文章から再生することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再生／一時停止 

停止 

再生速度変更 

音量調整 
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４．動作環境（2020年 10 月時点） 

○ローカルインストール 

対応 OS：Windows8.1/10※1 

 

○校内・自治体サーバ配信 

◆指導者用端末（クライアント） 

対応 OS：Windows8.1/10※1 

対応ブラウザ：Google Chrome，Microsoft Edge，Internet Explorer11※2 

◆配信用サーバ（校内・自治体サーバ） 

対応 OS：Windows Server 2012 以降※3 

ネットワーク環境：100BASE以上※4 

その他：Webサーバソフトウェアが稼働していること 

 

※1 Windows10の「Sモード」をご利用の場合，ローカルインストールはできません。 

また，Windows7は 2020年 1月に Microsoftのサポートが終了したため，本製品につきましても，Windows7で

のご利用はサポート対象外とさせていただいております。 

※2 Internet Explorer11をご利用の場合，14ページの手順で互換表示をオフに設定してください。 

※3 Windows系以外のサーバ OSも利用可能ですが，インストーラは Windowsのみの対応となります。 

※4 配信サーバに必要な性能は，同時接続数などによって異なります。 

 

＊「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」の表示に必要な最小解像度は，960*540ドットです。 ブラウザの

ウィンドウがこれよりも小さい状態だと，画面表示がウィンドウ内に収まりませんので，ブラウザのウィンド

ウは最大化または全画面表示の状態でご利用ください。なお，ブラウザ側の表示の拡大率が「100％」以外の値

に設定されていると，画面表示がウィンドウ内に収まらない場合がありますのでご注意ください。 

 

＊ノート PCやタブレット型端末のスピーカーで大きな音量を再生すると，音質の低下や音割れなどが発生する場

合があります。「指導者用デジタル教科書（教材）HTML版」の動画や音声を教室内で再生する際には，電子黒板

に付属のスピーカーなど，大きな音量の出力に適したスピーカーをご使用ください。 

 

 

５．デジタル教科書・教材サポートページ 

下記の「デジタル教科書・教材サポートページ」にて，「指導者用デジタル教科書（教材）」や「学

習者用デジタル教科書」等についてのサポート情報を公開しております。 

 

https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp/dtextwebWP/ 

https://dtext.tokyo-shoseki.co.jp/dtextwebWP/

