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新型コロナウイルスの感染拡大は教育の分野にも変化をもたらした。児童・生徒に1人1台の学習端末を配付するなど「GIGA
スクール構想」が進展し，2020年春の学校の臨時休業期間には，家庭に向けてオンライン授業の配信も行われた。本稿では，
デジタルメディアを利用した，家庭における「デジタル学習」に注目して，コロナ禍をはさんで2019年と2020年に同一の中学
生・高校生とその母親に行った追跡調査（ウェブ調査とデプスインタビュー調査，2019年調査は全員が中学生）の結果から，
デジタル学習の変化や勉強へのやる気など学業面の変化を捉え，家庭におけるデジタル学習の可能性を考える。

2つの時点を比べると，家庭でデジタル学習を行っている割合は増加し，機器ではスマートフォンの利用が最も多かった。教
材は，教科書など紙媒体を大半が利用する傾向は継続していたが，学習用のアプリ・ウェブサイトなど，デジタルコンテンツの
利用も増えた。デジタル学習が進んだ要因として，家庭で自由に利用できる機器の所有者が増えて機器を利用しやすくなったこ
と，臨時休業期間に，学校からの課題であるオンライン学習やオンライン授業で勉強したことが挙げられる。

家庭学習を継続していた者をデジタル学習の状況で比較すると，デジタル学習を継続していた「デジタル群」，デジタル学習
を行うようになった「デジタル化群」，デジタル学習をやめた「非デジタル化群」，継続してデジタル学習を行っていない「非デジ
タル群」の4群に分けることができる。これらの群間には，デジタル学習をどのように評価しているかという中高生の意識の違い
や，家庭に機器利用のルールが根づき母親がその利用を推奨しているかという環境の違いがみられた。学校の成績では4群に
有意な差はみられなかったが，学業面では，デジタル群は非デジタル群より勉強に根気強く取り組み，やる気も高かった。非
デジタル群と，デジタル学習に変わったデジタル化群との学業面の差が小さかったことから，デジタル学習が実を結ぶには，デ
ジタル機器の学習利用に慣れるための時間が必要だと考えられる。

臨時休業期間の家庭学習に注目すると，学校からのオンライン授業の配信は中学生よりも高校生のほうが多く，英語，数学
などの主要5教科が中心だった。オンライン授業の課題として，中高生からは，教師と生徒，生徒同士のやり取りの双方向性
の確保が，母親からは，学習の理解度がわかりづらいことや視力の低下など健康面の不安が多く挙がった。同期間のオンライ
ン学習では，多くの学校でウェブサイトのNHK for SchoolなどNHKのコンテンツの利用が推奨された。家庭学習における
NHK for Schoolの利用経験者の割合は大きく伸び，学校ばかりでなく家庭での利用の可能性が示された。

今後，学校で利用している1人1台の端末を家庭に持ち帰り家庭学習にも利用するようになると，学校と家庭の学習の一層の
連動が期待できる半面，そのためには，家庭のデジタル環境の格差の解消や，子どもと親や教師が話し合いながらそれぞれに
納得したうえで機器の利用ルール作りを進めることも欠かせない。紙の教科書に替わる学習者用デジタル教科書の導入の動き
なども踏まえながら，家庭におけるデジタル学習の変化やその効果検証に関わる研究を継続的に行うことが求められる。
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1 はじめに

2020年1月に国内で初めて感染者が確認さ
れた新型コロナウイルスは，感染者数の増加と
減少とを繰り返しながら，2年が経過した2022
年1月時点でも，終息に至っていない。緊急事
態宣言の発出をはじめ，社会活動に多大な影
響を与えた一方で，コロナ禍は，教育の分野
においても変化をもたらすことになった。

例えば，2020年3月に始まった学校の臨時
休業期間中は，児童・生徒が家庭で学習を進
めることを余儀なくされたが，その間に学校か
ら，インターネットを使ったオンライン授業や
動画教材の配信が行われた。児童・生徒が家
庭でこのようなオンライン学習に取り組むこと
は，教室で対面の授業を行うことが困難な状
況でも学習を継続させるための対応であり，初
めて行った学校も少なくなかった。

また，2019年度から4年計画で始まった，
小学校，中学校，特別支援学校の児童・生徒
への1人1台の学習用端末の配備と，高速大容
量の通信ネットワークとを一体的に整備する

「GIGAスクール構想」1）は，学校の臨時休業
が長引いたことを受けて，2020年度末を目標
に整備の前倒しが図られた。この実現によっ
て，学校の授業でメディア利用をしやすくなり，
教室で使用する端末を持ち帰れば，その端末
を家庭のオンライン学習に利用することも可能
になる。コロナ禍を背景に，学校教育だけで
なく，家庭における学習のメディア利用を取り
巻く状況も変わろうとしている。

NHK放送文化研究所（以下，文研）では，
NHKが提供する学校現場に向けた教育サー
ビスを検討するための基礎資料を得る目的で，
1950年から2012年までは全国の学校を対象

に「学校放送利用状況調査」を，そして2013 
年からは，幼稚園，小学校，中学校，高等学
校，特別支援学校の教師個人を対象とする

「教師のメディア利用と意識に関する調査」を
定期的に実施し，学校現場のメディア利用の
実態を把握してきた。一方，家庭など学校以
外の場所の学習については，1982年から定期
的に実施している「中学生・高校生の生活と意
識調査」などで取り上げてきたものの，その学
習におけるメディア利用に特化した調査を実施
することは，住民基本台帳の閲覧の制限をは
じめ，調査を取り巻く環境が厳しくなったこと
などもあって課題となっていた。

そこで，2019年秋に中学校の教師を対象と
する調査を実施するタイミングに合わせて，ま
ず中学生（中1，2，3年生対象）の家庭の学
習に焦点をあてた調査研究を開始した。中学
生は定期試験や高校受験に向けて，家庭で自
律的に学習を行っていることが想定されたから
である。中学校の授業では，パソコンやタブ
レット端末などの利用が進んでいることがこれ
までの調査から明らかになっているが，学校か
ら帰宅後，中学生が家庭でどのようなメディア
を利用して学習しているのか，教科書や参考
書などの紙媒体も交えて，その基本情報を得
ることを目的とした。本研究には，発達心理学
を専門とする東京都立大学の酒井が共同研究
者として加わり，中学生と家庭で接する時間が
長い保護者である母親との関係にも注目して，
子どもの学習への関わり方や，家庭でメディア
を利用して学習することに対する評価も調べる
ことにした。

2019年秋から冬にかけて行ったウェブ調査
とデプスインタビュー調査からは，次のような
知見を得ることができた。

・中学生の家庭における学習では，デジタ
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ルメディア（デジタル機器やデジタルコン
テンツ）を利用して学習している者と，利
用せずに学習している者が存在した。

・家庭における学習で中学生が利用してい
た主なデジタル機器は，スマートフォン，
パソコン，タブレット端末であった。

・利用されていた教材は，教科書などの紙
媒体が多かったが，学習アプリやソフト，
ウェブサイトなど，デジタルコンテンツの利
用もみられた。その中で好評だったのは，
講義形式で説明を行う「授業動画」で
あった。

・デジタルメディアを使って家庭で学習する
ことについて，「わかりやすい」「勉強が楽
しくなる」「やる気が出る」など肯定的に捉
えている中学生が多かった半面，勉強中
でも勉強以外のことに使ったり，遊んでし
まったりした経験がある割合も高かった。

・家庭における学習でデジタル機器を利用し
ている中学生は，勉強へのやる気が高く，
自分が理解できるように工夫して勉強して
いた。また，母親が子どものデジタル機
器を利用した学習を推奨している家庭の
中学生のほうが，消極的な家庭の中学生
よりもやる気が高かった。

この調査が終了したのは2020年1月末で，
期せずしてコロナ禍前の状況を把握できた。そ
こで，1年後の2020年秋に，2019年調査に
協力した1,168組の中学生（進学した高1を含
む）とその母親のうち継続調査の協力が得られ
た616組にあらためてウェブ調査を，そしてそ
の父親も加えてデプスインタビュー調査を実施
した（図1-1）。代表性のないウェブ調査の回
答者ではあるものの，追跡調査として回答者お
よび結果を比較する項目の設問を同一にするこ

とによって，コロナ禍に伴う学校の臨時休業期
間を経て家庭の学習におけるメディアの利用の
状況がどのように変化したのか，そしてその因
果関係を把握することが可能だと考えた。

2020年調査にあたっては，2019年調査と
の間に学年の進級や，高校への進学のタイミン
グがあることなどから，スマートフォンやパソコ
ンなどふだんの生活の中で利用できるデジタル
機器が増え，それとともに家庭の学習における
デジタルメディアの利用が増加することが予想
された。また，オンライン授業やオンライン学
習など，学校の臨時休業期間に家庭でどのよ
うな学習を行っていたのか，その実態を把握す
る設問を加えた。

本稿では，家庭でデジタルメディアを利用し
て行う学習を「デジタル学習」と捉え，2019
年から2020年の1年間でデジタル学習や，勉
強への取り組み方ややる気など学業面からみた
変化を，コロナ禍が家庭の学習に与えた影響
も視野に入れながら把握する。また，その結
果を踏まえ，これからのデジタル学習の可能性
や課題について考察する。なお本研究は，文
研内における倫理審査を経て実施している。

本稿の執筆は，家庭のデジタル学習の状況
や，学校の臨時休業がもたらした学習の変化
は渡辺が，デジタル学習の効果や母親の学習
への関わり方との関係は酒井が担当し，先行
研究のレビューや考察は共同で行った。
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2  先行研究と 
本稿で取り上げる研究

2-1   本研究の背景にある， 
コロナ禍での動き

本研究で取り上げる1年の間には，新型コロ
ナウイルス感染防止のために多くの学校が臨時
休業に見舞われた一方で，GIGAスクール構想
の進展もみられた。まず，コロナ禍と教育，教
育の情報化・デジタル化という点から，背景の
動きをまとめておく（表2-1）2）。

児童・生徒1人に1台，パソコンやタブレッ
ト端末などの学習用端末を配備し，校内LAN
を整備し高速大容量の高速ネットワークで結ぶ
GIGAスクール構想は，2019年12月に発表さ
れた。2009年度にまとめられた「i-Japan戦
略2015」には，すでに授業におけるデジタル
技術の活用の推進が掲げられていた3）が，「1
人1台端 末」の実 現までには時 間を要し，
GIGAスクール構想も，当初は2023年度末の
完了を目標に開始された。

