
活用事例

導入事例

先生の感想（協働学習の意見交換会を終えて）
「資料収集などの準備時間が圧倒的に減って助かりまし
た。以前はかなり時間をかけて準備していましたが、
こんなにいろいろな資料は揃えられませんでした」
「他者の立場・視点の資料や客観的データがあることで
知識が広がり、自分の気持ちや経験だけで行う意見交
換会より、深い話し合いができました」
「授業を通して、子供たちの考えが変容しました。意見
交換会を通じて、深く考えることができたようです」

お母さまの感想
「子供がインターネットのサイトで調べると、誰でも書き込め
る情報サイトや、個人の趣味のサイトなど、真偽のほどが
不安でしたが、ブリタニカだと正しい情報を調べることが出
来て安心です」
「学校で使うことが多い内容で、家でもしっかり勉強ができ
るので、おススメです」
「自宅のタブレットで簡単に見ることが出来るし、学校と同じ
ものを使っている、という安心感があります」
「いろいろな情報にサーフィン出来る様な作りになっているの
で、子供が自ら知識を深めている様子を見ると嬉しく思います」

子供たちの感想（協働学習の意見交換会を終えて）
「主張することだけが大切なのではなく、反対の意見を
聞くことが大切だと思った」
「（動画や資料から）自分が普段知ることが難しい、大
人の意見がきけて良かった」
「迷ってもいいんだ、両方に長所がある、ということが
あると分かって、少し国語が好きになった」
「資料があったから、自信をもって発表できたし、反論
に対して反論ができた！」

学校・教育機関向けデジタル教材

16万以上の圧倒的項目数で、

1人1台端末時代の学びをサポート。

場所も端末も選ばないから、使い方は自由自在です。

導入実績

約7,500校*

* 2021年2月現在

延 べ

千葉県A小学校個別学習 東京都 Bさん一家家庭学習千葉県A小学校一斉学習

電子黒板 自　宅

図書室

教　室

P　C

タブレット

　川崎市では5年ほど前から、市内全域の小中高で「ブリタニカ・スクールエディション」を導入しました。選定の
決め手となったのは、やはり安心と信頼性、クオリティの高さですね。ブリタニカといえば百科事典。情報は質、量
ともに大変高く、調べ学習の掲示、出展などの二次利用も安心してできます。
　サイト内では、気になった言葉や内容があれば、リンク先へと飛んで次々と知識を深掘りしていけるので、子ど
もたちの学ぶ意欲も高められますし、学びの連続性が得られると思います。特に「教育コンテンツポータル」トッ
プページのキラーコンテンツは非常によく練られていて、より広い情報から徐々に絞られたテーマへと、情報の
入り口部分から、底の深い世界にうまく誘導してもらえる仕掛けになっているのがいいですね。もちろん、本当に
深い専門知識を得るにはそれなりの専門書を読まなければなりませんが、教科書から専門書への間をつなぐハ
ブとして、学校現場では長く使い続けたいICT教材です。

オンライン
だから、

場所も端末も選ばない

川崎市 教育委員会事務局
総合教育センター情報・
視聴覚センター

指導主事　福山 創 様 指導主事　草柳 譲治 様

ブリタニカを選んだ理由？　なんといってもクオリティの高さですね
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特 長
学習に最適な多彩なコンテンツと
約16万の百科事典項目を収録

こんなお悩み
ありませんか？

子供にとって、学校にとって、
どんな教材を導入するのが
良いかわからない。

1人1台、
端末を導入したけれど…

ブリタニカ・スクールエディションで
お悩みを解消します !

