School e-Library商品概要
商品名

School e-Library動作環境について
以下の動作環境を推奨致します。
①OS については、最新版及び、１つ前のバージョンにて動作可能
②ブラウザについては、最新版にて動作可能

School e-Library（スクール イーライブラリー）
28,800 円（税込）41アカウント／1年間
基本契約

価格
追加契約

契約形態

契約対象

※何月からでも契約可能。契約月から１年間お使いいただけます。初回
お申込み時に限り、年度末までの月割りのご契約を承ります。下記追
加契約についても同様です。通信費は利用者のご負担となります。

推奨
動作環境
電子書籍の
掲載期間
利用
可能時間
ご利用方法

※基本契約の 41 アカウント以上必要な場合の契約です。追加契約
のみでの契約は承っておりません。

パソコン
タブレット

共有利用：特定のアカウントを不特定多数の児童・生徒が共有する契約
個人利用：特定のアカウントを特定の児童・生徒に貸与する契約

スマート
フォン

※共有利用契約の場合、ログオフ時点で利用履歴が全て消去されます。

対象 OS

OS のバージョン

対応するブラウザ

Windows

Windows8.1以降

Microsoft Edge 最新版
Google Chrome 最新版

Mac OS X

10.11以降

Safari 最新版
Google Chrome 最新版

Chromebook

Google Chrome 最新版

Google Chrome 最新版

iOS

iOS12 以降

OS が提供する
標準ブラウザの最新版

Android

Andriod6 以降

OS が提供する
標準ブラウザの最新版

スクールイーライブラリー導入のご案内

教育委員会および小・中学校・高等学校

※ご契約いただいた学校の生徒・教職員が対象。生徒の父母等との個人契約サービ
スは提供しておりません。

※出版社８社（岩波書店・偕成社・学研プラス・河出書房新社・講談社・集英社・フレー
ベル館・ポプラ社）が提供する1,000 冊の電子書籍が自由に閲覧できます。
※ストリーミング形式によるサービス提供。掲載電子書籍のダウンロードはできません。
右項参照

2019 年７月以降、定期的に掲載電子書籍の入れ替えがあります。それぞれの電子書
籍は原則３か月から６か月間掲載します。掲載期間は書誌情報欄に提示します。

午前５時〜午後 10 時

※日本標準時。上記以外の時間はアクセスできません。
ご契約いただいた学校様内で定められた利用方法に基づいてご利用ください。
e ライブラリー事務局で個人情報をお預かりすることはありません。

【アカウントの特性】

その他

端末の種類

3,750 円（税込）5 アカウント／1年間

サブスクリプションモデルでの電子書籍閲覧サービス
商品内容

➡上記以外のバージョンでは不具合が発生する可能性があります。また、
お使いのパソコンの性能や通信環境によっても処理速度等に影響する
可能性があります。

１つのアカウントでアクセスできるのは 1名です。同じ ID で複数の人がログインすると、
先に使っていた人が追い出され、後の人が接続されます。
１つのアカウントでアクセスできるデバイスの数に制限を設けています。
（アカウントがコ
ピーされて、違法に使用されている疑いがある場合は、利用者にご連絡し、パスワード
の変更をいたします。
）

【アカウントのメンテナンスについて】
ご契約いただいたアカウントは、卒業生が継続して利用することを防止するため、年度
末にアカウントの入替をお願いしております。
3月中に新しいアカウントカードをお送りし、
4 月中は新旧両方のアカウントをご利用いただけます。このアカウントカードは契約継
続の場合、契約更新後も続けてお使いいただけます。
お使いのアカウントカードを紛失したり、汚損した場合には e ライブラリー事務局にご
連絡下さい。該当アカウントの停止、新たなアカウントの発行を無償で行います。

年間28,800円で
41人が同時に同じ本を
読むことができます

【OS のバージョン確認方法】

お使いの機種によって異なることも考えられますが、
『設定』
➡
『システム』
➡
『バージョン情報』内の『Windows の使用欄：エディション』に表記
されています

【ブラウザのバージョンの確認方法】
Google Chrome の場合：立ち上げ画面右上端の『Google Chrome の
設定』を選択➡
『ヘルプ』
➡
『Google Chrome について』
➡バージョンが
表記されています
Internet Explorer の場合：立ち上げ画面右上の『歯車のアイコン』を
選 択➡
『バージョン情 報』を選 択➡バージョンが 表記されています
Microsoft Edge の場合：立ち上げ画面右上端の『…』を選択⇒
『設定』
を選択➡画面最下部の『このアプリについて』部分にバージョンが表記
されています
Safari の場合：画面上部のメニューから『Safari』を選択➡
『Safari につ
いて』を選択➡バージョンが表記されています
※Microsoft Edge・Safari の場合は、OS からのアップデートの通知を
受け入れると、ブラウザも一緒にアップデートされますのでお使いのブラ
ウザが自動的に最新版になっています
（学校様でお使いの児童生徒用のパソコンの場合は、そうした通知を
シャットアウトしていたり、無視するよう通達されている可能性もあり、上
記の限りではありません）

