
1

■ トップ画面構成

1. トップ画面構成クイックガイド

トップ画面は，検索ボックスやテーマ別メニューなどで構成されています。目的に合った方法で，調べたい情報に
たどりつくことができます。

ピックアップコンテンツ
調べ学習に便利なテーマ別メニューをピックアップしています。
写真またはタイトルをクリックすると，メニューにリンクします。

ピックアップメニュー
昆虫，植物，雲，世界の国旗 , 有名絵画を多数収
録した図鑑メニューにリンクしています。画像
の一覧から，百科事典項目にリンクします。

数字で見る世界の国・都道府県
日本と世界の包括的なデータを収録した，統計
メニューです。グラフで比較できるメニューと，
表で閲覧できるメニューがあります。→ P.17

きょうは何の日？
その日に生まれた歴史上の人物と出来事が表示
されます。日付を選択し，調べたい日を表示す
ることもできます。→ P.20

日がわり大百科
自然，人物，美術に関する 3 枚の写真が，トップ画面を表
示するたびに更新されます。〔くわしい説明〕をクリックす
ると，百科事典項目にリンクします。

テーマ別メニュー
テーマから情報を探すことができる項目メニュ
ーです。→ P.10

検索ボックス
調べたい語句を入力して検索します。複数語で
入力でき，項目名検索のほか，本文，メディア，
メニューを検索します。→ P.2

サイエンスルーム
中学校の理科で扱う重要単元について，考えな
がら学んでいくメニューです。→ P.5

図　鑑
昆虫，植物，雲，世界の国旗，有名絵画を多数
収録した図鑑メニューです。→ P.12

くらべる年表
地域を選択して比較表示し，百科事典項目にリ
ンクするインタラクティブな年表です。→ P.15

動画・イラスト・サウンド
動画，イラスト，音声の閲覧メニューです。→ P.14

ブリタニカ・プラスワン
5 つの特集コンテンツ，
・サイエンス
・スポーツ
・ミュージック
・モクモク村のけんちゃん
・キッズリンク
を収録したメニューです。→ P.22

使い方
ブリタニカ・スクールエ
ディションの使い方を確
認できます。
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■ 検索ボックスの使い方

2. 検索ボックスの使い方

検索ボックスに調べたいキーワードを入力し，
　　　 をクリックすると，検索結果画面が表
示されます。

「リサイクル」と入力すると，“リサイクル”が項
目名に含まれる項目の候補が表示されます。
これらの候補を選択し，検索することもできます。

❶ 項目名検索完全一致
❷ メディア検索一致 
❸ 項目名検索部分一致
❹ 本文検索一致
❺ メニュー検索一致 

「リサイクル」「江戸」のように，複数のキーワードを入力することもできます。

検索ボックスにキーワードを入力してみましょう。例

検索結果画面には次のような結果が表示されます。

次のページでくわしく
見てみましょう

リサイクル　江戸

検索をしても調べたい項目が表示されなかったときは，キーワードの表記を見直してみましょう。

・漢字，ひらがなの表記を変えてみましょう。
　例 埋立地→うめたてち

・同じ意味を表すほかの言葉に言いかえてみましょう。 
　例 水の汚れ，汚れた水→水質汚染

キーワードのヒント
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3. 検索結果画面の見かた

検索結果画面には，次のような検索結果が表示されます。
❶ 項目名検索完全一致 ………入力したキーワードと項目名が完全に一致する百科事典項目
❷ メディア検索一致 ……………入力したキーワードに関連する画像，動画，音声，学習マップ，ワークシート
❸ 項目名検索部分一致 ………入力したキーワードと項目名の一部が一致する百科事典項目
❹ 本文検索一致 ………………入力したキーワードが項目の本文中にある百科事典項目
❺ メニュー検索一致 ……………入力したキーワードが収録されているメニュー

