
マルチプラットフォームで「今、調べたい」を逃さない！

iOS  /  Android  /  Windows Web+

各分野を代表する学習辞書を

1 人 1 台時代をリードする辞書アプリ｢DONG R I ｣で！

DONG R Iは
　　　　　　 を
応援します！
学 び の 続 き

小学生向けから高校生向けまで！



1人1台環境に最適な 『３OS対応』『アプリ版＋Web版』　

1人1台時代をリード！『導入実績150校以上！』

マルチプラットフォームライセンスでいつでも・どこでも！

1人 1台用として人気の 3 プラットフォームに対応。学校指定の端末以外に、

生徒のスマホや自宅の PC でも、計 3 台までネイティブアプリ版が追加費用

なしで使えます。

Chromebook用にはブラウザで利用する Web版と、本体がオフラインでも

使える Android 版を提供。

Chromebook/iPad/Windowsに対応！

ネットワーク環境に左右されず、通信量の制限も心配なし！

辞書データをダウンロードした後は、オフラインで利用可能。通信量を気に

せず、好きな場所で辞書を利用できます。（サブスクリプションのため、利

用期間中に認証が必要となることがあります。）

ネイティブアプリだからオフラインで使える！

全国に先駆けて2014年に始まった佐賀県県立高校の1人 1台化。

毎年全生徒の学習用PCに当社の辞書アプリが搭載されました。

2017年にはいち早くChromebook 用にWeb版を製品化。

その後、ICT活用に積極的な学校でDONGRIを採用いただき、現在

では小学校から高校まで多くの学校でDONGRIを活用いただいてい

ます。

DONGR Iの歴史は1人1台普及の歴史！

Google 
Class room Of f ice 365

Google アカウント

ID

PASS

ID

Off ice 365  アカウント

PASS

ログインできる！

普段使っている ID/ パスワードが利用可能！

学校で使用している Google / Microsoft / Office 365 組織アカウント

( 学校のみ )で、DONGRIにログインすることができます。毎日利用してい

るIDとパスワードで利用できるため、DONGRIで認証が必要な時にも困る

ことはありません。

シングルサインオンで利用できる！
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｢いつでも･どこでも｣辞書が使える！
端末故障時も安心！

利用する端末を変えたり追加したりしても再購入は不要。プラットフォーム

横断で計３台までDONGRI を利用できます。学校の1 人 1 台端末に加えて、

生徒のスマートフォンや自宅のパソコンにDONGRI をインストールすれば、

いつでも・どこでも辞書が使える環境に。

アプリ版がプラットフォーム横断で３台まで利用できる！

｢しおり｣に登録した語は単語帳アプリに同期！

DONGRIと同じアカウントで単語帳にログインすると、しおりに登録された

語句が単語帳に同期。単語帳に取り込んだ語から、DONGRIで語義を調

べるのもワンタッチ。英単語を覚えるためのトレーニング機能も。

単語帳アプリと連携！ ｢調べる｣から｢覚える｣へ！ 

DONGR Iは「学びの続き」をサポートします！

履歴やしおりはアカウント毎にクラウドで一元管理。複数の端末で利用し

ていても、最新の履歴・しおりを確認できます。

授業中にしおりに登録した単語は、スマホや自宅のPCでも確認できます。

どの端末で利用していても履歴は最新！

分からない単語･用語はその場で確認！

音読トレーナー Qulmee 
DONGRIで英和辞典を利用中の場合は、音読用英文の分からない英単

語をDONGRIで調べることが可能。

書いて覚える山川一問一答 日本史 / 世界史
DONGRIで日本史 / 世界史用語集を利用中の場合は、分からない用語

を DONGRIで調べることが可能。

毎小ニュースで漢字マスター
毎日小学生新聞の記事を平日 5 本程度配信。記事で使用される漢字が

学年別の書き取り問題に。記事を読みながら漢字を調べたり、不正解

の漢字を調べたりすることが可能。

音読アプリや一問一答アプリと連携！ 

DONGR I は『学びの続き』をサポートします！3

NEW!
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調べた語句はタブで残るため、学習中に何度も調べ直す必

