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国内の学校で最も多く導入されている

教育コンテンツ配信サービス。

新しい 時 代 に 必 要 とな る
資 質・能 力 の 育 成に向けて

GIGAスクール構想により整備された１人１台端末でのコンテンツ活用に！
教 育 コン テンツ 配 信 サ ービ ス

エデュモール

EduMall（エデュモール）
とは、デジタル教科書（指導者用・学習

者 用 ）やドリル、動 画・アニメーション、プリント教 材 など、

多くのコンテンツメーカーが提供する豊富な教育コンテンツ

を年間契約で利用できる配信サービスです。

参加コンテンツメーカー 31社（2021年6月現在）
●株式会社アテナ

●数研出版株式会社

●株式会社内田洋行

●スズキ教育ソフト株式会社

●株式会社FCEエデュケーション

●株式会社Z会

●遠鉄システムサービス株式会社

●株式会社大修館書店

●開隆堂出版株式会社

●大日本図書株式会社

●株式会社がくげい

●株式会社帝国書院

●株式会社学研教育みらい

●日本コロムビア株式会社

●学校図書株式会社

●日本文教出版株式会社

●株式会社カルチャー・プロ

●ネオス株式会社

●株式会社教育芸術社

●ブリタニカ・ジャパン株式会社

●教育出版株式会社

●株式会社ポプラ社

●株式会社グレートインターナショナル

●毎日新聞出版株式会社

●株式会社三省堂

●光村図書出版株式会社

●株式会社昭栄広報

●株式会社メディア・ファイブ

●株式会社新学社

●株式会社ワオ・コーポレーション

●株式会社新興出版社啓林館

教 育 コ ン テ ン ツ 配 信 サ ー ビ ス

エデュモール

新しい時代に必要となる
資質・能力の育成に向けた
教育コンテンツの活用を
EduMallがサポートします！

新しい時代に必要となる

資質・能力の育成

EduMall（エデュモール）は、総務省 EduMart実証実験（2002年）や、
文部科学省 ネットワーク配信コンテンツ活用推進事業
（2004年）か
ら生まれた、教育コンテンツの配信サービスです。サービスの提供を
開始して約15年、全国の多くの自治体で導入・利用いただいております。

ICT環境や目指す授業に
合ったコンテンツの選定
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授業での
コンテンツの利用
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Do
エデュモール

実行

Check
ICT環境や利用スキルに合わせた
コンテンツの見直し

分析

利用状況の分析と
授業の振り返り

デジタル教科書
（指導者用・学習者用）
をはじめ、
「小学校英語」や「プログラミング」、
「情報モラル」などに対応した、
31社から提供される約1,200タイトルのコンテンツをラインナップ！
ICT環境の整備にともない、その環境に応じた最適なコンテンツを利用いただけます。

ICT 環境や目指す授業に合ったコンテンツを選定

Plan
計画

約1,100 タイトルもの中から、
学校ごとにコンテンツを
選ぶことができます。
年間契約ですので、パッケージ
ソフトよりも購入しやすく、限ら
れた予算で多くのコンテンツが
選べます。

コンテンツは購入前に
試用できます。

ほぼ全てのデジタル教科書
が利用できます。

事前に試用することで授業に合っ
た有効なコンテンツを選択するこ
とができます。
（一部、試用できないコンテンツ
もあります。
）

指導者用デジタル教科書（教材）
のほか、学習者用デジタル教科書

も利用できます。

事前準備の手間をかけずに、簡単操作でコンテンツを活用

Do
実行

インストールの必要なくコンテンツが
利用できます。

利用したいコンテンツを
すぐに起動できます。

ウェブブラウザ上で動作するコンテン
ツを配信しますので、インストール
作業は不要です。またコンテンツの修正
プログラムがある場合も同様です。

授 業 に 応じた コ ン テ ンツ へ
児童・生徒を誘導します。

１人１ID のアカウント運用をサポートします。

安定した環境下でコンテンツが利用できます。

自治体の情報セキュリティーポリシー
に沿ったアカウントの発行ができます。
また、児童・生徒の１人１ID のアカウン
ト運用をサポートします。

地 域 イントラネットワークや
学校内ネットワークなど、安定
したネットワークでコンテンツ
を利用します。

（詳しくは、
裏面をご参照ください。）

コンテンツを活用した授業の振り返り・利用状況の分析

Check
分析

Action
改善

コンテンツの利用状況を
サービス画面から参照できます。
コンテンツの利用状況を学校ごとや先生
ごとに把握することができるので、自治
体内の学校の ICT 活用の底上げを図れ
ます。