■ 検索結果画面の見かた

「リサイクル」で検索したときの検索結果画面例

「もどる」ボタンを押すと，
前のページにもどります。

❶ 項目名検索完全一致
入力したキーワードと項目名
が完全に一致する百科事典項
目について，検索結果件数と、
百科事典項目へのリンクが表
示されます。

❷ メディア検索一致
入力したキーワードに関連する
画像，動画，音声，学習マップ，
ワークシートについて，検索結
果件数とリンクが表示されま
す。

❸ 項目名検索部分一致
入力したキーワードと項目名の
一部が一致する百科事典項目
について，検索結果件数とリ
ンクが表示されます。

❹ 本文検索一致
入力したキーワードが項目の本
文中にある百科事典項目につ
いて，検索結果件数とリンク
が表示されます。

❺ メニュー検索一致 
入力したキーワードが収録され
ているメニューについて，リン
クが表示されます。

　　   が表示されている項目
は，小学生向けの百科事典項
目です。

　　   が表示されている項目
は，中学校理科の教科書の内
容に関連深い百科事典項目で
す。

画像や動画，音声が収録され
ている百科事典項目では，そ
れぞれのアイコンが表示され
ます。

検索結果リンク
それぞれの検索結果の件数を表示し、検索結果の位置までリンクします。

おすすめ

キッズ
昔
むかし

からおこなわれてきたリサイクル

もっとみる

本文が長い大項目では，見出
しも表示され，見出し内の本
文に直接リンクします。

最初の検索結果画面に表示し
きれなかった検索結果を見る
には， 「もっとみる」をクリッ
クします。→ P.4
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■ 検索結果「もっとみる」画面の見かた

4. 検索結果「もっとみる」画面の見かた

検索結果画面の「もっとみる」をクリックす
ると，最初のページでは表示しきれなかった
検索結果を表示することができます。

「もっとみる」画面からは，検索結果を分野でしぼりこむことができます。

ページ送り
件数が多い場合は，ページ数が表示されます。
数字をクリックするとそのページを，「次のペー
ジ」をクリックすると次のページを表示します。

ソート順
五十音順，またはスコア順（出現件数順）で並
びかえることができます。

分野でしぼる
検索結果を，17分野でしぼりこむことができます。例えば「政治・法律・軍事」を選択
すると，「家電リサイクル法」や「食品リサイクル法」などの法律が表示されます。

もっとみる

もっとみる



5

中学校の理科で扱う重要単元について，考えながら学んでいくメニューです。順を追って疑問を解決し理解するよ
うに構成されています。
生徒自らが興味・関心に応じて自分のペースで学習を進めていくこともできますが，一斉授業に取り入れて活用す
ることも可能です。ここでは一斉授業での活用例を紹介します。

5. サイエンスルームの使い方

■ 「サイエンスルーム」の使い方

「サイエンスルーム」をクリックすると，学習テー
マが学年別に表示されます。

先生機用画面からは，学習テーマごとの学習指導
案や授業で配付するプリント教材を利用できます。
そのまま印刷できる PDF 形式のほか，授業内容
に合わせて書き換えられる Word 形式のファイル
も用意してあります。

先生機でサイエンスルームを立ち上げます。

① 先生の事前準備

必要なプリント教材を印刷して
授業の準備をします。

生徒機で表示される画面では
これら資料・プリント教材は利
用できません。
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5. サイエンスルームの使い方

プロジェクタや電子黒板を使い，サイエンスルームを提示します。この段階では，必ずしも生徒がコンピュータを使う必
要はないので，普通教室でも授業が可能です。

② 授業［導入］［問題提起］［仮説］

学習テーマ名をクリックすると，それぞれのメ
ニューの［導入］画面が表示されます。

クリックして動画を
再生してみましょう。

画面右側のナビゲーションボタンを順
次クリックして授業を進めていきます。

［導入］
動画を使用して，学習テーマの
課題にかかわるさまざまな現象
を示します。サムネールをクリッ
クすると , 動画が再生されます。
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5. サイエンスルームの使い方

意見が出そろったら，事前に印刷しておいた「仮説まとめシート」（p.5）
を生徒に配付します。

生徒の考えた仮説
と合わせて，それ
ぞれの仮説につい
て意見を出し合い
ましょう。

導入の動画や話し合いなどを通して気づいたことをまとめ，各自もしくはグ
ループごとに仮説を立て，「仮説まとめシート」に記入します。

［仮説まとめシート］
授業の進行にあわせて「仮説」「調べてわかったこと」「結論」を追記させ，
論理的な考えを導きます。

次の画面で仮説が
示されますが，そ
の前に「どうなる
と思うか」「なぜ
か」をみんなで考
えてみましょう。

学習テーマの課題である，動画で示
された現象についての問いかけが示
されます。

問題提起に対するいくつかの仮説を
示します。
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5. サイエンスルームの使い方

