ウチダコンテンツ配信システム概要図
インターネット

地域ネットワークのある自治体（全国の75％以上※）

エデュモール

内田洋行

配信

教育委員会

学校

利用

エッジサーバにダウンロードされたコンテ
経由で利用します。
これにより地域ネット

エッジサーバ

ワークの有効活用ができます。

認証

（コンテンツサーバ）

地域ネットワークのない自治体

※
デジタル教科書
連携には別途作業が必要

● E duMallは教育イントラ内に設置したサーバ

エデュモール

にコンテンツデータを格納するので、複数の学
校の端末が一斉にコンテンツにアクセスしても
安定した環境で運用できます。

ISP（光回線）
と直接接続されている学校

利用

センターサーバ

教 育 コ ン テ ン ツ 配 信 サ ー ビ ス

ンツは、安定かつ高速な地域ネットワーク

● 教育イントラがない自治体や、直接学校からプ
※EduMall Liteは必要環境及び提供コンテンツが
異なります。又、利用者は教員に限定されます。
詳しくは、
当社営業までお問い合わせください。

認証

ロバイダ経由でインターネットへアクセスする
自治体はEduMall Liteにてインターネット経
由で利用できます。
※平成28年度「学校における教育の情報化の実態等に
関する調査」
より

EduMallへの経緯

必要環境

国のコンテンツ配信実験に関わり、配信システムの構築から運営に携わっ
てきた信頼ある実績があります。
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TAO
（通信・放送機構)
実証実験

※本サービスの詳細および、
提供コンテンツにつきましては当社営業までお問い合わせください。

本サービスは、
Microsoft社が提供しているクラウドサービス Micosoft Azure を活用しています。
自治体ネットワーク環境
◦100Ｍbps以上推奨の地域イントラネットを保有されていること。
◦内田洋行センターシステムとの通信用ポートの設定。
◦コンテンツ配信用エッジサーバと学校との通信用ポートの設定。

学校ネットワーク環境

◦学校に100Ｍbps以上の校内ネットワークを保有されていること。

コンテンツ配信用エッジサーバ

総務省
EduMart
実証実験
文部科学省
ネットワーク配信コンテンツ
活用推進事業

実験の
集大成

デジタル教科書利用時

・学校図書：国語・数学・理科・英語

・教育出版：国語・書写・社会・算数・ ・教育出版：国語・地理・歴史・公民・数学・理科・英語・
理科・生活
音楽・器楽
連携
・開隆堂

：図工・家庭科

・教育芸術社

：音楽

・啓林館

：算数・理科

・三省堂

：国語・書写

・大日本図書

：算数・理科

・帝国書院

：地図帳

連携
・啓林館 ：数学・理科

・帝国書院 ：地図帳・地理・
歴史・公民
・三省堂 ：国語・書写・
英語
・日本文教出版：地理・歴史・
公民・数学・
・数研出版：数学
美術
・大修館 ：保健体育
・教育芸術社：音楽・器楽

・日本文教出版：社会・算数・
書写・図工

・大日本図書：数学・理科

・光村図書

・開隆堂 ：英語・美術・
技術・家庭

：国語・書写・
社会・生活

◦OS:Windows 8.1/10（注意:Windows 8.1/10はデスクトップモードのみ）、macOS 10.12/10.13、
iOS 11/12、
Android 7.0/8.0
◦ブラウザ：Internet Explorer 11、Edge、Safari 10/11（macOS、iOS）、GoogleChrome（Android）

◦エッジサーバにファイル共有の設定が必要。
また、
エッジサーバとクライアント端末間でファイル共有
用ポートの設定が必要。

【 中学校 】

・学校図書：国語・書写・算数・理科

※ドメイン・コントローラーのサーバにはインストールすることができません。

クライアント

※コンテンツにより対応OS他条件が異なる場合や別途プラグインが必要になる場合があります。

デジタル教科書ラインナップ
【 小学校 】

◦プロセッサ：XEON
（4コア以上）
◦メモリ：8GB以上
（16GB以上推奨）
◦HDD：60GB以上
（別途コンテンツ格納領域としてDドライブが必要）
◦OS：Windows Server 2012/2012 R2/2016

・光村図書：国語・英語

◦CoNETSデジタル教科書を利用するクライアント端末には以下の環境が必要。
OS:Windows 7 SP1/ Windows 8.1/10 (32bitまたは64bit)
ア
 プリケーション:Internet Explorer 11、
.NET Framework 4.5以降
※詳しくは、当社営業までお問い合わせください。

参加コンテンツメーカー 37社（2019年5月現在）
●有限会社アーニ出版

●株式会社教育芸術社

●日本コロムビア株式会社

●株式会社アテナ

●株式会社グレートインターナショナル

●ネオス株式会社

●教育出版株式会社

●株式会社アスク出版

●株式会社インフォザイン

●株式会社新興出版社啓林館

●株式会社内田洋行

●株式会社NHKエデュケーショナル
●遠鉄システムサービス株式会社
●開隆堂出版株式会社
●株式会社がくげい

●株式会社学研プラス
●学校図書株式会社

●株式会社カルチャー・プロ
●株式会社企画集団創

●株式会社三省堂
●株式会社新学社

●数研出版株式会社

●スズキ教育ソフト株式会社
●株式会社Z会

●株式会社大修館書店
●大日本図書株式会社
●株式会社帝国書院

●日本文教出版株式会社

●株式会社Find!アクティブラーナー
●ブリタニカ・ジャパン株式会社
●株式会社ポプラ社

●毎日新聞出版株式会社
●光村図書出版株式会社

●株式会社メディア・ファイブ
●ヤマハ株式会社

●株式会社ワオ・コーポレーション

●株式会社東大英数理教室

（コネッツ）
とは？
「デジタル教科書のスタンダードへ」をコンセプトに、複数の教科書会社が結集して、誰もが使いやすい
デジタル教科書・教材を共同開発しています。

www.uchida.co.jp/education

『ICTを活用した深まる授業』を
サポートします!
各自治体様のICT整備状況にあわせた
コンテンツを取りそろえています。

DS・3946-4・1908Pd000HA

各学校のICT環境に 応じたコンテンツの選定・導入から
利活用促進までEduMallがサポートします!