この計画が2020年度末完了に変更された
のは，コロナ禍による学校の臨時休業期間が
およそ3か月の長期間に及んだためで，この間
に家庭で行われたオンライン学習やオンライン
授業の受講には，学校とともに家庭の学習で
も利用できる端末が求められたのである。た
だ，文部科学省の調査では，2021年7月末
時点で96.2%の自治体が端末の整備を終えた
ものの，「平常時の端末の持ち帰り学習」を実
施している小中学校は26.1%で，家庭の学習
での日常の利用は一部にとどまる4）。

家庭におけるオンライン学習は，当初臨時
休業期間の特例措置として成績評価の対象と
することが認められていた5）が，2021年2月，

児童・生徒が登校できない感染症拡大時や災
害時などの「非常時」には，特例の授業として
認める通知が出された6）。ここでのオンライン
学習には，オンライン授業や，オンラインを活
用した課題の配信・提出，教師の質疑応答や
児童・生徒の意見交換ができる学習指導など
が含まれている。

一方，「1人1台」の端末で利用を想定され
ているのが，「学習者用デジタル教科書」であ
る。紙の教科書と同一の内容で，映像・音声
の教材，図や文字の拡大やアニメーション，画
面への書き込み，学習記録の保存などの機能
があり，個別学習や協働学習など多様な授業
のスタイルに対応する7）。文部科学省の有識者
会議は，2024年度の本格導入を求める中間
提言を公表した（2021年3月）8）が，その教育
的効果や，長期間の利用に伴う視力の低下や
健康への影響などの詳細な検証も必要である。
教科書のデジタル化によって，家庭におけるデ
ジタル学習はさらに進むことが予想される。

このほか，小中学生による携帯電話（スマー
トフォンを含む）の学校への持ち込みが，緊急
時の有用性なども考慮して条件つきで認められ
るようになった（2020年7月）9）。児童・生徒
が自らを律することができるルールを学校や保
護者と協力して作る，保護者の責任でフィルタ
リングを設定する，学校や家庭が携帯電話の
危険性や正しい使い方を指導する，などを条
件に挙げている。今後，学校教育で利用が進
むきっかけになるかもしれず，個人所有の端末
を活用するBYOD（Bring your own device）
の動きも注目される。

2020年4月には小学校の，2021年4月に
は中学校の，新しい学習指導要領が全面実施
になった。情報やメディアの活用による学習内
容の充実が含まれている。教育とメディア利用
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表2-1　2019・2020年度　新型コロナ関連と教育における動き
新型コロナ関連 新型コロナと教育 教育の情報化・デジタル化 その他

２
０
１
９
年

4月
学習者用デジタル教科書を制度化する学
校教育法の改正法とその関係法令が公
布・施行。紙の教科書と学習者用デジタ
ル教科書の併用可能に。（1日）

6月
学校教育の情報化を進める「学校教育の
情報化の推進に関する法律」が公布・施
行。（28日）

11月
安倍晋三首相（当時）が経済財政諮問会
議で「パソコンが（児童・生徒）1人1台
は当然ということを国家意思として明確に
示すことが必要」と発言。（13日）

12月
「GIGAスクール構想」にかかる経費が
2019年度補正予算に盛り込まれ，2023
年度末完了を目標に開始。（13日）

２
０
２
０
年

1月 厚生労働省が，国内初の感染者を確認と
発表。（16日）

2月
安倍晋三首相（当時），小・中・高校，特
別支援学校について3月2日から春休みま
での全国一斉の臨時休校を要請。（27
日）

3月 東京オリンピック・パラリンピックについ
て1年程度の延期を決定。（24日）

多くの学校が臨時休業に。文部科学省が，
臨時休業期間中の学習支援ポータルサイト

「子供の学び応援サイト」を開設。（2日）

文部科学省が，新学期を迎える学校の再
開に向けて具体的な留意点を整理した

「新型コロナウイルス感染症に対応した学
校再開ガイドライン」を公表。（24日）

4月
政府は首都圏など7都府県を対象に，緊
急事態宣言を発出。16日に対象区域を全
国に拡大。（7日）

文部科学省が，全国の都道府県教育委員
会などに，臨時休業期間の家庭学習の指
導内容と，臨時休業期間の家庭学習（オ
ンラインの指導も含む）を成績評価の対
象にできる特例措置を通知。（10日）

文部科学省が，小・中・高校などの臨時
休業状況の調査結果について，臨時休業
している学校は全体の91%（4月22日正
午時点）と公表。（24日）

「9月入学」について，知事や野党が提案。
（28日）

新学習指導要領が小学校で全面実施。

5月
緊急事態宣言を全国一斉に5月末まで延
長することを決定。（4日）

国内全域で緊急事態宣言を解除。（25日）

文部科学省が，感染防止，衛生管理のマ
ニュアル「学校の新しい生活様式」を全
国の教育委員会に通知。（22日）

政府は，緊急経済対策で，「GIGAスクー
ル構想」実現の2020年度末への前倒しな
ど，オンライン学習を促進する予算を計上。

6月

「9月入学」について，「直近の導入は困
難」と自民党ワーキングチームが提言。

（1日）

文部科学省が，小・中・高校などの学校
の再開状況の調査結果について，学校を
再開しているのは全体の98%（6月1日正
午時点）と公表。（3日）

文部科学省が，学校における携帯電話の
取扱い等に関する有識者会議を開催。中
学校では一定の条件のもと持ち込みを認
めることが妥当との見解。（24日）

7月
文部科学省は，公立学校の夏休みの対応
などに関する調査で，休みの期間を短縮
すると回答した自治体が9割にのぼるとの
結果を発表。（17日）

10月
文部科学省は，全国の教育委員会や都道
府県に，学校と保護者の連絡手段を「紙」
から「デジタル」にして，ハンコを省略す
る旨を通知。（20日）

12月 2025年度までに小学校の1クラスの定員
を35人以下へ。

２
０
２
１
年

1月 2度目の緊急事態宣言を発出。（7日）

2月

文部科学省は，非常時に児童・生徒が学
校に行けない場合，自宅でのオンライン
学習を特例の授業として認めることを，全
国の教育委員会などに通知。新型コロナ
ウイルス感染症対応のガイドラインを改
定。（19日）

3月 緊急事態宣言を解除。（21日）

文部科学省の有識者会議が，小・中学校
のデジタル教科書について，2024年度の
本格導入を求める中間提言を公表。

文部科学省は，「GIGAスクール構想の実
現に向けたICT 環境整備の進捗状況につ
いて」速 報 値 を 公 表，2020年 度 内 に
97.6%の自治体でICT 環境整備が完了見
込み。（17日）

4月 新学習指導要領が中学校で全面実施。
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という点でも，そしてその学習内容においても
転機を迎えている。

2-2   国内外の先行研究
家庭など，学校以外の場所における学習の

実態やデジタル学習については，中学生や高
校生（以下，中高生）を対象にしたものだけで
も，国内外のさまざまな機関によって調査研
究が行われている。また，デジタル学習の効
果に関する研究も進んでいる。

2-2-1   中高生の生活と意識，「オンライン
学習」の状況に関する調査

文研では，1982年から1992年までは5年
間隔で，それ以降は10年間隔で，全国の中高
生と親を対象に「中学生・高校生の生活と意
識調査」を実施している。1982年調査では
3,600組，1987年調査からは1,800組の，中
高生（12～18歳）とその父と母に行っている
大規模調査で，中高生は個人面接法，父母は
1992年調査までは直接配付による郵送回収
法，2002年調査以降は配付回収法で行った。
2022年度に6回目の調査の実施を予定してい
る。

この調査では，学校生活，友達や親との関
係，こころの状態，社会観など幅広い領域で
中高生の生活実態や価値観を探ることを目的と
している。勉強への取り組みについて，前回の
2012年の調査で「夏休み以外のふだんの日，
家や学習塾など，学校以外のところで，1日平
均何時間ぐらい勉強しているか」を尋ねたとこ
ろ，「ほとんど勉強しない」割合は，高校生で
は中学生の2倍の30%を占め，勉強時間の平
均は，中学生は1時間17分，高校生は1時間
6分であった10）。中高生ともにそれぞれに受験

を控えた者が多い3年生の勉強時間が長く，
いずれも1時間半を超えていた。

また，同年の調査で，「携帯電話」「パソコ
ン，iPadなどのタブレット端末」「部屋」「テレ
ビ」「ゲーム機」を挙げて自分専用で持ってい
るものを尋ねると，デジタル機器のうち，ゲー
ム機の割合は中学生70%，高校生64%で中
学生のほうが多かったものの，高校生はほぼ全
員が携帯電話を所有しており（97%），中3と
比べて高1では 大 幅にその 割 合 が 増えた

（57%→97%）。インターネットを利用している
割合 11）は，中学生は87%，高校生は98%に
のぼり，中高生ともに「メールのやりとりをす
る」「調べものをする」「動画を見る」の利用が
多かった。インターネットの利用は，すでに中
高生に定着していたことがうかがえ，「調べもの
をする」「動画を見る」の回答が多かったことか
ら，学習における利用も行われていたことが推
察される。

高校生を対象に，「スマートフォンやパソコン
など，インターネットを利用した学習サービス
で学ぶこと」を「オンライン学習」として，その
実態や意識を把握するために行われた調査が
ある。国立青少年教育振興機構が，2019年
9～11月に，アメリカ，中国，韓国でも同時に
実施した国際比較調査で，諸外国と比較して，
日本の特徴や課題をまとめている。

報告書によると，日本の高校生は，情報の
収集や検索にインターネットを利用するが，無
料，有料を問わず，オンライン学習をしたこと
が「ある」と回答した割合は48.8%で，韓国
72.4％，アメリカ70.8％，中国58.3％と比べ
て最も低かった。ここには，家庭（自分の部屋
やリビング），学校のほかに，飲食店，ネット
カフェ，図書館などで行ったオンライン学習も
含まれているが，例えばアメリカの高校生は，
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これらのいろいろな場所でオンライン学習を
行っていたのに対し，日本の高校生は家庭の
割合が高く，学校や図書館の割合が4か国中
最も低かった。学校の授業などでもインター
ネットの活用は最も少なく，総じて，日本の高
校生のオンライン学習は家庭の中で行われてい
た。