「重要語句」表示画面

前の授業で立てた仮説を立証するために調べ学習をします。コンピュータ室など，生徒がコンピュータを使える場所で学
習を行ないます。「仮説まとめシート」を持参します。

③ 授業［調べる］

生徒は，生徒機でサイエンスルームを立ち
上げます。学習テーマ名（ここでは「光の
進み方」）をクリックし，画面右側のナビ
ゲーションボタンで［調べる］を選択しま
す。

これらの資料だけでなく，ブリタニカ・
スクールエディションでも検索し，さ
らに多くの手がかりを集めてみましょ
う。

は，『ブリタニカ・スクールエディション』収録
の百科事典項目，

は，中学校の理科の内容に沿った百科事典項目，

は，動画を使った説明です。

【資料】として，ブリタニカ・スクールエデ
ィションに収録されている百科事典項目と動
画へのリンクを用意してあります。

「仮説まとめシート」に
調べ学習で得た情報を
書き込んでいきます。

「百科事典」表示画面
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5. サイエンスルームの使い方

先生機でサイエンスルームを操作します。

④ 授業［確認問題］［まとめ］［発展問題］

ナビゲーションボタンの［答え」
をクリックして答えを確認し，

［次の問題］をクリックして，
次の問題に進みます。

ブリタニカ・スクールエディションを使って，
より多くのことを調べ，学ぶことができます。（一
部の学習テーマには発展問題はありません。）

この画面に進む前に，事前に準備したプリ
ント教材「まとめ」（p.5）に，考え，調べ，
わかったことを書いて考えを整理し，画面
を見て確認できるようにしておきましょう。

プリント教材「発展問題」に，仮説や考え
を書き込みます。

調べたことを正しく理解できているか，フラッ
シュカードで確認します。

この学習テーマで考え，調べ，わかったことが
整理されています。

［確認問題］は，生徒機
用の画面では操作でき
ません。

［まとめ］は生徒機用の
画面では見えません。

ここまで学んだことをもとに，さらに考えを発
展させるための問題です。
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「テーマ別メニュー」は，テーマから情報を探すことができる項目メニューです。クリックしていくだけで，調べ
たい情報にたどりつくことができます。

■ 「テーマ別メニュー」の使い方

6.「テーマ別メニュー」の使い方

クジラについて調べてみましょう。例
「生き物のようす・動物・植物」を
クリックしてみましょう。

さらに細かいテーマが表示されます。
「世界の動物」をクリックしてみましょう。

クジラのイラストがある
「哺乳類」をクリックして
みましょう。
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6.「テーマ別メニュー」の使い方

「クジラやジュゴンの仲間（クジラ類・海牛類）」をク
リックすると , いろいろなクジラやイルカの名前が表
示されます。どのようなクジラがいるか，スクロール
して見ていきます。

※表示は五十音順になっています。

ザトウクジラの鳴き声や，他の動物と大きさを比較したイラ
ストなども見つかります。

「ザトウクジラ」を探してクリックしてみましょう。例
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7.「図鑑」の使い方

■ 「図鑑」の使い方
「図鑑」は，写真を見ながら，昆虫，植物，雲や世界の国旗，有名絵画を調べていくメニューです。拡大できる写
真や動画など，授業で提示できる素材が数多く収録されています。

左側のメニューで「図鑑」をクリックすると，図鑑の一覧ページ
にリンクします。
トップ画面の図鑑メニューからは，それぞれの図鑑に直接リンク
します。

「雲の図鑑」をクリックしてみましょう。

まず，５つの大きな分類が表示されます。

ここでは，「上層に現れる雲」をクリックしてみま
しょう。
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7.「図鑑」の使い方

さまざまな雲の写真が表示されます。
写真をクリックすると，拡大写真が表示されます。

今度は，雲の名前をクリックしてみましょう。

百科事典の項目画面で，くわしい説明を見ること
ができます。
写真をクリックすると，拡大写真が表示されます。
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8.「動画・イラスト・サウンド」の使い方

■ 「動画・イラスト・サウンド」の使い方
「動画・イラスト・サウンド」は，百科事典に収録された動画
やイラスト，音声などのマルチメディアのメニューです。授業
で提示する動画や教材作成に使用するイラストを探すときなど
にも便利です。

「動画・イラスト・サウンド」をクリックすると，マ
ルチメディアメニューの一覧ページにリンクします。

「動画」をクリックすると，「自然・環境」「社会・政治」
など，5 つのテーマに分かれています。「自然・環境」
は，動物，虫などさらに 8 つに分かれています。そ
こから「自然と環境」をクリックします。