エキスパートにより執筆された、16万以上の確かな百科事典
項目と、厳選された外部ウェブサイトへのリンクをご用意。
その他にも学習の即戦力になる情報・コンテンツが満載の、
知のポータルサイトです。

授業にそのまま使える素材が満載だから、先生の授業準備・
授業実践の強い味方。
電子黒板で表示したり、手元の端末に表示させたり、印刷
して授業に使用したりと、使い方は自由自在です。

オンラインで使えるから、必要なのはインターネット環境のみ*。
アップデートは自動なので、ストレスなく最新の情報が使用
できます。

*推奨ブラウザMicrosoft Edge, safari, Google Chrome（2021年2月現在） 

子供たちが一般検索サイトで
調べると、正しい情報に辿り
付けない。寄り道ばかり。

安心して
調べ学習をさせたい

動画、写真、イラスト、グラフ…
資料を吟味して収集するだけで
時間がかかって大変。

先生の授業準備時間を
削減したい

インストール、アップデート、
メンテナンス…やる事が増える
のは出来れば避けたい。

デジタル教材って更に
先生の負担が増えるのでは？

エキスパートにより執筆された16万以上の確かな百科事典項目と、
厳選された外部ウェブサイトへのリンクをご用意。項目、動画、写真、
イラスト、図鑑...興味のおもむくままに知識を深めることができます。
教科を横断した調べ学習や課題作成、発表など、様々なシーンで
子供の知的好奇心を刺激します。

調べ学習1

“答えが一つではないテーマ”について、論拠を持って話し合う。
考えが深まり対話が生まれる協働学習を実現。授業にそのまま使え、
論拠となる資料群が、話し合いの活性化を促します。
先生の授業実践・準備の即戦力として、ワークシートや授業案も
掲載しています。

協働学習～アクティブラーニング～2

先生が安心して教材作成に使え、子供の興味・関心を喚起する豊
かなコンテンツをご用意。子供が自分で作ることが出来るグラフは、
組み合わせ無限大。グラフの読み取り学習に最適です。
（動画：約500、写真：約34,800、イラスト：約6,000、音声 : 約650、地図・国旗：600）

動画・写真・イラスト3

教室で一斉学習、グループ学習に…自宅や図書館で調べ学習や宿
題に…、職員室や自宅で先生の教材作成に…オンラインで見られる
から、電子黒板、PC、タブレット等、場所も端末も選びません。
更新は自動でアップデート。メンテナンスも簡単です。

一人一台端末に対応4

答えがひとつではないテーマについて協働学習

みんなで
考えを深めよう！

授業の流れに沿って、イラストから楽しく調べ学習

おすすめ！
調べ学習マップ

グラフやデータの読み取り学習に最適。
自分でグラフ作成も！

数字で見る
世界の国・都道府県

教科・学年・単元に沿って、知りたい情報をぎゅっと凝縮

教科べんり事典

読みやすく子供向けに編集された項目と、
知識を深める簡潔な項目

百科事典項目

昆虫、植物、雲など5つのテーマ。
写真と項目で知識を深める

図　鑑
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日本語でも英語でも。進化するデジタル教材

利用者数

約78万人*
延 べ

ブリタニカがお届けする　STEAMライブラリーコンテンツのポイント

探究学習やSTEAM学習に有用な、
日本語の百科事典項目、英語の百科
事典項目、動画、写真、イラスト、地図
など豊富な資料をご用意。
「調べる」から「発表する」までを徹底
的にサポートします。

「STEAM」※とは、現代の世界共通の教育キーワードの一つで、分野を横断しながら課題解決を行い、創造的な学びへとシフトさせていく考え方です。
※STEAM：「Science（科学）」「Technology（技術）」「Engineering（工学）」「Arts（芸術）」「Mathematics（算数・数学）」

深い学び、国際感覚の醸成に活用

　本校では2010年4月より「ブリタニカ・オンライン中高生版」を導入して
います。
　サービス導入前は、調べ学習における情報の検索・収集が課題でした。通
常のマルチメディア教材では内容や信憑性の面で不満を感じており、
STEAM教育を進めるにあたってもう少し高度な、生徒のレベルに応じたア
クティブラーニング型の授業に対応する教材・コンテンツを探していました。
　今回、「ブリタニカ・オンライン中高生版」選定の決め手の一つは、やはりブ
リタニカの百科事典編集で培われた膨大なコンテンツです。記事内容はもち
ろん、画像や動画も充実しており、学習支援ツールとして非常に有効的です。
　また、英語百科事典の「ブリタニカ・スクール」は、英語のレベルごとに３
段階に分かれており、同一項目で異なるレベルの記事にアクセスできます
し、国際バカロレアのカリキュラムにも対応するなど、ハイレベルな学習にも
対応しています。
　導入後、生徒たちは主体的で、深い学びができるようになったと思います。
国際的な視野や思考の醸成にもなっていますし、英語でのコミュニケーショ
ンやICT機器活用能力の向上にもつながっていると感じますので、今後も
しっかり活用していきたいと思います。