【スマートフォンの OS のバージョン確認方法】
お使いの機種によって異なることも考えられますが、
『設定』内の『端末
情報』を選択すると表記されています

全国の子どもたちへ、

【スマートフォンのブラウザのバージョン確認方法】
Microsoft Edge・Safari の場合と同様、OS からのアップデートの通知
を受け入れると、ブラウザも一緒にアップデートされますのでお使いのブ
ラウザが自動的に最新版になっています

読みたい本に出会える！
みんなで読める！

新しい仕組みで、
より多くの本に
接する機会を提供いたします。
このしくみの導入を、ご検討いただければ幸いです。

とは
School e-Library販売会社（法人名称略）
東京都三多摩教科書供給
北海道教科書供給所
青森県図書教育用品
Iwakyo
秋田協同書籍
宮城県教科書供給所
山形県教科書供給所

福島県教科用図書販売所
群馬県教科書販売
茨城県教科書販売
千葉県教科書販売
長野県教科書供給所
福井県教科書供給所
静岡教科書

愛知県教科書特約供給所
岐阜県教販
三重県教科書特約供給所
滋賀教科図書販売
京都府教科図書販売
和歌山県教科書販売
兵庫県教科書

大阪教科書
岡山県教科図書販売
広島県教科用図書販売
山口教科書供給
鳥取県教科図書販売
島根県教科図書販売
徳島県教販

愛媛県教科図書
福岡県教科図書
大分図書
宮崎図書
熊本県教科書供給所
沖縄県教科書供給

小中高等学校様向け電子書籍の
定額制読書サービスです。
日ごろ学校教科書や教材を届けている
教科書供給会社の有志企業が集まり開発した、
小中高等学校向けの電子書籍定額制読書サービスです。

● 上記に該当しない都道府県の学校様は、下記事務局までご連絡お問い合わせください

今回の企画に賛同した出版社が、

掲載書籍提供会社（法人名称略）

支援会社（法人名称略）

サブスクリプションモデル※での

岩波書店／偕成社／学研プラス／河出書房新社
講談社／集英社／フレーベル館／ポプラ社

図書印刷

書籍提供の協力について同意し、
原作者の了解を得る事で実現しました。
※利用権を借りて利用する期間に応じて料金を支払うしくみ

読み継がれた名作、流行の本、
子供たちの好きなものが
きっとある!

無料体験受け付けております

※HPからもお申し込み可能です！

無料体験をご希望される場合は、ご案内した営業担当あるいは事務局まで
お問い合わせください。1ヶ月ご利用できる体験用アカウントをご用意いた
します。個人でのお申し込みは承っておりません。尚、事務局で個人情報を
お預かりすることはありません。

お問合せ先

e ライブラリー事務局

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 20 神保ビル 7B
E-mail : elib-mail@s-elibrary.com
URL : https://www.s-elibrary.com/

e ライブラリー有限責任事業組合

School e-Libraryの導入実績

School e-Libraryの機能

▶▶▶ 現在までに累計767校、
55712アカウントご利用いただいております。

＊海外の日本人学校様・補習校様含む ＊2019年4月から2021年11月までの累計

ご導入いただいた学校様、
自治体様にSchool e-Library導入理由や活用方法についてお伺いしました。

▶▶ クラス全員で同時に同じ本を読むことができるので、
朝読の他に授業でもご活用いただけます。
School e-Libraryはアプリを入れる等、特定のプラットフォームに登録する必要はありません。インターネット環境下であれば、どこでもご利用い
ただけます。School e-Libraryの電子書籍はストリーミングという方式を採用しており、インターネット上で電子書籍を読む方式で、ダウンロード
などは行いません。