メニューの写真（サムネール）をクリックすると，
動画再生画面が表示されます。再生ボタンをクリッ
クすると，動画が再生されます。

プルダウンメニューの「関連項目」は，その動画に
関連する百科事典項目の一覧です。項目を選択し［く
わしい説明］をクリックすると，該当の項目画面が
表示されます。
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9.「くらべる年表」の使い方

■ 「くらべる年表」の使い方

「くらべる年表」をクリックすると，年表選択画面にリンクします。

左枠の 20 の地域から「日本史」を，右枠から「西洋史」を選び，
［年表を表示］をクリックすると，日本史と西洋史を並べた年
表が表示されます。

日本史のプルダウンメニュー「年代を選択」で，「室町・安土
桃山時代」を選びます。

「くらべる年表」は，世界史，日本史，その他地域史を比較表
示できる年表です。日本史と世界史やその他の地域の歴史を並
べてみることで，それぞれの時代をグローバルな視野から俯瞰
することができます。年表中のキーワードは百科事典の項目に
リンクしているので，ひとつひとつの出来事について，詳細な
説明を読むこともできます。

日本の戦国時代に，ヨーロッパではどのようなことが
起こっていたのかを見てみましょう。

例
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9.「くらべる年表」の使い方

年表の上の「次のページ」をクリックすると，
時代を下っていきます。

年表中のリンクをクリックすると，百科事典の項目が表示され，
詳しい説明を見ることができます。

項目に収録された動画から , さらに詳しい情報を
得ることができます。

織田信長や豊臣秀吉が天下統一を目指す直前，世界は大航
海時代にあったことがわかります。またザビエルが日本にキ
リスト教を伝えたのはイエズス会公認の 9 年後でした。
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10.「数字で見る世界の国・都道府県」の使い方

■ 「数字で見る世界の国・都道府県」の使い方
「数字で見る世界の国・都道府県」は，世界の国と日本の都道府県の，広範にわたる統計データです。メニューを
選択してグラフで表示する「グラフで見る」と，読みやすく，印刷にも適した PDF 形式で収録した「表で見る」
に分かれています。世界の国や都道府県の姿を数値で客観的に表し，百科事典の情報を補います。

「数字で見る世界の国・都道府県」をクリックすると，「グラフ
で見る」「表で見る」の選択画面にリンクします。

選択画面の「グラフで見る」から，「くらべる統計」をクリック
すると，グラフのメニュー選択画面へリンクします。メニューか
ら，「都道府県別の気温」を選択します。

①　「グラフで見る」の使い方

北海道札幌市と沖縄県那覇市の年間の気温を比べてみましょう。例
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10.「数字で見る世界の国・都道府県」の使い方

メニューをクリックすると，初期設定のグラフが表示されます。

データ欄のプルダウンメニューから，「北
海道札幌市の気温」と，年度を選択します。

「＋くらべる」をクリックすると，さらにデータ欄が表示されます。
プルダウンメニューから，「沖縄県那覇市の気温」と，年度を選択
します。

「北海道札幌市」と「沖縄県那覇市」の気温のグラフが表示されます。

冬場の方が気温差が大きいことが分かります。ブリタニカ・
スクールエディションで，いろいろな地域の気候の特色を調
べてみましょう。
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10.「数字で見る世界の国・都道府県」の使い方

選択画面の「表で見る」から，「国際比較統計」と「都道府県統計」
を選択できます。
クリックすると，表の一覧画面にリンクします。

年度を選択し，クリックすると，
統計データの表が PDF で表示
されます。

②　「表で見る」の使い方

「世界主要地域の概要」,219の国および地域の「政治」「面積・人口」「人口動態」「国民経済計算と国際収支」「エ
ネルギー」「情報・通信・文化」「社会保障・治安・軍事」についてのデータなどを収録しています。

47都道府県の，「面積,人口」「男女・年齢別人口,平均寿命」「農業,製造業,卸・小売業」「産業別就業者数,県民所
得,財政」「学校」「病院,交通事故」「犯罪,火災」についての各年データと，降水量・平均気温の平年値を収録し
ています。

国際比較統計

都道府県統計

プルダウンで 2014 年以前の
統計データを選択できます。
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11.「きょうは何の日？」の使い方