要がありません。類似した語句を比較したい時は、タブの切

り替えが便利。英和と和英、古語と国語など、タブ機能は

二つの辞書の併用に便利。

調べたい語句を再入力することなく、複数の辞書で調べ

ることができます。

常にどの辞書で調べているかを意識して操作するため、

「古文単語の意味を現代語の辞書で調べていた」といっ

た間違いを防ぐことができます。

Webブラウザのようなタブで複数の語を
簡単に行き来！

学習がはかどる｢タブ機能｣！

本文中の語に多くのリンクが用意された百科では、興味のおもむくまま関連

する項目を調べ続けたくなる。そんな時に便利なのはサムネール表示。本文

中の画像も表示されるので、百科を利用する際は特に便利。

関連する語をどんどん調べる時に便利！

｢サムネール表示｣で調べた語を一覧！

検索語はそのままに｢辞書を選ぶ｣
DONGR I スタイル！

異なる辞書を次々に検索！

調べた語句の例文に分からない語が…。タップすれば同

じ辞書内で検索（英語の場合のみ）、長押しすれば他の

辞書で検索することができます。

分からないままで終わらせない！

本文中の語もさらに検索！

『より深い理解』へつなぐユーザー･インターフェース4

さらに検索

iOS / Windows / Android

iOS / Android

iOS / Windows / Android

iOS / Windows / Android



DONGRI の ｢Off iceアドイン｣をインストールするとWord / PowerPoint / 

Excelに「辞書メニュー」が追加されます。Word上で調べたい語句を範囲選

択して辞書（国語・古語・漢和・英和・和英・英英）を選択。DONGRIが起動し、

指定された語句で検索します。

Word文書内の語句をDONGRIで調べられる！

Off iceとDONGR Iが連携！

Windows PCの大画面を有効活用！

画面分割で２つのタブを同時表示！

本文に直飛びするURLを日々の指導･学習に！

見出し語のURLを簡単コピー！

辞書を使いながら学習する時に便利！

Spl it  View / Sl ide Overに対応！

学習用の英和・和英・英英辞典は練り上げられた例文を数多く収録。ネイティ

ブに近い自然な英語で正しい発音やイントネーションもその場で学習。

読み上げ機能で例文をフル活用！
選択本文読み上げ

DONGR Iで 『辞書の利用シーンが広がる！』5

iOS / Windows / Android

Windows

Windows

Web

iOS

２つの画面で同時に本文を表示することができます。同じ辞書で類語を比較

したり、異なる辞書を横断的に活用する際に便利です。

見出し語ごとの URL をボタン一つでコピーする便利機能。今日学んだ重要語

句の一覧をURLで送れば、生徒の復習に役立ちます。

DONGRIの iOS版は、Split ViewとSlide Overに対応。別のアプリを使いな

がら、DONGRIも同時に表示することが可能。



｢小学生専用｣｢中学生専用｣の辞書も品揃え。

小学校向けには｢校内無制限ライセンス｣も用意しています。

DONGRIの辞書は30タイトル以上。必要な辞書を単品で組み合わ

せるのも、お得なセット品を選ぶのも、セットに単品を加えるのも

OK！学校のニーズに合わせてお選びいただけます。

地理歴史 /公民の選択科目を履修する学年から必要な用語集を追

加することも可能です。

各学習ステージで、教科･分野を代表する辞書が揃う！

小･中･高それぞれに最適な学習辞書を！

国語･古語･漢和(漢字) 辞典は全て縦書き表示。板書の隣で

表示したり、教科書と並べて使っても違和感がありません。

国語･古語･漢和辞典は縦書き表示！

組み合わせ自由で、学校で必要とする辞書を！

単品の組み合わせ、セット品、セット＋単品も！

端末の容量を圧迫したくない場合は、辞書データをダウンロード

せず、ネット辞書を利用することができます。ネイティブアプリの

使い勝手はそのまま！ オフラインで使用したい辞書を後でダウン

ロードすることも可能です。

辞書はローカルでもネットでも！

1年 2 年 3 年

第4版

第4版発売

第3版

サブスクリプションだから追加費用は不要！

購入した辞書のライセンス期間中は、追加費用なしで最新版が利用できます！

もう辞書の版が上がるたびに購入する必要はありません。 

利用期間中は最新版の辞書が使える！

新語･新項目に対応した『新しい辞書』で学ぼう！

DONGRIの特長 『辞書コンテンツ編』6
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6辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット

英和 和英 英英 国語

古語 漢字 漢和

世界史
用語集

日本史
用語集

単品の
組み合わせでも！

セット＋単品の
組み合わせでも！

日本史
用語集

世界史
用語集

5辞書セット
3辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット辞書セット

ネット辞書 ローカル辞書

ダウンロード 辞書

辞書

NEW! NEW!