本の一覧
令和3年4月1日から、町内中学校2校において導入しています。1000冊

個人利用のアカウントを使用しています。村からポケットWi-Fiが貸

の電子書籍を自由に閲覧することができるため、生徒が読みたい本を

し出されており、タブレットも自宅に持ち帰ることを許可していますの

探しやすいだけでなく、より多くの本と接する機会をつくることができる

で、生徒は、自由にどこでも使っています。高学年では、授業で本の

ものと考えています。また、1冊の本を同時に多数の生徒が読むことがで

選定にも使っています。

きるので、授業中、教材としても活用しています。今後も、紙の書籍と併

しおり

個人利用の場合、
しおりをつけることができます。

すると、本が読めます
（タップ）
表紙をクリック

この日まで本が読めます

（白川村立白川郷学園様）
販売会社：岐阜県教販株式会社

用しながら、生徒の読書体験の幅を広げていきたいと考えています。
（海田町教育委員会様）
販売会社：広島県教科用図書販売株式会社

本校では、電子図書館を「すぐそこにある図書館」として、全校児
童が積極的に活用している。国語で共読や並行読書をして感想を交
導入する商品選定のために各社のパンフレットを取り寄せていて

流したり、生活科や社会、理科などの調べ学習で活用したりしてい

School e-Libraryを知りました。タブレットが支給された時期でICT機

る。また、雨の日の休み時間を楽しむアイテムにもなっている。
「今月

器の活用方法を検討しておりました。安価であったことと毎月書籍の

は、どんな本が入ったかな。」「○○、もう読んだ。面白かったよ。」

入替があることが導入の決め手となりました。導入後国語の授業で

と、児童の生活の中に溶け込んでいる。便利かつ学習活動に大変有

利用方法を案内したところ利用量が増えました。

効であると、職員も感じている。
（岐阜市立梅林小学校様）

（市教育委員会様）

販売会社：岐阜県教販株式会社

販売会社：千葉県教科書販売株式会社

すると、書誌画面が開きます
（タップ）
クリック

毎月利用履歴（ログデータ）をお届けします

▶▶ 前月のデータを翌月20日頃ご提供いたします。
よくあるお問い合わせ

School e-Libraryのアカウントカードを貼り付けラミネート加工した、本校独
HPに他の質問も掲載しておりま
すのでご一覧ください。

Q

どのように申し込めば良いですか。
また、
導入まで何日くらいかかりますか。

A

販売会社あるいは事務局にご連絡ください。
お申込書受領後、
1週

自の利用カードを作成しています。生徒は、通常の本を借りる時と同じ手続
きで利用カードを借りることができます。
「最新の本が、読める。」、
「重い
本を自宅に持ち帰らなくてもよくなった。」
と好評です。

全生徒導入校の4年生の1ヶ月の活用事例です。朝読での利用もある学校様です。279種類の書籍を閲魏していたこともわかります。

ログデータ ID別

ログデータ タイトル別

（北方町立北方中学校様）
販売会社：岐阜県教販株式会社

★朝読書の時間にタブレットを使って読書している様子

間程度でアカウントカードを発送させていただきます。
ご契約開始
は、
お申し込み日の翌月1日からとなります。

Q
A

共有利用と個人利用の違いはなんですか。
複数の生徒が使う
「共有アカウント」
はログオフすると
「読書履歴」
と
「しおり」
がすべて消去されます。1人の生徒が継続して利用する
「個人アカウント」
は、
ログオフ後も
「読書履歴」
「しおり」
共に保存さ
れます。
共有利用の場合、
書籍のようにアカウントカードを一定期間
貸し出したり、
学年別、
クラス別、
グループ別に利用期間や曜日を決

Q
A

めて交代で使用していただいたりしている学校様もございます。

Q

在校生が41名未満の場合、
申し込みは可能ですか。

A

School e-Libraryは１ID、
１アクセスです。
同時に複数の人はご利用
いただけません。
「後勝ち方式」
となっており、
先に使っていた人が追

在校生が41人未満の学校に限り、
5アカウント単位で承ります。
5ア

い出され、
後の人が接続されます。
共有アカウントを複数の生徒で

カウント3,750円／年です。
特別支援学校様でもご契約いただいて

利用する場合は、
各校で使用のルールを決めてください。

おります。

Q
A

同じIDで複数の人が
ログインするとどうなりますか。

契約期間は1年のみですか。
1年契約のみですが、
初回申込時に限り、
年度末
（3月）
までの月割り
契約を承ります。

Q
A

アカウントカードを紛失しました。
お申込みいただいた販売会社あるいは事務局までご連絡ください。
紛失されたアカウントは停止し、
無料で新しいアカウントカードを発
行いたします。
尚、
ご契約時にIDとパスワードのエクセルリストをご
提供し、
運用管理にご利用いただいております。

アカウント毎の利用状況がわかります。
IDごとのアクション数
（ログイン・ペー
ジを移動するなどすべてのアクションの数）
とPV数
（閲覧数）
がわかります。

校内でどんな本が人気なのかわかります。
国内の月別PV数ランキングも同時にお届けします。