一方，4か国ともオンライン学習の経験者の
ほうが，「勉強した内容を理解するために，教
科書以外の本を読んだりする」「授業の内容を
復習する」「自分で学習の計画や目標を立て
る」「勉強したことを自分なりに整理したり，ま
とめたりする」「勉強した内容を理解するため
に，宿題のほかにも自分で練習問題などを解
いたりする」について，「いつもしている」と回
答した割合が顕著に高かった。本調査から，
オンライン学習を取り入れている高校生は，自
ら進んで勉強している様子をみてとれる一方で，
逆に，自ら進んで勉強しているような高校生だ
からこそ，オンライン学習についても積極的に
取り入れて勉強しているということも考えられ
る。

2-2-2   デジタル学習と子どもの学業への
効果に関する研究

子ども12）の学習を支えるツールとして，デジ
タルメディアが使用されるようになって久しい。
すでに学校教育ではICT（情報通信技術）を
活用した授業が行われており，ますますその需
要は高まるものと考えられる。

デジタル学習（digital learning）あるいは
e-learningの定義は，インターネットの使用を
前提にしている場合もあれば，インターネット
に限らずテレビやCD-ROMなどの媒体を含め
る場合もある（伊藤, 2002; Lin, Chen & Liu, 
2017）。本稿では後者の立場から，デジタル

学習を，デジタル教材にオンラインやオフライ
ンでアクセスして学ぶという広義な意味で捉え
る。

当該分野の研究はこれまで，デジタル学習
に利用する際の機器（パソコンなど）や媒体

（インターネットなど）の違いに注目するもの，
デジタル教材（e-bookなど）のコンテンツを扱
うもの，教員の教授スタイルや学習者の特性

（デジタル学習への自発性など）について検討
するものなど多岐にわたって行われてきた

（Haßler, Major & Hennessy, 2016; Hughes, 
2005; Lin et al., 2017; Yang & Wu, 2012）。
同時に，こうしたデジタル学習の特徴が，子ど
もの勉強への取り組み方や内発的動機づけ

（やる気），成績といった学業に対してどのよう
な効果があるかも検討されてきた。Haßler et 
al.（2016）が，タブレット端末によるデジタル
学習の効果を検討した23研究を総覧したとこ
ろでは，16研究で学業への効果が認められて
いる。残りの7研究においても，タブレット端
末を使用すること自体の評判は悪くなかったこ
とが報告されており，デジタル学習は子どもの
学業に対して概ねポジティブな効果があるもの
と考えられる。

また，デジタル学習と子どもの学業との関連
を調べた研究の中には，デジタル機器を利用
しない伝統的な学習教材との比較から検討し
たものもある。一例として，Furió, Juan, Seguí 
& Vivó（2015）は，小学生にAR（Augmented 
Reality：拡張現実）を利用した授業と紙媒体
による授業を実施し，両者に獲得した知識の
差はないものの，前者のほうに授業の満足度
が高いことを報告している。
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2-3   本稿で取り上げる研究と仮説
前項でみたように，デジタル学習と学業との

関連についての知見は積み重ねられているが，
学校の授業の場面において検討したものが多く

（ほかにもTüzün, Yılmaz-Soylu, Karakuş, Inal 
& Kızılkaya, 2009など），家庭の学習におけ
る実態や学業との関連についてはほとんど検
討されていない。家庭のデジタル学習は，学
校で授業の一環として実施される場合に比べ
て，子どもの主体性がより反映されるものと考
えられる。そのため，家庭ではデジタル学習に
積極的な子とそうではない子に分かれる可能性
があり，その差の背景を探ることで，デジタル
学習を支える（あるいは抑制する）要因を知る
ことができる。また，従来の研究は，子ども
のデジタル学習への取り組みや学業への効果
を，1回の授業や1学期間など短期間の変化
で検討しているが，子どもの主体的な関わりを
みるにはある程度の長い期間で捉えることも必
要と考えられる。子どもによって，デジタル学
習に積極的で長い間継続して利用する場合も
あれば，途中で利用しなくなり紙媒体による学
習だけになる場合もあるだろう。最初は紙媒体
を利用した学習が主であったが，のちにデジタ
ル学習を利用するようになる場合も想定され
る。こうしたパターンを比較することで，子ども
がデジタル学習を始め，継続することに関わる
要因を検討することができる。

さらに，本調査を実施した2つの時点の間
には，コロナ禍の影響により学校が臨時休業
になる事態が発生した。子どもが学校に行け
ず勉強を家庭で行うことが求められた生活の
変化は，本人や親にとって，オンライン学習や
オンライン授業の認知につながり，デジタル学
習への関心を高める機会にもなったと考えられ

る。そのため，コロナ禍に伴う臨時休業期間
の学習や生活のあり方が，子どものデジタル学
習の利用に関わることが予想される。

以上から本稿では，次の第3章で，調査の
概要とともに，同一の調査相手に実施した追
跡調査に基づく1年間のデータを分析する際の
基本情報として，調査相手の特徴を紹介する。
第4章から第6章では調査結果の分析につい
てそれぞれ報告するものとし，まず第4章では，
調査相手全体のデータからみた変化の傾向を
取り上げる。第5章では，1年間のデジタル学
習の継続・非継続の変化を踏まえて行ったタイ
プ分けに基づき，各タイプの特徴やタイプに分
かれる要因，タイプ別にみた子どもの学業との
関わりを検討した結果を報告する。第6章で
は，学校の臨時休業期間の学習として行われ
たオンライン授業の状況やその課題とともに，
同期間中に利用された，NHK for Schoolな
どNHKの学習コンテンツの利用の変化を取り
上げる。
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3   家庭学習における 
メディア利用に関する
調査：追跡調査の手法
と調査相手の特徴

本研究が扱うデータは，次の2つの時点の
調査に基づく。ともに量的調査としてのウェブ
調査と，その結果を深掘りする質的調査のデ
プスインタビュー調査とを組み合わせて行った。
「中学生の家庭学習におけるメディア利用に

関する調査」（2019年）
「中高生の家庭学習におけるメディア利用に

関する調査」（2020年）

3-1   中学生の家庭学習における
メディア利用に関する調査

（2019年）
ウェブ調査（表3-1）は，予備調査で，調

査会社にモニター登録をしている母親に中学生
の子どもの有無を尋ね，調査への協力が可能
な同一家庭の親子に本調査を実施した。調査
結果に関わる影響要因を最小限にするために，
本調査では，調査対象に次の条件を加えた。

①母親，父親，子どもが同居している（単

身赴任を含め，調査時点で親が不在の家
庭は除く）

②調査対象の子どもは，中学校の通常学級
に在籍している

③メディア利用は年長のきょうだいの影響を
受けることが大きいと考えられるため，調
査対象の子どもは長子とする。また，相互
に影響し合うことが大きい多胎児を除く

中学生の男女・学年別（1年生・2年生・3
年生）に振り分けた計6グループに200人ずつ
割り当てたが，調査相手として有効回答が得ら
れたのは，中1男子208人・女子196人，中2
男子199人・女子189人，中3男子190人・女
子186人（計1,168組の中学生と母親）で，多
少のばらつきが出た。

デプスインタビュー調査（表3-2）は対面で
実施した。ウェブ調査の結果から，家庭にお
けるデジタル学習の状況とデジタル学習に関す
る母親の意識に基づいて6つのタイプに分け

（子どもは学習のデジタル機器利用の「あり」
「なし」，「家庭で学習をしていない」の3タイプ，
母親は家庭のデジタル学習に「推奨」「消極
的」の2タイプに分けて掛け合わせ，6タイプに

表3-1　ウェブ調査概要
調査名 中学生の家庭学習におけるメディア利用に関する調査

調査目的
中学生の家庭における学習実態，および家庭学習時の
デジタルメディアの利用状況とともに，家庭学習のメ
ディア利用からみた親子の関係を把握する。

調査方法 インターネット上で行うアンケート調査（ウェブ調査）

調査時期 予備調査：2019年9月6日（金）～10月11日（金）
本調査：2019年10月2日（水）～10月17日（木）

調査対象

インターネットリサーチ会社に登録しているモニター
（母親）とその子（中学生）。母親に予備調査を行い，
本ページに記載した①～③の条件を満たした親子に本
調査を実施。本調査は，中学生の男女のそれぞれに学
年別に1年生・2年生・3年生を振り分けた計6グルー
プに200人ずつ割り当てた，計1,200組の親子。ただ
し，該当中学生とその母親が，それぞれに用意した設
問を個別に回答する形式にしたため，両者の回答がそ
ろっている場合のみを調査相手とした。

表3-2　デプスインタビュー調査概要

調査目的
ウェブ調査だけでは把握が難しい，中学生の家庭にお
ける学習の実態や学習時のデジタルメディアの利用実
態の詳細を深掘りする。

調査方法 対面による1対1の個別インタビュー （デプスインタ
ビュー）

調査時間 1セッション（中学生とその母親）　90分

調査時期
2019年12月14日（土），15日（日），2020年1月
18日（土），19日（日），25日（土），26日（日）
上記日程で，10:00～11:30，13:00～14:30，15:30
～17:00の3コマを実施。

調査相手

ウェブ調査の調査相手の1,168組の母親とその子のう
ち，インタビュー調査の会場への移動の負担が小さい
首都圏（1都3県）に在住で，インタビューへの参加に
許諾した中学生とその母親18組（計36人）。家庭のデ
ジタル学習におけるデジタル機器の利用状況，母親の
デジタル学習に対する意識をもとに，6グループに分類
し，各グループについて，中学生の性別，学年を可能な
限り分散させる。なお，自宅で勉強をしていないグルー
プは対象者が僅少であったため，家庭における学習時
間が短い子どもを「学習をしていない」とみなした。
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分けた），各タイプに該当する子どもとその母親
（計18組）に対して，親と子別々に，1人ずつ
のヒアリングを行った。

3-2   中高生の家庭学習における
メディア利用に関する調査

（2020年）
2019年調査と同様に，ウェブ調査とデプス

インタビュー調査を行った。ただし後者は，新
型コロナの感染防止のためにオンラインで実施
した。

ウェブ調査（表3-3）は，2019年調査と同
一の調査相手の変化を捉える追跡調査となる
ように，前年のウェブ調査で有効回答が得ら
れた1,168組の親子を調査対象とした。途中
で転校した中学生は調査対象に含め，前年調
査の中3は，高等学校などに進学した自宅通
学者のみとした。なお，母親が調査会社のモ
ニターを辞めているケースがあるなど，再度の
調査への協力者の人数の予測が困難だったた
め，調査対象の条件から父親との同居は不問
にし，多くの有効回答を得ることを優先した。
調査相手として有効回答が得られたのは，616
組の中高生と母親であった（中2男子107人・
女子95人，中3男子108人・女子110人，高
1男子100人・女子96人）。