関西学院千里国際中等部・高等部
進路情報センター長 / 社会科

米田 謙三 様

国際バカロレア教育をサポート

グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指して、多くの教育機関で国際
バカロレアプログラムの導入が検討されています。その際の課題の一つに
なっているのが教材の確保です。ブリタニカ・スクールでは、国際バカロレア
教育を推進する先生方のために、教科と学年を選択すれば国際バカロレア
の学習内容に沿った記事や動画を一括検索できるツールを提供しています。

教育現場での活用例教育現場での活用例

調査から発表までを一貫してサポート調査から発表までを一貫してサポート

導入事例導入事例

最先端＋日本の教育現場
での使いやすさ 文理融合 グローバルコミュニケーションスキル強化

（日本語・英語でご提供）
探究学習やSTEAM学習などを通して主体的に学び、
グローバルに飛躍する中高生を応援するツールです。

* 『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』、『Britannica School』、『Britannica Academic』の利用者数。2021年4月現在。

詳細はこちらを
ご覧ください。

ブリタニカ・ジャパンは、経済産業省「未来の教室」プロジェクト「STEAMライブラリー」において、最先端の研究を通じたSTEAM探究コンテンツを
構築し、経済産業省「未来の教室」ポータルサイトに公開しております。

パンフレットに掲載されている画面や仕様などは、事前の予告なしに変更される場合があります。Microsoft，Windows，Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。AdobeFlash Player、Adobe Readerは米国Adobe Systems 
Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名や製品名は一般に各社の登録商標または商標です。エンサイクロペディアブリタニカのアザミの図案は、米国Encyclopaedia Britannica,Inc.が権利を保有し、法律により保護されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  © 2001-2022 Britannica Japan Co.,Ltd.　© 2001-2022 Encyclopaedia Britannica,Inc.

詳しくはこちら

販売店

〒141-0031　東京都品川区西五反田 8-3-16　西五反田 8丁目ビル
※2022年4月18日以降は下記住所へ移転となります。
〒102-0075　東京都千代田区三番町8-1　三番町東急ビル８階

E-mail ：schoolsolution@britannica.co.jp
URL    ：https://www.britannica.co.jp/

TEL ：03-5436-1390
FAX ：03-6686-5145



日本語百科事典データベース

250年の知識の集積。
紙からオンラインへ ――

学習環境とともに進化する百科事典

なぜ今 ブリタニカが必要なのか？

ブリタニカならすべての学習者・多様な学習スタイルに
対応する良質なソリューションを提供できます

「安心・安全」で多彩なコンテンツ

探究学習、STEAM 学習

グローバル化に応える

環境を問わない学び

豊富なコンテンツと確かな情報

あらゆる情報をすばやくわかりやすく引ける小項目事典、世
界各国の最新情報を理解できる国際年鑑、写真、イラスト、統
計情報、二つの歴史を選び比べることができる年表、識者に
よる寄稿の数々など、知的探究心を満たすコンテンツが満
載。探究学習やSTEAM学習、レポートや発表にも有用です。