教 育 コ ン テ ン ツ 配 信 サ ー ビ ス

EduMall（エデュモール）はネットワークとICT 環境を利用し、デジタル教科書やドリル、動画・アニメーションコンテンツ、
プリント教材など、内田洋行はじめコンテンツメ ーカー各社が提供する豊富なコンテンツを年間契約で利用できるサービスです。

ICT環境の整備状況に合わせてコンテンツを選べます！

お試しOK!

12社209タイトルのデジタル教科書をはじめ、
これから必修となる「小学校英語」や「情報モラル教材」など37社合計1,200

コンテンツは年間契約なので、毎年選び

タイトル以上のコンテンツをラインナップ！ ICT環境の整備が進むとともに、その環境に応じた最適なコンテンツをタイムリー

なおしができ、予算を有効活用できます。

にご提供いたします。

また購入前にコンテンツのお試しも可能。
じっくり吟味した上で選定いただけます。

環境イメージと利用するコンテンツ
2020年代に向けて、新たな「学び」やそれを実現していく
「学びの場」を形成するために、ICT環境の段階的な整備が推奨されています。
■ 普通教室のICT環境整備のステップ（イメージ）

S t age

文部科学省による「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終のまとめ より

次期学習指導要領実施に向けて早急にStage 3の環境整備が必要

S t age
Stage

学びのスタイルにより
1人1台可動式PC

＋

1

Stag e

グループ1台 可動式PC

＋

無線LAN

＋

各教室PC1台

＋

個人
フォルダ

無線LAN

1人1台可動式PC
（家庭負担？）

＋

＋

＋

＋

個人
フォルダ

？

タブレットPCを

最適な
コンテンツを
選びなおし

カタログから選択

実際に試してから選択

ＰＣ増設時

追加購入が必要

校内フリーで追加購入不要

教員の異動や、指導要領改訂時

買い直し

１年毎に変更可能

インストール

必要

不要

ライセンス管理

資産管理が必要

校内フリーライセンスで簡単

修正プログラム適用

手動

EduMallセンターより自動配信

利用履歴取得

不可

可

の場合

新規購入時

インストール作業あり

EduMallセンターより配信（インストール不要）

修正プログラム配布時

修正パッチ当て作業あり

EduMallセンターより自動配信（更新作業不要）

（スマートスクール
構想（仮称）
）

利活用促進を一緒に考えます！

■EduMallは各Stageに応じたコンテンツを自由に選びなおすことができます。
S t a g e 2 では… 先生 + グループ1台

コンテンツの選択

パッケージソフト 購入の場合

※無線LANなどのネットワーク構築も今後は必要不可欠です。当社営業までお問い合せください。

Stag e 1 では… 先生に1台

単年契約

連携

統合型校務支援システム（個人情報管理可能）

タブレットPCを

買取

またデジタル教科書の修正プログラムの提供があっても、
インストール作業は不要です。
（必要プラグインを除く）

アクティブ・ラーニング

教科指導におけるICT活用

販売単位

配信サービスなのでパソコン1台1台にインストールする必要がありません!

※「電子黒板」については、授業上
必要な機能を有する大型提示装
置の代替活用を含む。

個人
フォルダ

パッケージソフト

時間短縮！

無線LAN等？

無線LAN

＋

電子黒板（大型提示装置）

＋

＋

電子黒板（大型提示装置）

4

電子黒板（大型提示装置）

3

電子黒板（大型提示装置）

2

（一部コンテンツを除く）

▼パッケージ買取型とEduMallの比較

学校ごとの利用ログを取得できます。
タブレットPCを

各コンテンツの利用頻度を「みえる化」するだけでなく周辺ICT機器の活用を把握する指標にもなります。

S t age 3 では… 先生 + 1人1台

▼ A小学校 月別利用回数

最適な
コンテンツを
選びなおし

▼ 利用ログ

コンテンツ研修会

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1

アクティブ・ラーニングや個別学習用のコンテンツを活用し、活動の幅を広げましょう。

動画教材・アニメーション教材

Stage

1・2

コンテンツの利用頻度が低いことが悩みだった

ドリル教材・調べ学習教材・タブレットPC向けコンテンツ

S t ag e

▼

Stage

▼

デジタル教科書

▼

提示型コンテンツを活用しましょう。

2・3

ほとんどの教科書メーカーの

現物を用意できないものを動画で見せたり、前

自習や授業後の復習時に有効なドリル 教材や、個々で自分の考え

デジタル教科書を配信できる

回の実習を繰り返し再生できる動画やアニメー

をまとめたり、それぞれの考えを共有するグループ学習に最適な調

のはEduMallだけ！

ション教材も豊富です。

べ学習教材もご提供しています。

こちらの学校では、7月に研修を行い、夏休み明
けの9月以降は急激に利用回数が増加しました。
導入時だけでなく利活用面でもE d u M a l lはサ
ポートいたします。

自治体内の学校ごとにログを集計

各コンテンツごとにログを集計

各月ごとにログを集計