デプスインタビュー調査（表3-4）には，コ
ロナ禍に伴う在宅勤務等で平常時と比べて在
宅時間が長かったことが予測される父親を加え
た。ウェブ調査の結果から，前年調査と同様
に6つのタイプに分けたが，「家庭の学習をし
ていない」グループは許諾が得られなかったた
め，その4人分をほかの4つのグループの人数
に1人ずつ振り分けて協力を募り，子どもとそ
の母親，父親（計18組）に対して，1人ずつの
ヒアリングを行った。

3-3   調査相手の特徴
本研究は，2019年と2020年の2つの時点

のウェブ調査で，有効回答が得られた616組
の親子を分析の対象とした。この616組につい
て2019年調査の再集計を行い，2020年調査
の結果と比較した。616組の基本的属性や家
庭のメディア環境などの特徴は表3-5～3-10
のとおりである。ウェブ調査の結果を読み取る
際の基本情報として提示する13）。

表3-4　デプスインタビュー調査概要

調査目的
ウェブ調査だけでは把握が難しい，コロナ禍における，
中高生の家庭の学習の実態や学習時のデジタルメディ
アの利用実態の詳細を深掘りする。

調査方法 オンラインによる1対1の個別インタビュー （デプスイ
ンタビュー）

調査時間 1セッション（中高生とその母親および父親）　90分

調査時期

2020 年11月28日（土），29日（日），12 月5日
（土），6日（日），12日（土），13日（日），19日（土），
20日（日）
上記日程で，10:00～12:00，13:00～15:00，16:00
～18:00，19:00～21:00の4コマを設定し，1日あ
たり最大3セッションを実施。

調査相手

ウェブ調査回答者のうち，オンラインインタビューへの
参加に許諾した中高生（中学2年生～高校1年生）とそ
の母親，父親の3人×18組（計54人）。家庭のデジタ
ル学習におけるデジタル機器の利用状況，母親のデジ
タル学習に対する意識をもとに6グループに分類し，各
グループについて，中高生の性別，学年を可能な限り分
散させた。なお，自宅で勉強をしていないグループは参
加の許諾が得られなかったため，その4人分は，ほか
の4グループの人数に1人ずつ加えて参加を募った。

表3-3　ウェブ調査概要
調査名 中高生の家庭学習におけるメディア利用に関する調査

調査目的
コロナ禍に伴う，家庭における学習実態，および家庭
学習時のデジタルメディアの利用状況の変化とともに，
家庭学習のメディア利用からみた親子の関係を把握す
る。

調査方法 インターネット上で行うアンケート調査（ウェブ調査）

調査時期 2020年10月1日（木）～10月12日（月）

調査対象

2019年に実施したウェブ調査に回答し，有効回答が
得られた母親とその子（中学生・高校生）。母親は，
インターネットリサーチ会社に登録しているモニター。
2019年調査の調査相手の1,168組の母親とその子

（中学2年生男子208組・女子196組，中学3年生男
子199組・女子189組，高校1年生男子190組・女
子186組。学年は2020年調査時点）。ただし，2019
年調査と同じく，該当の中高生とその母親が，それぞ
れに用意した設問を個別に回答する形式にしたため，
両者の回答がそろっている場合のみを有効回答とした。
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表3-5　調査相手：中高生の構成

全体
学年・男女注1 きょうだい ※合計の数値は，実数で足し

上げて％を計算しているため，
単純に％を足し上げた数字と
一致しないことがある（以下
同様）。

注1） 学年は2020年調査時点で
ある。

中学2年生
男子

中学2年生
女子

中学3年生
男子

中学3年生
女子

高校1年生
男子

高校1年生
女子 1人っ子 2人 3人 4人 

以上
616人 107 95 108 110 100 96 235 311 63 7

100％ 17 15 18 18 16 16 38 50 10 1

全体

通っている学校 注2） 「公立の中学校」は「市立，町立，区立な
ど，入学試験や選抜がない学校」，「国公立の中
学校」は「国立，都立，府立など，入学試験や
選抜がある学校」，「公立の高等学校」は「都道
府県立，市町村立，組合立など」，「高等専門学
校」は「国立，都立，府立，市立，私立など」，

「中等教育学校」は「国立，都道府県立，市立，
私立など」，「専門学校 専修学校」は「予備校
を含む」とそれぞれ提示し，母親が回答した。

公立の 
中学校

注2

国公立の
中学校

注2

私立の 
中学校

公立の 
高等学校

注2

国立の 
高等学校

私立の 
高等学校

高等専門 
学校

注2

中等教育 
学校

注2

専門学校 
専修学校

注2

616人 356 13 51 128 4 52 7 4 1

100％ 58 2 8 21 1 8 1 1 0

全体
居　住　地

北海道 東北 関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州・ 
沖縄

616人 20 34 235 25 8 88 114 32 19 41
100％ 3 6 38 4 1 14 19 5 3 7

表3-6　調査相手：親のプロフィール

全体

年　　　齢 職　　　業

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

～
34
歳

35
～
39
歳

40
～
44
歳

45
～
49
歳

50
～
54
歳

55
～
59
歳

60
歳
～

会
社
員

会
社
経
営
・
役
員

公
務
員

自
営
業

自
由
業

団
体
職
員

各
種
法
人

派
遣
社
員

パ
ー
ト

ア
ル
バ
イ
ト

在
宅
ワ
ー
ク

学
生

専
業
主
婦
・
主
夫

無
職 

注
4

そ
の
他

母
616人 4 53 226 238 81 14 91 2 7 11 1 19 220 0 0 261 1 3

100％ 1 9 37 39 13 2 15 0 1 2 0 3 36 0 0 42 0 0

父
613人

注3 2 36 164 247 115 34 15 463 14 50 37 6 3 17 0 0 19 4 0

100％ 0 6 27 40 19 6 2 76 2 8 6 1 0 3 0 0 3 1 0
注3）父の数が少ないのは死別・離別等による。　注4）「11 無職」には，定年退職者を含む。

全体

最　終　学　歴

1 2 3 4 5 6 7 8 9
中
学
校

高
等
学
校

専
門
学
校

専
修
学
校

短
期
大
学

高
等
専
門
学
校

大
学 

注
5

大
学
院

そ
の
他

答
え
た
く
な
い

母
616人 5 136 72 164 10 200 20 1 8

100％ 1 22 12 27 2 32 3 0 1

父
613人 15 152 79 12 24 267 56 0 8

100％ 2 25 13 2 4 44 9 0 1
注5） 「6 大学」には4年制大学と6年制大学を含む。

全体

2019年の世帯年収
1 2 3 4 5 6 7 8
２
０
０
万
円
未
満

２
０
０
万
円
以
上

３
０
０
万
円
未
満

３
０
０
万
円
以
上

４
０
０
万
円
未
満

４
０
０
万
円
以
上

６
０
０
万
円
未
満

６
０
０
万
円
以
上

８
０
０
万
円
未
満

８
０
０
万
円
以

１
０
０
０
万
円
未
満

１
０
０
０
万
円
以
上

わ
か
ら
な
い

616人 10 21 38 148 117 99 81 102

100％ 2 3 6 24 19 16 13 17

616人の中高生を学年・男女別にみると，若干の差はあるもののほぼ100人前後で，比較は可能と考えた。
きょうだいの人数は，長子であることもあって，2人と1人っ子が多い。また，中学生，高校生ともに公立の学校に通う者が多いが，例

えば文部科学省の調査と比べると，国公立や私立の学校に通う割合が高い。居住地も，人口推計などと比べると関東，近畿，東海の割
合が高く，都市部の割合が高い傾向がみられる。

母の平均年齢は45.0歳，父の平均年齢は46.9歳である。中高生の長子がいるという条件から，母，父ともに40～49歳が多い。
母の職業は，専業主婦が最も多く，パート・アルバイトも多い。調査会社に登録して調査に応じる時間的な余裕があることも関係して

いると思われる。父の職業は，会社員が多い。
最終学歴は，母，父ともに最も多いのが大学卒で，母は短大卒も多い。国勢調査や就業構造基本調査のデータと比べると，学歴の高

い集団だと考えられる。
2019年1年間の世帯年収を母親に尋ねたところ，「わからない」が一定数あったものの，最も多かったのは「400万円以上600万円未

満」であった。「800万円以上」はおよそ3割を占め，国民生活基礎調査のデータと比べると，世帯年収の高い集団である。
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表3-7　家庭で自由に使える機器（複数回答）� （％）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
テ
レ
ビ

パ
ソ
コ
ン

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

携
帯
電
話

ス
マ
ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

携
帯
型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー

据
え
置
き
型
の
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム

携
帯
型
の
ゲ
ー
ム
機

ど
れ
も
あ
て
は
ま
ら
な
い

母
2019年 96 84 33 85 13 4 9 16 15 1

2020年 93 81 30 89 8 5 6 16 14 1
中
高
生

2019年 96 65 43 71 11 5 13 47 53 1

2020年 95 68 42 80 8 6 10 44 42 1
注1  「中高生」は，2019年調査では中学生。
注2  2019年，2020年ともに，100%=母親および中高生の全体で，それぞれn=616
注3  「5」には「スマートフォン以外のガラケー」，「6」には「アマゾンエコー，グーグルホー

ムなど」，「7」には「iPodなど」，「8」には「ニンテンドースイッチ，PS4など」，
「9」には「ニンテンドー3DS・2DS，PS Vitaなど」の注記をそれぞれ加えた。また，
「10」は「この中のものはどれもあてはまらない」と表記した。

表3-8　中高生のインターネットを利用する機器
　　　　��（複数回答）� （％）

1 2 3 4 5 6 7 8 9
テ
レ
ビ

パ
ソ
コ
ン

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

携
帯
電
話

ス
マ
ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

携
帯
型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー

据
え
置
き
型
の
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム

携
帯
型
の
ゲ
ー
ム
機

2019年 31 97 95 97 44 81 47 59 54

2020年 31 94 95 97 29 85 42 63 50
注1：100%=それぞれの機器を自由に使える中高生（2019年は中学生）
　　2019年： テレビn=590　パソコンn=394　タブレット端末n=238　 