レポートや課題作成、研究発表などに
利用可能な画像データベース

画像・イラストデータベース

英語百科事典データベース

300万点以上の貴重な写真やイラストを収録。全て著作権処理済みで、
非営利の教育目的に使用可能です。

エキスパートにより執筆・監修された16万以上の百科事
典項目と、厳選された外部へのウェブリンク

深い知識を得られる大項目事典、情報を早くわかりやすく
学べる小項目事典、世界各国・各分野の最先端の情報を理
解できる国際年鑑や統計情報などを収録

日本語と英語、2つの百科事典
同じテーマを2ヵ国語で調べることが可能

学校・図書館・家庭など学ぶ場を問わないオンライン配信
定期的な更新で最新情報にアクセス

英語レベルに合わせた学習サポート

年齢や英語力に合わせ、英語レベルを1(Elementary)、レベ
ル2(Middle)、レベル3(High)の3段階から選択可能。
英語力に合わせて知りたい情報から情報へ。学習者が自分の
レベルに合った英語記事を、自由自在に読むことができます。

ネイティブ向けのデータベースで
本場の英語体験
英語圏の学生が使用しているデータベースなので、考え方・
文章の組み立て・語彙など本場の英語に触れられます。単語
をダブルクリックし英語辞典で意味を調べることや、発音の
確認をすることが可能です。記事には読み上げ機能も搭載
しておりリスニングの強化にも最適です。

広範かつ深い知識を得られる
「読む事典」大項目事典

厳選された約3000のテーマについて、その成り立ち、できごと
の背景、できごとが及ぼした影響などを、広範かつ詳細に理解
することを目的に編集しています。著名人が執筆した項目も多
数収録。情報量は1項目平均1万字、長いものは20万字を超え、
そのテーマについて深い知識を得ることが可能です。

- ブリタニカ・スクール -

- ブリタニカ・オンライン・ジャパン -

- ブリタニカ・イメージクエスト -

ブリタニカ・オンライン中高生版 セットコンテンツ 一度のログインで3つのコンテンツにアクセス可能

1

2

3



日本語百科事典データベース

250年の知識の集積。
紙からオンラインへ ――

学習環境とともに進化する百科事典

なぜ今 ブリタニカが必要なのか？

ブリタニカならすべての学習者・多様な学習スタイルに
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をダブルクリックし英語辞典で意味を調べることや、発音の
確認をすることが可能です。記事には読み上げ機能も搭載
しておりリスニングの強化にも最適です。

広範かつ深い知識を得られる
「読む事典」大項目事典

厳選された約3000のテーマについて、その成り立ち、できごと
の背景、できごとが及ぼした影響などを、広範かつ詳細に理解
することを目的に編集しています。著名人が執筆した項目も多
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日本語でも英語でも。進化するデジタル教材

利用者数

約78万人*
延 べ

ブリタニカがお届けする　STEAMライブラリーコンテンツのポイント

探究学習やSTEAM学習に有用な、
日本語の百科事典項目、英語の百科
事典項目、動画、写真、イラスト、地図
など豊富な資料をご用意。
「調べる」から「発表する」までを徹底
的にサポートします。

「STEAM」※とは、現代の世界共通の教育キーワードの一つで、分野を横断しながら課題解決を行い、創造的な学びへとシフトさせていく考え方です。
※STEAM：「Science（科学）」「Technology（技術）」「Engineering（工学）」「Arts（芸術）」「Mathematics（算数・数学）」

深い学び、国際感覚の醸成に活用

　本校では2010年4月より「ブリタニカ・オンライン中高生版」を導入して
います。
　サービス導入前は、調べ学習における情報の検索・収集が課題でした。通
常のマルチメディア教材では内容や信憑性の面で不満を感じており、
STEAM教育を進めるにあたってもう少し高度な、生徒のレベルに応じたア
クティブラーニング型の授業に対応する教材・コンテンツを探していました。
　今回、「ブリタニカ・オンライン中高生版」選定の決め手の一つは、やはりブ
リタニカの百科事典編集で培われた膨大なコンテンツです。記事内容はもち
ろん、画像や動画も充実しており、学習支援ツールとして非常に有効的です。
　また、英語百科事典の「ブリタニカ・スクール」は、英語のレベルごとに３
段階に分かれており、同一項目で異なるレベルの記事にアクセスできます
し、国際バカロレアのカリキュラムにも対応するなど、ハイレベルな学習にも
対応しています。
　導入後、生徒たちは主体的で、深い学びができるようになったと思います。
国際的な視野や思考の醸成にもなっていますし、英語でのコミュニケーショ
ンやICT機器活用能力の向上にもつながっていると感じますので、今後も
しっかり活用していきたいと思います。