EduMall 利用状況
学校名

第一小学校

タイトル

国語デジタル教科書 1 年

4月

国語デジタル教科書 2 年

5月

6月

7月

7

6

6

2

8

11

国語デジタル教科書 3 年

8

6

10

7

国語デジタル教科書 4 年

11

14

9

13

国語デジタル教科書 5 年

15

8

11

17

国語デジタル教科書 6 年

9

4

7

16

算数デジタル教科書 1 年

5

1

10

8

算数デジタル教科書 2 年

6

16

18

9

ICT 環境や利用スキルに合わせたコンテンツの見直し
ハードウェア面

ソフトウェア面

先生の利用を目的にしたタブレットＰＣか
ら、児童・生徒が利用するタブレット PC
まで、ICT 環境の変化に対応できます。

児童・生徒の学習スキルに合わせた
コンテンツの試用と購入ができます。

ウチダコンテンツ配信システム概要図

EduMallはクラウド、地域ネットワークなど、様々なネットワークで利用可能です。
①インターネットサービスプロバイダに直接接続している学校

内田洋行

利用

インターネット

教育委員会

教育委員会

学校

EduMallエッジサーバ

利用するコンテンツはエッジサーバ
にダウンロードされます。

認証

安定かつ高速な地域イントラネット
ワーク経由でエッジサーバにアクセス
してコンテンツを利用します。
（1Gbpsベストエフォート推奨）

●① ②のどちらの 利 用 契 約でも、

家庭からも利用が可能です。
●一 部、
家庭では利用できないコン

テンツがございます。

ローカルブレイクアウト
（1Gbpsベストエフォート推奨）

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
きた信頼と実績があります。
2003年

家庭

利用

認証
認証
利用

家庭

②地域ネットワークを経由してインターネットに接続している学校

配信

EduMall
クラウドサーバ

家庭

地域ネットワークがない自治体の学校などは、
直接、
EduMall
のクラウドサーバにアクセスしてコンテンツを利用します。
（1Gbpsベストエフォート推奨）

認証

エデュモール

2002年

認証
利用

2004年

2005年

2006年

2007年 2020年〜

TAO
（通信・放送機構)
実証実験

※本サービスの詳細及び提供コンテンツは当社営業担当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Microsoft Azureを活用しております。
自治体ネットワーク環境

◦100Mbps以上の地域イントラネットを保有され
ていること。
（1Gbps以上推奨）
◦内田洋行センターシステムとの通信用ポートの
設定。
(TCP80/443)
◦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。

※プロキシ自動構成ファイル
（PACファイル）、
プロキシ
認証対応不可。

総務省
EduMart
実証実験

学校ネットワーク環境
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

◦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。
（1Gbps以上推奨）

コンテンツ配信用エッジサーバ

◦プロセッサ：Xeon相当以上
（４コア以上）
◦メモリ8GB以上
（16GB以上推奨）
◦H DD：OSドライブのほかに別ドライブが必要
（別ドライブとは、
原則Dドライブを想定）
EduMallアプリケーション、
ログで60GB以上＋
コンテンツ容量。

指 導者用デジタル教科書を利用する場合は
1タイトルあたり5GBの容量を確保すること。
◦OS : Windows Server 2016,2019

※他 サービスとの同居はできません。他社製アプリ
ケーション、
WSUS、
ドメインコントローラ。

クラウドサーバを使う場合のテスト済みスペックは
以下となります。
・Microsoft Azure → Azure Virtual Machine Standard D2s_v3
・Amazon Web Services → m5.large

クライアント

◦OS：Windows8.1/10,iPad OS13/14,Chrome
OS(Chromebook),macOS10.15/11
◦ブラウザ：Edge(Chromium版/レガシー）
,Internet
Explorer 11,Chromeブラウザ,Safari

※コンテンツによって動作可能ブラウザが異なることや、
別途プラグインが必要な場合があります。
※Internet Explorer 11は旧世代のブラウザのため、
動作しないコンテンツがあります。
※コンテンツの購入の前に試聴機能を利用し動作確
認をお願いします。

お取扱いデジタル教科書ラインナップ
■ 小 学 校（ 令 和 2 年 度 版 ）

■ 中 学 校（ 令 和 3 年 度 版 予 定 ）

指導者用
・開隆堂出版

：英語

学習者用
・開隆堂出版

：図工・家庭・英語

指導者用
・開隆堂出版

学習者用

：英語

・学研教育みらい ：保健・道徳

・学研教育みらい ：保健・道徳

・学研教育みらい ：保健体育・道徳

・学校図書

：国語・算数・理科・英語

・学校図書

：国語・算数・理科・英語

・学校図書

：数学

・教育芸術社

：音楽

・教育芸術社

：音楽

・教育出版

・教育出版

：国語・社会・算数・理科・
英語

・教育出版

：国語・書写・社会・算数・理科・
生活・音楽・英語・道徳

：国語・地理・歴史・公民・
数学・英語

・三省堂

：国語・英語

・新興出版社啓林館：算数・理科

・新興出版社啓林館：算数・理科・生活・英語

・新興出版社啓林館：数学・理科・英語

・三省堂

：英語

・三省堂

：英語

・数研出版

：数学

・大日本図書

：算数・理科

・大日本図書

：算数・理科・生活・保健

・大修館書店

：保健体育

・帝国書院

：地図帳

・帝国書院

：地図帳

・大日本図書

：数学・理科

・日本文教出版 ：書写・社会・算数・生活・
図工・道徳

・帝国書院

：地図帳・地理・歴史・公民

・光村図書出版：国語・書写・英語・道徳

・光村図書出版：国語・英語

・日本文教出版 ：社会・算数
・光村図書出版：国語・英語

※Microsoft、Azure、
マイクロソフトおよびロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における
登録商標または商標です。

・日本文教出版 ：地理・歴史・公民・数学

・開隆堂出版 ：美術・技術・家庭・英語
・学研教育みらい ：保健体育・道徳
・学校図書
：数学・理科
・教育芸術社 ：音楽・器楽
・教育出版
：国語・書写・地理・歴史・公民・
数学・理科・音楽・英語・道徳
・三省堂
：国語・書写・英語
・新興出版社啓林館：数学・理科・英語
・数研出版
：数学
・大修館書店 ：保健体育
・大日本図書 ：数学・理科・保健体育
・帝国書院
：地図帳・地理・歴史・公民
・日本文教出版 ：数学・地理・歴史・公民・
美術・道徳
・光村図書出版：国語・英語・道徳

www.uchida.co.jp/education
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