スマートフォンn=428　携帯電話n=59　スマートスピーカーn=26  
携帯型音楽プレーヤーn=75　据え置き型のテレビゲームn=289　 
携帯型のゲーム機n=325

　　2020年： テレビn=584　パソコンn=408　タブレット端末n=243　 
スマートフォンn=472　携帯電話n=42　スマートスピーカーn=34  
携帯型音楽プレーヤーn=57　据え置き型のテレビゲームn=265　 
携帯型のゲーム機n=260

注2：「5」「6」「7」「8」「9」の説明は，表3-7を参照。

表3-9　塾や習い事（母親による複数回答）� （％）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
学
習
塾 

注

家
庭
教
師

オ
ン
ラ
イ
ン
の

個
別
指
導

通
信
添
削 

注

英
語

英
語
以
外
の
語
学

楽
器

絵
画
・
美
術
関
連

そ
ろ
ば
ん

習
字

水
泳

球
技

ダ
ン
ス
・
バ
レ
エ

そ
の
他
の

ス
ポ
ー
ツ
系

そ
の
他

塾
や
習
い
事
は

何
も
し
て
い
な
い

2019年 46 2 1 23 9 0 11 1 1 5 5 5 3 4 1 21

2020年 41 2 2 19 7 0 10 1 1 4 3 5 2 2 1 31
100%=母親の全体　n=616　注：1には「補習塾・進学塾」，4には「進研ゼミなど」の注記を加えた。

表3-10　2020年4月以降の学校の臨時休業期間
� （％）

1 2 3 4
2
週
間
未
満

2
週
間
か
ら

1
か
月

1
か
月
以
上

休
校
期
間
は

な
か
っ
た

母 2 15 81 2

中高生 2 12 72 13
100%=母親および中高生の全体　それぞれn=616

2つの時点ともに，ウェブ調査は母，中高生（子）のいずれも多
くがパソコンで回答し，一部がスマートフォンやタブレット端末を
利用した。母が家庭で自由に使える機器をみると，テレビのほかに，
この3つのデジタル機器の割合が高い。これらは，テレビ，ゲー
ム機とともに，中高生が自由に使える割合が高い機器であり，母
が調査会社のモニターであることも反映されていると考えられる。

中高生は，2020年はスマートフォンを自由に使える割合が伸び
8割に達した。ここには掲載していないが，自分専用のスマートフォ
ンを所有している割合も59%から68%に増加していた。スマート
フォンは，中高生にとってテレビと並んで身近なデジタル機器とい
える。一方で，携帯型のゲーム機は大きく減少した。中高生はス
マートフォンを使ってゲームをすることも多いと考えられ，ゲームに
使う端末という点で，携帯型のゲーム機がスマートフォンに置き換
わりつつあることが推測される。

中高生が，家庭で自由に使える機器でインターネットを利用し
ているかを尋ねたところ，さまざまな機器で利用している様子が
みてとれた。中でも，スマートフォン，パソコン，タブレット端末
の割合が高い傾向は変わらなかった。この3つの機器をそれぞ
れ家庭で自由に使えるほぼ全員が，それらでインターネットを利
用していた。

ゲーム機でのインターネット利用は，例えば対戦型のゲームを
行う際に，相手とインターネットを通じてつながっていることなど
が考えられる。

分析の1つのポイントになる2020年 4月以降の学校の臨時休業期
間について，2020年調査で母親と中高生に尋ねた。臨時休業があっ
た（「1：2週間未満」から「3：1か月以上」を足し上げた）割合は，
母親は98%，中高生は87%でバラつきがみられた。

文部科学省が調べた臨時休業を実施している学校の割合（2020
年5月11日時点）をみると中高生の回答の結果に近く，母親は高めで
あった。設問には「2020年 4月以降に」という限定を加えたものの，
それがうまく伝わらなかった可能性も考えられる。なお，分析では，
その対象によって，中高生と母親のそれぞれの結果を使った。

学習塾や習い事の状況は，家計の支出全体を見渡せ，正確に把握していると考えられる母親に尋ねた。
2020年は2019年と比べて「塾や習い事は何もしていない」の割合が増えていた。「学習塾」「通信添削」の割合が減少しており，ここ

には示していないが，高1で両者の割合が減少していた。この両者は，高校受験に向けた勉強に利用され，受験が終わったことで利用も
終了したものと考えられる。
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4   1年間の，家庭学習に
おけるメディア利用と
学業の変化

4-1  本稿における「家庭学習」
の定義

本章より，調査結果の分析を取り上げていく
にあたり，本稿で使用する「家庭学習」の定義
を明らかにしておく。
「家庭学習」を「平日あるいは休日に自宅で

行っている学習」として，学校や学習塾，図書
館など，自宅以外の場所で行う学習を除外し
た。高校生になると，ファミリーレストランや喫
茶店などで友達と一緒に学習することも少なく
ないと考えられるが，それらも除いている。対
象の教科は，英語，国語，数学，理科，社会
の主要5教科に，調べ学習をしたり，その成
果をまとめ発表したりする際にパソコンやタブ
レット端末などのデジタル機器を利用すること
が多い「総合的な学習の時間」（中学生），「総
合的な探究の時間」（高校生）を加えた6教科
とした（以下，「総合的な学習の時間」「総合
的な探究の時間」は「総合」と記す）。

また，家庭におけるデジタル学習については，
パソコンやスマートフォン，デジタル端末などの
デジタル機器と，学習アプリやソフト，動画サ
イトなどのデジタルコンテンツの両面から調べ
たが，基本的にデジタルコンテンツを利用する
にはデジタル機器を利用する必要があることか
ら，家庭学習においてデジタル機器を利用して
いる場合を「デジタル学習」とみなすことにし
た。デジタル機器とデジタルコンテンツには，
それぞれ次のようなものを含めた。

デジタル機器：インターネットを利用できる電

子機器（図4-3，71ページを参照）

「スマートフォン」「携帯電話（スマートフォン
以外のガラケー）」「タブレット端末」「パソコ
ン」「スマートスピーカー （アマゾンエコー，グ
ーグルホームなど）」「携帯型音楽プレーヤー 

（iPodなど）」「ゲーム機（据え置き型と携帯
型の両 方を含む）」「テレビ」「電子 辞 書」

「電子書籍リーダー （Kindleなど）」など

デジタルコンテンツ：デジタル機器で利用でき
るコンテンツや教材（図4-5，72ページを参
照）

「勉強に特化したアプリ，ソフト，ウェブサイト
（スタディサプリ，NHK for Schoolなど）」「一
般のアプリ，ソフト，ウェブサイト（Yahoo!，
Google，YouTubeなど）」「テレビ番組（Eテ
レの番組など）」「ラジオ番組（『基礎英語』な
ど）」「塾で配られるデジタルメディアの教材」

「通信教育のデジタルメディアの教材（進研ゼ
ミなど）」「電子書籍」「電子辞典の中にある辞
典，事典，図鑑」「SNS（LINE，Studyplus，
clearなど，アプリを使ったり，勉強用のグル
ープを使ってやり取りをしたりする）」「オンラ
インの個別指導（CCDnet，Z会，個別指導
Axisなど）」など

なお，テレビ番組とラジオ番組は，テレビ受
像機やラジオ受信機だけでなく，インターネッ
ト経由の視聴も行われていることを鑑み，デジ
タルコンテンツに含めた。

4-2   家庭学習者のデジタル学習
の変化

4-2-1   家庭学習者の割合の変化

まず，「家庭学習」の定義のもと，616人の
中高生（2019年調査では中学生のみ）のうち，
家庭学習を行っている者の割合が2019年調
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査から2020年調査にかけて変化しているかを
みてみよう。

その前に，家庭でどれくらいの時間，学習を
行っているのか，平日と休日のそれぞれの学習
時間の変化をまとめたのが図4-1である。グラ
フの右側に数字で示した「勉強あり」は，家庭
で6教科以外の教科（音楽，美術など）を含
む何らかの教科の学習を行っている割合であ
る。詳細は後述するが，平日（93％→89％），
休日（91％→88％）ともに，その割合はわず
かであるが1年間で減少していた。

次に，家庭で「勉強あり」の者に，家庭で
学習する教科を尋ねた結果が表4-1である。
数学と英語を学習している割合が高く，主要5
教科は，どの教科も学習を行っている割合が1
年間で増えていた。

以上の結果から，「家庭学習」の定義に基づ
き家庭学習者の割合の変化をみると，図4-2
のように，全体の616人のうち家庭学習を行っ
ている者の割合は91%（559人）から86%（532
人）に減少していた。家庭学習者が減少した背
景にあるのは，2020年調査における高1の存
在である。2019年調査の時点で，彼らは高校
受験を控えていたが，目標としていた入試が終
わり，家庭で学習することへのモチベーション

が保ちにくくなったことが考えられる。また，
2020年のデプスインタビュー調査では，高校
に入ると，放課後は補習授業を受けたり，学
校の自習室で勉強したりして帰りが遅くなるた
め，帰宅後はほとんど勉強しないという発言も
聞かれた。「家庭学習」を自宅における学習と
定義したことから，「家で勉強しない」と回答し
た者も，それは「学校の授業以外にまったく勉

表4-1　家庭で学習する教科（複数回答）
（100%=平日あるいは休日に家庭で学習を行っている中高生注1）

2019年
（n=573）

2020年
（n=550）

1 　　英　　語   82% 87

2 　　国　　語 69 76

3 　　数　　学 85 89

4 　　理　　科 60 70

5 　　社　　会 62 68

6 　　総　　合 注2 17 15

7 1～6の教科は
家では勉強しない 2 3

注1：2019年は中学生。
注2：中学生は「総合的な学習の時間」，高校生は「総合的な探究の時間」。



71

コロナ禍前後の中学・高校生の追跡調査にみる 家庭におけるデジタル学習とその可能性

強していない」というわけではなく，学習塾や
図書館など自宅以外の場所で勉強しているケー
スがあるということである。家庭学習者の減少
は，必ずしも勉強をしなくなった者が増えたわ
けではないことに留意する必要がある。