関西学院千里国際中等部・高等部
進路情報センター長 / 社会科

米田 謙三 様

国際バカロレア教育をサポート

グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指して、多くの教育機関で国際
バカロレアプログラムの導入が検討されています。その際の課題の一つに
なっているのが教材の確保です。ブリタニカ・スクールでは、国際バカロレア
教育を推進する先生方のために、教科と学年を選択すれば国際バカロレア
の学習内容に沿った記事や動画を一括検索できるツールを提供しています。

教育現場での活用例教育現場での活用例

調査から発表までを一貫してサポート調査から発表までを一貫してサポート

導入事例導入事例

最先端＋日本の教育現場
での使いやすさ 文理融合 グローバルコミュニケーションスキル強化

（日本語・英語でご提供）
探究学習やSTEAM学習などを通して主体的に学び、
グローバルに飛躍する中高生を応援するツールです。

* 『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』、『Britannica School』、『Britannica Academic』の利用者数。2021年4月現在。

詳細はこちらを
ご覧ください。

ブリタニカ・ジャパンは、経済産業省「未来の教室」プロジェクト「STEAMライブラリー」において、最先端の研究を通じたSTEAM探究コンテンツを
構築し、経済産業省「未来の教室」ポータルサイトに公開しております。

パンフレットに掲載されている画面や仕様などは、事前の予告なしに変更される場合があります。Microsoft，Windows，Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。AdobeFlash Player、Adobe Readerは米国Adobe Systems 
Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名や製品名は一般に各社の登録商標または商標です。エンサイクロペディアブリタニカのアザミの図案は、米国Encyclopaedia Britannica,Inc.が権利を保有し、法律により保護されています。
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詳しくはこちら

販売店

〒141-0031　東京都品川区西五反田 8-3-16　西五反田 8丁目ビル
※2022年4月18日以降は下記住所へ移転となります。
〒102-0075　東京都千代田区三番町8-1　三番町東急ビル８階

E-mail ：schoolsolution@britannica.co.jp
URL    ：https://www.britannica.co.jp/

TEL ：03-5436-1390
FAX ：03-6686-5145



日本語でも英語でも。進化するデジタル百科事典

レポートや論文、プレゼンテーション作成などに
利用可能な画像データベース

300万点以上の貴重な写真やイラストを収録。
全て著作権処理済みで、非営利の教育目的に使用可能です。

スペイン語とフランス語の百科事典をご用意。
それぞれの言語に触れ、読むことでさらに知識を
深めたい方におすすめのサービスです。

利用者数

約78万人*
延 べ

* 『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』、『Britannica School』、『Britannica Academic』の利用者数。2021年4月現在。

- ブリタニカ・イメージクエスト -

- ブリタニカ・モデルナ（スペイン語百科事典）-

- ユニバーサリス（フランス語百科事典）-

オプション❶

オプション❷

250年の知識の集積。紙からオンラインへ ──
国際社会で活躍する人の知的探究をサポートするツールです。

画像・イラストデータベース

多言語を学習・活用している方に

詳しくはこちら

販売店

〒141-0031　東京都品川区西五反田 8-3-16　西五反田 8丁目ビル
※2022年4月18日以降は下記住所へ移転となります。
〒102-0075　東京都千代田区三番町8-1　三番町東急ビル８階

E-mail ：schoolsolution@britannica.co.jp
URL    ：https://www.britannica.co.jp/

TEL ：03-5436-1390
FAX ：03-6686-5145
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���年の知識の集積。
紙からオンラインへ ⸺
学習環境とともに進化する百科事典