■ 「きょうは何の日？」の使い方
「きょうは何の日？」は，その日におこった出来事，その日に生まれた人物を表示するメニューです。

任意の月日についても調べることができます。月日を
選択して検索ボタンをクリックしてみましょう。

［ほかのできごと，人］ボタン
をクリックしてみましょう。
そのほかのさまざまな出来事
や人物が表示され，さらに，
それぞれのくわしい内容を参
照することができます。
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12. 項目画面の見かた

■ 項目画面の見かた
項目画面は，小項目と大項目で表示が異なります。ここでは，より機能が多い大項目の項目画面の見かたについて
説明します。

　メディア
写真やイラストをクリックすると，拡大して見ることができ
ます。同じ項目内に収録された写真・イラスト・動画・音声
は，拡大画面の上部にスライドで表示されます。

もっと大きな画像をみる
「もっと大きな画像をみる」というリンクがあるときは，
画像を拡大・縮小できる画面を表示することができます。

拡大・縮小スライド
スライドの●を上下に動かし
て，画像を拡大・縮小できます。

7

　もっと調べる
学習をひろげていくための関
連項目が表示されています。
クリックして，もっと調べてみ
ましょう。

　くわしい説明
専門的な項目へのリンクです。
より学術的な情報を得られま
す。

　学習マップ
項目に関連するイラストメニュ
ーへのリンクが表示されます。

　インターネット
項目に関連する，外部サイト
へのインターネットリンクが
表示されます。

　見出し開閉ボタン
▽をクリックすると，その見
出しの本文が表示されます。

　資料・リスト
項目に関連するメニューや資
料が表示されます。

　項目名 
項目名とよみが表示されます。
加えて英語が表示される項目
もあります。

　見出しリンクボタン
見出しの一覧が表示されま
す。ボタンをクリックするとそ
の見出し部分へリンクします。

1

2

　関連リンク・資料，インタ
ーネットリンクボタン
項目下部に収録された，関連
項目や資料の表示へのリンク
ボタンが表示されます。

3

　本文
項目の本文です。本文の語句
で百科事典項目があるものに
はリンクをはっています。

4

　見出し
本文が長い大項目では，本文
をいくつかの見出しで分けて
います。

5

8

9

10

11

12

13

12

13

6

6

6

7

8

1

2

3

4

5

9

10

11

　印刷ボタン
項目上部と下部にある［印刷
画面］ボタンでは項目全体を，
見出しの［この部分を印刷］
ボタンではその見出しの本文
だけを印刷できます。

6

※この画面は一部合成しています。
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13.「ブリタニカ・プラスワン」の使い方

■ 「ブリタニカ・プラスワン」の使い方
「ブリタニカ・プラスワン」は，アニメーションやサウンド，
わかりやすい図解など，マルチメディアを豊富に取り入れて編
集した特集コンテンツです。サイエンス，スポーツ，ミュージッ
ク，英語紙しばい「モクモク村のけんちゃん」の４タイトルの
ほか，リンク集が収録されています。

「ブリタニカ・プラスワン」アイコンをクリックすると，メニュ
ー画面が表示されます。

利用したいシリーズの
タイトルをクリックし
てください。各シリー
ズのトップページにア
クセスできます。
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14.IE アクセラレータの使い方

［使い方］のタブをクリックし，「プラグイン
のインストール」から「IE アクセラレータ
の追加」にしたがって，IE アクセラレータ
をお使いの Internet Explorer に追加してくだ
さい。

学校で使われているコンピュータには
通常，環境復元ソフトがインストール
されています。IE アクセラレータを追
加する際は，必ず環境復元を OFF にし
てください。

プラグインのインストール

■ IE アクセラレータの使い方

Web サイト上で，検索したい文字をマウス
カーソルで選択します。

❶「クアラルンプール」という
文字列をマウスカーソルで選択。

左図は，外務省の Web サイトを閲覧中に，
「クアラルンプール」について調べたい場合
の操作例です。

①　IEアクセラレータの追加

②　IEアクセラレータを使った検索
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14.IE アクセラレータの使い方

選択した文字がブリタニカ・スクールエディションで検索
されます。

ブリタニカ・スクールエディションで情報を収集するこ
とができました。

❸ 調べたい項目名をクリック。

右クリックで「すべてのアクセラレータ」−
「ブリタニカ・スクールエディションで検索」
を選択し , クリックします。

❷「ブリタニカ・スクールエデ
ィションで検索」をクリック。

ブリタニカ・スクールエディションで検索
すべてのアクセラレータ