以下，家庭におけるデジタル学習の状況につ
いて，家庭学習者の全体（2019年：559人，
2020年：532人）の傾向を取り上げる。

4-2-2   家庭学習におけるデジタルメディア
の利用の変化

家庭学習でどのようなデジタルメディアが利
用されているのか，69ページで示したデジタル
機器とデジタルコンテンツの側面からみていく。
デジタル機器の利用について，家庭学習者に
尋ねたところ，2019年，2020年ともに利用が
多かったのはスマートフォン，パソコン，タブ
レット端末で，利用が大きく伸びたのはスマー
トフォン（24％→37％）であった（図4-3）。ま
た，この1年で，何らかのデジタル機器を利用
して家庭学習を行っている者の割合も56％か
ら65％に増加した。

利用の多いスマートフォンに注目すると，家
庭学習者の中で，自分が自由に使えるスマート
フォンがある（家族と共用の場合を含む）者の
割合は71％から80％に増えていた（図4-4）。
スマートフォンを学習利用する割合の増加には，
機器を利用できる環境にある者が増えたことが
背景にあるようだ。学年別にみると，スマート
フォンを自由に使えて家庭学習で利用する割合
がどの学年でも増えており，学年が上がるにつ
れて大きくなっている。デプスインタビュー調査

（2020年）では，進級，進学のタイミングで自
分の専用機を持ったり，コロナ禍で外出できず，
友達と連絡をとりあうために購入したりしたケー
スがみられ，そうして入手したスマートフォンが

学習でも利用されていた。またスマートフォン
の学習における利用目的を尋ねると，英単語
や事象を調べる検索用，理科や社会の資料動
画やYouTubeなどの学習動画の視聴用のほ

12 家で勉強するときには，
     機器は使わない

1～11のいずれかの
機器の利用あり
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か，インストールした学習用のアプリ・ソフト
の利用など多岐にわたる様子がうかがえた。

次に，家庭学習の教材として利用されている
デジタルコンテンツを，教科書や参考書などの
紙媒体の教材の利用と比較しながらみていく
（図4-5）。紙媒体として，教科書など5項目
を挙げて尋ねたところ，家庭学習者のほぼ9割
がそのいずれかを利用していた。利用が多かっ
たのは，教科書と参考書・問題集・ドリルで
あった。学校の授業では，デジタルメディアの
利用が進んでいるが，教科書をはじめ紙ベース
の教材も多く，その状況が反映されているとい
える。

デジタルコンテンツは，アプリ・ソフト・ウェ
ブサイト（調査では，スタディサプリやNHK 
for Schoolなどの 勉 強 に特 化したものと，
Yahoo!，Googleなどの一般的なものとに分け
て尋ねた）などの10項目を挙げて尋ねたとこ
ろ，家庭学習者のうち，いずれかのデジタルコ
ンテンツの利用者は，39%から45%に増加し
た。ただ，デジタルコンテンツに比べて，紙媒
体の利用のほうが圧倒的に多い傾向は継続し
ていた。

2020年調査で利用が最も多かったデジタル
コンテンツは「一般のアプリ，ソフト，ウェブサ
イト」で，ここにはYouTubeのような動画サイ
トも含まれている。2019年のデプスインタ
ビュー調査で多くの中学生から名前が挙がった

「授業動画」の「とある男が授業をしてみた」14）

は，2020年調査でもその名前が複数の中学
生から聞かれた。家で1人で勉強していてわか
らないことが出てきたときに利用されていて，
理解できるまで繰り返し視聴できることが評価
されていた。次に利用が多い「勉強に特化した
アプリ，ソフト，ウェブサイト」については，有
料の「スタディサプリ」15）が挙げられた。こち

らも授業動画が提供されており，その授業の
内容に基づくテキストも利用できる。ほかに，
学習塾が配信している授業動画の利用もみら
れるなど，2度のデプスインタビュー調査から，

注：選択肢には下記のように注釈を加えて提示した。
「4」：図鑑・辞典（国語辞典，英和辞典など）・事典（百科事典など），「5」：通信教育の教
材（進研ゼミなど），「6」：勉強に特化したアプリ，ソフト，ウェブサイト（スタディサプリ，
NHK for Schoolなども含む），「7」：一般のアプリ，ソフト，ウェブサイト（Yahoo!，
Google，YouTubeなども含む），「8」：テレビ番組（Eテレの番組など），「9」：ラジオ番組な
ど（『基礎英語』など），「11」：通信教育のデジタルメディアの教材（進研ゼミなど），「13」：
電子辞典の中にあるいろいろな辞典，事典，図鑑，「14」：SNS（アプリを使ったり，勉強用
のグループを使ってやり取りをしたりするなど。例えば，LINE，Studyplus（スタディプラ
ス），clear（クリア）など），「15」：オンラインの個別指導（画面の向こうに先生がいて指導
を受けるなど。例えば，CCDnet，Z会，個別指導Axis（アクシス）など）。

参考書・問題集
ドリル

塾で配られる教材

図鑑・辞典・事典注

通信教育の教材注

勉強に特化したアプリ，
ソフト，ウェブサイト注

一般のアプリ，ソフト，
ウェブサイト注

テレビ番組注

ラジオ番組注

塾で配られるデジタル
メディアの教材

通信教育のデジタル
メディアの教材注

電子書籍

電子辞典の中にある
辞典，事典，図鑑

SNS注

オンラインの
個別指導注

1～15以外のもの

家で勉強するときには
何も使わない

紙媒体（1～ 5）の利用あり

デジタルコンテンツ（6～15）
の利用あり

学校で使っている
教科書
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授業動画は，家庭学習に欠かせないコンテン
ツとして定着している様子がうかがえた。

ここまで，家庭学習におけるデジタル機器と
教材の利用をみてきたが，その利用を教科別
にみたのが図4-6である。デジタル機器は図
4-3（71ページ）の1～11，デジタルコンテンツ
は図4-5の6～15，紙媒体は同図の1～5の，
いずれかの利用を含む。

総じて，デジタル機器とデジタルコンテンツ
の利用はすべての教科で増えていた。デジタル
機器の利用は英語と総合の伸びが大きく，英
語はデジタルコンテンツの利用も増加した。英
語の学習では，まず，紙媒体の辞典の代わり
に，電子辞書はもちろんのこと，スマートフォ
ンやパソコン，タブレット端末が単語の検索に
利用されていることが大きい。これらの端末で
は，発音など，音声情報も同時に確認するこ
とができるのも利点のようで，複数の中学生か
ら，英語検定対策用のアプリを利用していると
いう声も聞かれた。総合は，教科の特性上，

テーマに沿った資料の検索や，映像資料の視
聴などのほかに，調べた内容を電子データにま
とめて授業で発表する準備にも使われていると
考えられる。2021年4月に全面実施になった
中学校の学習指導要領では，総合において，

「調べたことを自分でまとめ，表現すること」が
重視されており，そのツールとして家庭学習で
利用される場面も増えることが予想される。

一方，紙媒体は，総合を除く主要5教科で，
ほぼ9割が利用していた。データでは示してい
ないが，紙媒体の中ではどの教科も教科書の
利用が最も多く，その傾向は変わらなかった。
家庭学習は，教科書などの紙媒体をベースに
進められていて，そのうえでデジタル学習を
行っている者が存在するといえる。今後，学習
者用デジタル教科書の利用が進んだ場合には，
それがどのように変化するのかが注目される。

なお2020年調査では，デジタル機器，デ
ジタルコンテンツともに利用が増えたものの，
その伸び幅は小さかった。しかし，「デジタル

メディアを利用していな
い」という者でも，デ
プスインタビュー調査
で詳しく聞くと，英単
語や事象の検索などに
は使っていたケースが
散見された。それらを
学習行動と意識してい
ないことが反映してい
るのかもしれない。
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4-2-3   家庭学習におけるデジタルメディア
の利用の変化と臨時休業期間の 
学習との関係

前項でみたように，このウェブ調査の調査相
手は，1年間で家庭における機器の所有が進
みデジタル学習の割合が増えていたが，その
背景として見逃せないのが，コロナ禍に伴う学
校の臨時休業であり，学校からの課題として，
家庭でオンライン学習が行われていたことであ
る。そこで，2020年調査で尋ねた臨時休業
期間の学習の状況について，まずその概観を
みていく。

表3-10（68ページ）で示した，中高生の回
答に基づく2020年4月以降に臨時休業期間
があった者（536人）の学年の内訳は，中2：
177人（33%）， 中3：185人（35%）， 高1：
174人（32%）であった。期間中の学習時間に
ついて，ふだんの休日の学習時間と比べて回
答してもらったところ，増加した者（「大幅に増
加した」「やや増加した」）が4割を超えた一方
で，2割が減少（「やや減少した」「大幅に減
少した」）していた（図4-7）。3割程度がふだ
んの休日とほとんど変わらず勉強していたこと
を考えると，臨時休業期間も，自分で勉強の
ための時間を確保して過ごしていたことがうか
がえる。学習した教科は数学と英語が多く，以
下，国語，理科，社会が続き，総合は少ない
（表4-2）。表4-1（70ページ）に示した，ふだ
ん家庭で学習を行っている教科とほぼ同じ結
果であった。

では，臨時休業期間に彼らはどのような学
習を行っていたのだろうか。臨時休業がありそ
の間に6教科の学習を行った中高生に，学校
からどのような課題が出され，どれくらいの頻
度で取り組んだのかを尋ねた（図4-8）。図の

右側の「課題あり」は「ほとんど毎日勉強した」
から「その課題や授業はあったが，勉強しな
かった」まで，「勉強あり」は「ほとんど毎日勉
強した」から「1か月に1～3回程度勉強した」
までの合計を示した。

まず，「課題あり」「勉強あり」の割合が高い
のは，紙媒体による教科書や問題集と学校か
ら配付されたプリントである。いずれも9割を
超え，臨時休業期間の学習者のほとんどが，
このいずれかの課題に取り組んでいた。それ
ぞれの学習の頻度も高く，ふだんと同様に紙
媒体の教材を利用した学習が中心であったこと
がみてとれる。

テレビやラジオの番組，インターネットの動
画の視聴による学習の課題は，それぞれほぼ
半数で出されていた。プリントを利用した課題
の割合が高いのは，番組や動画を視聴してそ
の内容や理解したことをまとめたり，関連した
質問に回答したりなど，学校から配付された
シートと連動させた学習も行われたことが推測
される。