豊富なコンテンツと確かな情報 知りたい情報に素早くアクセス

小項目辞典は、あらゆる情報を素早く
理解することができます。

広範かつ深い知識が得られる

大項目辞典は、ものごとの成り立ちからその背景、及ぼした影
響などを、広範かつ詳細に理解することができます。

16万以上の百科事典項目はもちろん、写真、イラスト、最新の
統計情報、二つの歴史を選び比べることができる年表、識者に
よる寄稿の数々など、知的探究心を満たすコンテンツが満載。
レポートや論文作成などにも有用です。

世界各国の最新動向を知る

国際年鑑は、社会・芸術・科学など幅広い分野の第一人者が執
筆しています。世界各国・各分野の最新の情報を、学術的・体系
的に理解できます。

ネイティブ英語の記事をそのまま収録

定期的な更新で最新の記事が収録され、画像と動画も豊富に
掲載されています。さらに出典を明示したうえで、保存や印刷
も可能です。ウェブスター英英辞典も搭載しています。

ここでしか読めない価値ある記事

100人以上のノーベル賞受賞者が執筆する記事をはじめ、ピュ
リッツアー賞受賞者、各国の元首、各分野の第一人者である研
究者や専門家が執筆する価値ある記事が掲載されています。

関連した記事を使いこなす

記事（「Article」）の画面には「Images&Video」（写真・イラ
スト・動画）「Related」（関連記事）「Article History」（更新履
歴）というメニューがあります。それぞれのメニューをたどれ
ば、押さえておくべき情報をすべて把握することができます。

ニューヨーク・タイムズと
BBCニュースにアクセス

ニューヨーク・タイムズ紙とBBCニュースにアクセスすることが
できます。記事は毎日更新されるので、日本の報道と米国や英
国の報道を比較する材料にもなります。

ブリタニカ・アカデミック・ジャパン セットコンテンツ

なぜ今 ブリタニカが必要なのか？

ブリタニカならすべての学習者・多様な学習スタイル に対応する良質なソリューションを提供できます

「安心・安全」で多彩なコンテンツ「安心・安全」で多彩なコンテンツ 著名人による記事著名人による記事グローバル化に応えるグローバル化に応える 場所も端末も選ばない場所も端末も選ばない

エキスパートにより執筆・
監修された確かな内容
と、厳選された外部への
ウェブリンク

歴史的にも学術的に
も価値のある、著名人・
研究者による署名記事

基本パッケージは
日本語と英語、2つの
百科事典。同じテーマ
を2ヵ国語で調べるこ
とが可能
※オプションでフランス語・
スペイン語セットがあります

学校・図書館・オフィス・
自宅など場所を問わな
いオンライン配信。定期
的な更新により最新情
報にアクセス

- ブリタニカ・アカデミック（英語）-- ブリタニカ・オンライン・ジャパン（日本語）-

日本語百科事典データベース 英語百科事典データベース

ワンクリックで
日本語の記事から
英語の記事にリンク。
価値観や文化の違いを
感じとることができます。
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日本語でも英語でも。進化するデジタル百科事典

レポートや論文、プレゼンテーション作成などに
利用可能な画像データベース

300万点以上の貴重な写真やイラストを収録。
全て著作権処理済みで、非営利の教育目的に使用可能です。

スペイン語とフランス語の百科事典をご用意。
それぞれの言語に触れ、読むことでさらに知識を
深めたい方におすすめのサービスです。

利用者数

約78万人*
延 べ

* 『ブリタニカ・オンライン・ジャパン』、『Britannica School』、『Britannica Academic』の利用者数。2021年4月現在。

- ブリタニカ・イメージクエスト -

- ブリタニカ・モデルナ（スペイン語百科事典）-

- ユニバーサリス（フランス語百科事典）-

オプション❶

オプション❷

250年の知識の集積。紙からオンラインへ ──
国際社会で活躍する人の知的探究をサポートするツールです。

画像・イラストデータベース

多言語を学習・活用している方に

詳しくはこちら

販売店

〒141-0031　東京都品川区西五反田 8-3-16　西五反田 8丁目ビル
※2022年4月18日以降は下記住所へ移転となります。
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