アプリ

辞書
小学生用 中学生用 高校生用

小学校 中学校 高校

iOS / Android



書いて覚える
山川一問一答 日本史 / 世界史

DONGRIと同じアカウントで単語帳にログインすると、

しおりに登録された語句を単語帳に取り込みます。そ

れ以外の語句も自分で単語帳に追加できます。

単語帳のカード上でDONGRIアイコンをタップすると、

DONGRI を起動し、登録した語をキーワードとした検

索を行います。

教師は生徒が音読する英文を｢教材｣として登録。内容

を確定した教材は、提出期限を設定した｢課題｣として

生徒へ配信。

生徒は課題の英文で音読に取り組みます。教師は生

徒から提出された音読を評価し、生徒へ評価結果を

フィードバック。

 最新版では指示文のみの課題、自己学習用の利用、

DONGRI 連携による辞書引き等も可能になりました。

「山川 一問一答」をベースにした問題を、選択問題と手書き

解答の筆記問題で効率よく学習することができます。

DONGRIで用語集（日本史 / 世界史）を利用している場合は、

本アプリとDONGRI を連携して利用することもできます。

新聞記事が漢字の書き取り問題に！記事の中でふりがなで表

示された漢字を一字ずつ手書きで解答。選んだ学年によって

出題される漢字が変わります。DONGRIと連携することによ

り、記事に出てくる言葉の意味や漢字の筆順を調べながら学

習できます。

英単語は、｢語義を見て正しいつづりで書く｣と｢発音を

聞いて正しいつづりで書く｣の２種類のトレーニングが

可能。（その他のトレーニングも追加する予定）

音 読 ト レ ー ナ ー

く る み ー

｢調べる｣から｢覚える｣への橋渡し！

｢しおり｣の語句を取り込み

任意の英文を音読の教材に！
プレゼンテーションの指導にも活用できます！

iPhone / Android無料

1

辞書連携2

トレーニング3

DONGRI 連携サービス8

●教材を使用した課題

●指示文のみの課題

●自己学習（教師に評価を依頼することも可能）

Web

iOS / Windows iOS

NEW!

NEW!



お問い合わせ・ご購入は

〒151-0053  東京都渋谷区代々木 2丁目22番8号

小学館 小学生向け４辞書セット

小学生向け（6年使用料）

セット

価格 (税込)

きっずジャポニカ新版＋４辞書セット

¥5,491 / 6年

¥10,729 / 6年

小学館 小学生向け４辞書セット  ［校内無制限ライセンス］

きっずジャポニカ新版 ［校内無制限ライセンス］

¥ 247,500 / 6年

¥357,500 / 6年

きっずジャポニカ新版＋４辞書セット［校内無制限ライセンス］ ¥ 467,500 / 6年

単品

¥2,420 / 6年

¥2,420 / 6年

¥1,870 / 6年

¥3,872 / 6年

¥1,870 / 6年

¥2,992 / 6年

¥7,920 / 6年

ジーニアス５辞書＋英英辞典セット

セット

ジーニアス５辞書セット

¥7,700 / 3年

¥6,900 / 3年

ベーシックジーニアス５辞書セット

大修館書店 国語３辞書セット

¥6,500 / 3年

¥4,400 / 3年

ウィズダム６辞書セット＋英英辞典セット

ウィズダム６辞書セット / エースクラウン６辞書セット

¥7,300 / 3年

各¥6,500 / 3年

ウィズダム５辞書セット / エースクラウン５辞書セット

三省堂 国語３辞書セット

各¥6,200 / 3年

¥5,000 / 3年

全訳 漢辞海 第四版

単品

山川 日本史用語集

¥2,601 / 3年

山川 世界史用語集 ¥850 / 3年

¥850 / 3年

山川 用語集　地理 / 倫理 / 政治･経済 / 現代社会 各¥800 / 3年

新全訳古語辞典

三省堂全訳読解古語辞典 第五版

¥1,564 / 3年

旺文社全訳古語辞典 第五版 ¥2,200 / 3年

¥1,666 / 3年

新漢語林 第二版 ¥1,666 / 3年

明鏡国語辞典 第三版

新明解国語辞典 第八版

¥1,870 / 3年

現代国語例解辞典 第五版 ¥1,666 / 3年

¥2,805 / 3年

大辞林 第四版 ¥3,638 / 3年

エースクラウン英和辞典 第３版

ジュニアアンカー英和辞典 第５版・和英辞典 第５版

¥1,666 / 3年

コウビルド英英辞典（Advanced 米語版） ¥1,972 / 3年

¥2,295 / 3年

コウビルド英英辞典（Learner ’ s 米語版） ¥1,258 / 3年

ウィズダム英和辞典 第４版・和英辞典 第３版

オーレックス英和辞典 第２版・和英辞典 第２版

¥3,434 / 3年

コンパスローズ英和辞典 ¥1,972 / 3年

¥4,300 / 3年

ジーニアス英和辞典 第５版・和英辞典 第３版 ¥4,369 / 3年

ベーシックジーニアス英和辞典 第２版 ¥1,666 / 3年

最新のラインナップ（単品・セット品）は「辞書 DONGR I」で検索！

※その他の利用期間の価格はお問い合わせください。

価格表
※中高一貫校向けセットもあります。　※掲載されたセット以外の組合せはお見積もりします。

高校生・中学生向け（3年使用料） 価格 (税込)

＊2020年度中に発売予定

＊2020年度中に発売予定

＊2020年度中に発売予定

＊2020年度中に発売予定

＊2020年度中に発売予定

＊2020年度中に発売予定

例解学習漢字辞典 第九版

例解学習国語辞典・漢字辞典

例解学習国語辞典 第十一版

プログレッシブ小学英和辞典

プログレッシブ小学和英辞典

プログレッシブ小学英和辞典・和英辞典

きっずジャポニカ新版 2021