オンライン授業については第6章で詳しく取
り上げるが，本調査では，授業がナマ配信さ

表4-2　臨時休業期間に学習した教科（複数回答）
（100％＝臨時休業期間があった中高生　n=536）

1 2 3 4 5 6 7
英
語

国
語

数
学

理
科

社
会

総
合
＊

こ
の
中
の
教
科
は

ど
れ
も
家
で

勉
強
し
な
か
っ
た

83% 74 84 69 67 14 5
総合＊：中学生は「総合的な学習の時間」，高校生は「総合的な探究の時間」。
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れ，学校と家庭の双方向でやり取りができるタ
イプを「リアルタイム型」，教師が行う授業の
様子を録画した動画を配信するタイプを「録
画授業型」として，2つのタイプに分けて尋ね
た。「課題あり」「勉強あり」の割合や頻度はほ
かの課題と比べて少ないものの，いずれのタイ
プでも学習が行われていた。

なお，テレビやラジオの番組の視聴について
は，例えば Eテレで放送されているNHK学校
放 送 番 組もインターネット上 のNHK for 
Schoolでストリーミング配信されていることを
踏まえると（詳しくは101ページ），インターネッ
トによる視聴も行われたことが推測される。し
かし，ここでは「オンライン学習」を，学習の
ために必ずインターネットを利用しなければな
らないオンライン授業と動画の視聴のいずれか
に限定して捉えたところ，「課題あり」は58%
で6割近く，「勉強あり」は52%で，ともに半
数を超えていた。

一方，臨時休業期間に6教科の学習を行っ

た者に学習におけるデジタル機器の利用につい
て尋ねると，図4-3（71ページ）の結果と同様
に，利用が多いのはスマートフォン，パソコン，
タブレット端末で，いずれかの機器を学習で
利用した割合は67%であった（表4-3）。そこ
で，2019年調査，臨時休業期間（2020年4
月以降），2020年調査の3つの時点で比べた

表4-3　�臨時休業期間の学習で利用したデジタル
機器（複数回答）

（100%＝臨時休業期間があり，期間中に6教科の学習をした中高生　n=508）

1 スマートフォン 36%

2 携帯電話注 2

3 タブレット端末 22

4 パソコン 24

5 スマートスピーカー注 2

6 携帯型音楽プレーヤー注 1

7 ゲーム機注 1

8 テレビ 2

9 電子辞書 11

10 電子書籍リーダー注 1

11 1～10以外の機器 0

12 家で勉強するときには，機器は使わない 34

1～11のいずれかの機器の利用あり 67
注：2，5～7，10については図4-3を参照。
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ところ（図4-9），臨時休業期間におけるデジ
タル機器を利用した学習者は，2019年調査時
点よりも11%増加し，2020年調査では，2%
と若干であるが減少していた。

以上のことから，コロナ禍前の2019年調査
と比べて臨時休業期間の学習でデジタル利用
が増えた背景には，学校から出されたオンライ
ン学習の課題に取り組んだことがあり，それが
2020年調査の結果につながったことが推測さ
れる。もちろん，デジタル学習は学校の課題
以外にも行われていたであろうが，この1年間
のデジタル学習の変化は，臨時休業期間に学
校からのオンライン学習の課題に取り組まなけ
ればならない状況が生じたことも後押ししたと
考えられる。

4-2-4   家庭学習におけるメディア利用
に関する意識の変化

では，家庭でデジタル学習を行うことについ
て，学習する中高生本人や母親はどのように考
えているのだろうか。図4-10に示した項目に
ついて「1 非常にそう思う」から「6 まったくそ
う思わない」までの6件法で尋ねた。右に示し
た「肯定派」は「1 非常にそう思う」から「3 
少しそう思う」，「否定派」は「4 少しそう思わ
ない」から「6 まったくそう思わない」の回答を
それぞれ足し上げた割合である。ここでは，

「肯定派」「否定派」の割合の変化に注目する。
中高生の1～5の項目は，家庭のデジタル学

習について，「好きだ」「わかりやすい」「勉強
が楽しくなる」「やる気が出る」「集中できる」と
プラス評価の側面を尋ねたものである。2つの
時点の結果を比べると，いずれも「肯定派」が
多い傾向は継続しており，デジタル学習を評価
していることがみてとれる。

一方，「勉強以外のことをしたり，遊んでしま
うことが多い」の「肯定派」の割合は変化がな
かった。デジタル機器の利用は学習に役立つ
だけでなく，その利用のしかたによっては負の
側面があることに自覚的な中高生が一定数存
在するということであろう。機器の「操作をめ
んどうに感じる」の「否定派」の割合にも変化
がなく，調査相手の中高生は，スマートフォン，
パソコンなどデジタル機器を自由に利用できる
家庭環境にある者の割合が高いことが反映さ
れていると考えられる。

次に，母親に対して，中高生の子どもが家
庭でデジタル学習を行うことをどのように考え
ているのか，1～10の項目からみる。肯定的
な側面では，中高生に尋ねた項目に，機器を
使うことが「好ましい」「視野を広げるのに役
立つ」の2項目を加えたが，「肯定派」が多い
傾向は変わらず，「肯定派」と「否定派」が拮
抗していた「好ましい」も「肯定派」が増えて

「否定派」との差が大きくなった。
否定的な側面である「勉強以外のことをする

のではないかと不安」「学習効果があるのか疑
問」「視力の低下など健康面が不安」「操作が
難しい」の4点については，操作の難しさは

「否定派」が多く，ほかの3項目は「肯定派」
が多い傾向は継続していた。肯定的な「集中
できる」の「肯定派」は伸びても半数を超える
程度であったのは，「勉強以外のことをする不
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安」あるいは「学習効果への疑問」の「肯定
派」が多い結果と呼応していると考えられる。
母親が抱いている「視力の低下など健康面へ
の不安」の解消は，今後，GIGAスクール構想
に伴う「1人1台」端末や学習者用デジタル教
科書などの利用の進展に向けて，向き合って
いくべき課題の1つといえるだろう。

4-3   家庭学習における学業の変化
本項では，2019年の調査時点から2020年

の調査時点にかけて，子どもの学業がどのよう
に変化したのかを性別と学年ごとに検討した。
なお，本報告の内容が追跡データを用いた時
点の推移に伴う個人内の変化に関する結果で
あることをわかりやすくするため，2019年を1

2 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，わかりやすい。

1 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，
　タブレットなどの機器やインターネットを使うのが好きだ。

2 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとってわかりやすい。

3 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，勉強が楽しくなる。

3 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって勉強が楽しくなる。

4 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，やる気が出る。

4 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとってやる気が出る。

5 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，集中できる。

5 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって集中できる。

6 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの機器や
　インターネットを使うと，勉強以外のことをしたり，遊んでしまうことが多い。

6 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもが勉強以外のことをするのではないかと不安である。

7 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うのは，操作をめんどうに感じる。

7 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって視野を広げるのに役立つ。

8 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもに学習効果があるのか疑問に感じる。

9 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもの視力の低下など健康面が不安である。

10 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うのは，
　 子どもにとって操作が難しい。

1 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって好ましい。        
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時点目，2020年を2時点目と記載している。
ここでの学業とは，先述のように，「子どもの
勉強への取り組み方」「やる気」「成績」であ
り，測定尺度の内容や回答者などの情報は表
4-4にまとめたとおりである。

4-3-1   勉強への取り組み方の変化

勉強への取り組み方は，勉強時に自分が理
解しやすいように工夫するなどの態度を意味す
る「認知的方略の使用」と，勉強に対して忍
耐強く取り組むかどうかの「自己制御」の2つ
の側面から子どもが評価した。勉強へのやる
気は，勉強を楽しいと思い自発的に取り組む
姿勢を測るものであり，主要5教科全般を想起
して子ども自身に評価してもらった。成績は，
国語，数学，理科，社会，英語，総合のそれ
ぞれについて母親が回答した。

性別と学年（中1→中2，中2→中3，中3→
高1）および測定時点の3つの要因を独立変数，
それぞれの学業得点を従属変数とする3要因
の分散分析を実施した。まず，勉強への取り組
み方における認知的方略の使用では，学年と
測定時点の交互作用（F（2, 610）= 3.67, p < 
.05, η2 = .01）が有意であった。どの学年に

おいて測定時点による得点の違いがあるかを検
討するため，単純主効果検定を行ったところ，
中2→中3の群で，時点間に有意な差がみら
れた（図4-11）。このことから，中2→中3の
学年で認知的方略の得点が1時点目より2時
点目にかけて高くなることが示された。一方，
自己制御については，どの独立変数において

表4-4　子どもの学業に関する尺度の内容

カテゴリー 尺度（因子）名 回答者・
測定時点 原　版 邦訳版と変更点

の有無
内容と項目例および
信頼性係数（α） 件　法

子どもの学業

勉強への取り組み
方（認知的方略の
使用，自己制御）

子ども：2019年，
2020年

Self-Regulated 
Learning 
Strategies scale 

（Pintrich & De 
Groot, 1990）

学習方略尺度（伊
藤，1996）の項目
による因子構成を
オ リ ジ ナ ル 尺 度

（ Pintrich & De 
Groot, 1990） に
合わせて変更

認知的方略の使用：自分が理解しやすい
ように工夫する学習態度「私は，勉強を
するとき，大事なむずかしい言葉を，自
分のことばにおきかえる」など12項目．
α=. 89．
自己制御：実直で継続的に学習する姿勢

「勉強する内容が退屈でおもしろくなくて
も，終わりまでやり続ける」など6項目．
α=.66-. 67．

とてもよくあてはま
る（6）―まったく
あ て は ま ら な い

（1）までの6件法

勉強へのやる気 子ども：2019年，
2020年

Intrinsic Value 
scale （Pintrich 
& De Groot, 
1990）

内 発 的 価 値 尺 度
（伊藤，1996）の
項 目 を 一 部 変 更

（単一教科→主要5
教科）

主要5教科を楽しんで学ぼうとするやる気
「私は，主要5教科で学んでいることが，
好きである」など6項目．α=. 93．

とてもよくあてはま
る（6）―まったく
あ て は ま ら な い

（1）までの6件法

成績 母親：2019年，
2020年

6教科（英 語・国語・数学・理科・社
会・中学生は総合的な学習の時間，高校
生は総合的な探究の時間）の総合成績．
α=. 88-89．

よくできる（5）―
で き な い（1） ま
で の5件 法（わ か
ら な い（0） の 選
択肢も存在した）
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も測定時点との交互作用は有意ではなかった
（図4-12）。

4-3-2   勉強へのやる気の変化

やる気に関しては，学年と測定時点の交互作
用（F（2, 610）= 4.06, p < .05, η2 = .01）
が有意であった。そのため，認知的方略のと
きと同様に単純主効果検定を行ったところ，
中2→中3の学年で，時点間に有意傾向による
差が，中3→高1の学年では有意な差がみら
れた。図4-13をみてわかるように，中2→中
3の学年では1時点目から2時点目にかけてや
る気が上昇し，反対に中3→高1の学年では2
時点目にかけて低下していた。また，測定時点
を基準にして学年間の得点を比較した場合に
は，2時点目において中2→中3の学年が中
3→高1よりも有意に得点が高かった。

†

4-3-3   成績の変化

成績に関しては，性別と学年および測定時点
の2次の交 互作用（F（2, 551）= 2.61, p < 
.10, η2 = .01）が有意傾向であった。男女ご
とに，どの学年に測定時点による得点の違い
があるかをみるために単純・単純主効果検定
を行った。その結果，男子の中3→高1の学
年にのみ有意な差がみられ，1時点目から2時

点 目 に か け て 得 点 が 低 下 して い た（図
4-14a）。また，測定時点を基準に学年を比
較した場合には，1時点目において中3→高1
の学年が中2→中3よりも得点が高かった（有
意傾向）。さらに，各学年における測定時点ご
との得点を男女で比較した結果では，中3→
高1の学年が1時点目の調査で有意な差がな
かった以外は，すべてにおいて女子のほうが男
子よりも有意あるいは有意傾向で得点が高かっ
た（図4-14b）。

総じて，中2から中3に上がり高校受験を控
えている学年においては，学業への前向きな
態度がみられた。一方，中3から高1にかけて
はやる気が減少し，男子では成績も低下する
傾向がみられ，高校生という新たな学校段階
で学業への適応に時間がかかっていることが
示唆された。さらに，成績に関しては概ね女
子のほうが男子よりも得点が高いことがうかが
われた。

†
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5   家庭学習で行われる 
デジタル学習のタイプ
別にみたメディア利用
と学業の変化

前章では，2019年（1時点目）と2020年（2
時点目）の家庭で行われるデジタル学習にどの
ような変化があったのか，家庭学習者全体の
傾向を捉えたが，本章では，その変化や特徴
をさらに深掘りする。この2つの時点における
家庭学習の有無とデジタル学習の有無とに着目
すると，616人の中高生は次の5つのタイプに
分けることができる（表5-1）。

①2つの時点でともにデジタル学習（以下，
デジタル群）　230人

②1時点目は非デジタル学習，2時点目はデ
ジタル学習（以下，デジタル化群）　98人

③1時点目はデジタル学習，2時点目は非デジ
タル学習（以下，非デジタル化群）　52人

④2つの時点でともに非デジタル学習（以下，
非デジタル群）　119人

⑤1時点目あるいは2時点目で家庭学習をし
ていない　117人

本章では，家庭学習者の動向に注目して①
～④のタイプについて比較分析を行う。デジタ

ル学習と非デジタル学習をそれぞれ継続してい
るグループ（①および④）がある一方で，デジ
タル学習あるいは非デジタル学習に転じたグ
ループ（②および③）もあり，各群の特徴とと
もに，どのような要因が4つの群に切り分けて
いるのかを把握する。なお，③は他群に比べ
て人数が少ないが，デジタル学習をしなくなっ
たという，本報告で重要な対象群であるため
分析に加えた。

この4群の学年構成を図5-1に示した。4
群とも，どの学年もほぼ3割程度であるが，デ
ジタル化群に占める高1の割合はほかの3群と
比べて高く，非デジタル化群と非デジタル群は
低い。また，非デジタル群は学年が上がるに
つれて割合が減少する。これは，後述のよう
に，デジタル機器を利用できる環境にあるかど
うかが関わっていると考えられる。

5-1   デジタル学習のタイプ別に
みたメディア利用の比較

本項では，4群の家庭学習の状況
について，下記の5つの点から比較
を行う。

● デジタル機器の学習利用
● コンテンツの学習利用
● 学習教科からみた比較
●  臨時休業期間のオンライン授業

との関係
● デジタル学習に関する意識

表5-1　家庭学習で行われるデジタル学習に基づくタイプ分け
2020年

家庭学習者
非家庭学習者

計
家庭学習で

デジタル学習
家庭学習で

非デジタル学習　

  

２
０
１
９
年

家
庭
学
習
者

家庭学習で
デジタル学習 311 ①　230人 ③　52 ⑤　29

家庭学習で
非デジタル学習 248 ②　98 ④　119 31

非家庭学習者 57 ⑤　17 16 24

計 616 345 187 84
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5-1-1   デジタル機器の学習利用

家庭学習におけるさまざまなデジタル機器の
利用の変化については，家庭学習者全体の傾
向を第4章（71ページ）で取り上げたが，ここ
では，利用が多かったスマートフォン，パソコン，
タブレット端末に注目する。表5-2は，4群の
それぞれの家庭学習においてこれら3機器が
利用されている割合を示したものである。定義
上，デジタル化群の2019年，非デジタル化群
の2020年は利用がなく，また非デジタル群は
2つの時点ともに利用せずに学習を行ってい
る。両時点でデジタル学習を行っているデジタ
ル群の2020年調査の結果は，スマートフォン

（57%），パソコン（38%），タブレット端末
（30%）の順で利用が多く，2019年調査と比

べて特にスマートフォンの利用が伸びている
（43%→57%）。デジタル化群の2020年の結
果をみると（スマートフォン：56%，パソコン：
33%，タブレット端末：27%），2020年時点
のデジタル群とほぼ同程度に利用されていた。
2019年の非デジタル化群と2019年のデジタ
ル群とを比べると，非デジタル化群のパソコン
の利用は少ないものの（非デジタル化 群：
17%。デジタル群：32%），スマートフォンは同
程度に（非デジタル化群：40%。デジタル群：
43%），タブレット端末は多く（非デジタル化
群：46%。デジタル群：35%）利用されていた。
デジタル化群，非デジタル化群のいずれも機
器の利用の時点をみると，デジタル群と並ぶぐ
らいにデジタル学習を行っていたことがわかる。

この背景には，図5-2に示した3機器の所有
状況の変化がある。デジタル群はほかの3群
に比べて，家庭で自由に使えるスマートフォン
とパソコンの所有の割合が2つの時点で最も高
い。自分専用の機器を所有する割合も高く，
利用できる機器が身近にあることは，活発な
学習利用を支える要因になっているといえる。

デジタル化群は，3機器すべてで「自由に使
える」「自分専用」の所有の割合が大きく伸び
ていた。特に，スマートフォンの伸びが大きい。
2019年に比べて機器の利用環境が整ったこと
が，2020年の学習利用に結びついたと考えら

れる。一方，非デジタル
化群は3機器ともに「自
由に使える」割合が減少
し，2020年時点でそれ
ぞれ利用できなくなった
者が存在した。中でもタ
ブレット端末はその割合
が 大 きく減 少し た が，
2019年時点でその割合

表5-2　�4群別にみた家庭学習における機器利用
（複数回答・一部抜粋）� （100%＝各群の全体）

スマート
フォン パソコン タブレット

端末

デジタル群
2019年   43% 32 35

2020年 57 38 30

デジタル化群
2019年 0 0 0

2020年 56 33 27

非デジタル化群
2019年 40 17 46

2020年 0 0 0

非デジタル群
2019年 0 0 0

2020年 0 0 0
デジタル群 n=230，デジタル化群 n=98，非デジタル化群 n=52，非デジタル群 n=119
デジタル化群は2019年，非デジタル化群は2020年に機器利用なし，
非デジタル群は2019年，2020年ともに機器利用なし。
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が高かったことは，表5-2に示したように学習
利用の高さにつながっていたことがうかがえる。

ところが，いずれかの時点でデジタル学習が
行われたこれら3つの群に対して，デジタル学
習を行っていない非デジタル群も，3機器すべ
てで「自由に使える」「自分専用」の所有の割
合が増えており，特にスマートフォンの「自分
専用」の割合の伸びが大きい。また，学習利
用を含むスマートフォンの1日の利用時間をみる
と（図5-3），どの群も平日よりも休日のほうが
利用時間が長いこととともに，非デジタル群も，
ほかの群と同様に2020年は利用時間が長くな
り，学習利用をしていないにもかかわらず，ほ
かと比べて利用時間が目立って短いわけではな
かった。ここではスマートフォンを取り上げた

が，パソコン，タブレット端末も，スマートフォ
ンと同じく人数が少ない群があったものの同様
の傾向を確認できた。つまり，非デジタル群は
デジタル学習を行っていないものの，学習以外
の生活では，ほかの群と同様にデジタル機器
を利用しているのである。このことから，機器の
利用環境が整っても必ずしも学習に利用しな
い者が存在することがみてとれる。非デジタル
群は意識的に学習利用をしていないことが考え
られるが，そのあたりはデジタル学習に対する
意識の違いの分析で取り上げる（85ページ）。

なお，図5-3では，2020年時点で機器の
学習利用をしていない非デジタル化群で，特に
休日の4時間以上の長時間利用の割合が増え
ている。学習利用をしなくなったからといって，
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必ずしも利用時間が減少しているわけではな
く，学習以外の利用が増えたものと考えられる
が，今回の調査では何に置き換わったかは確
認できなかった。

5-1-2   コンテンツの学習利用

家庭学習で利用される教材を，紙媒体とデ
ジタルコンテンツに分けて，4群の利用の変化
の違いをみる（図5-4）。紙媒体は図4-5（72
ページ）の1～5のいずれか，デジタルコンテン
ツは同図の6～15のいずれかの利用があるこ
とを示している。

どの群もデジタルコンテンツよりも紙媒体の
利用が多い傾向は同様であるが，2つの時点
の変化のしかたに特徴がみられる。デジタル群

は，どちらの教材も利用の割合が高い状態で
推移している。デジタル化群は，紙媒体の利
用が減少し，デジタルコンテンツの利用が大き
く増加している。逆に非デジタル化群は，紙媒
体の利用が増加し，デジタルコンテンツの利用
は大きく減少している。これは，デジタル機器
の学習利用と連動していて，デジタル化群は，
デジタル機器の学習利用に伴ってデジタルコン
テンツの利用が増えたことで紙媒体の利用が
減少したのに対し，非デジタル化群は，デジタ
ル機器の学習利用をやめたことでデジタルコン
テンツの利用が減少し，紙媒体の利用が増加
したものと考えられる16）。

5-1-3   学習教科からみた比較

ここでは，家庭学習を行っている教科とデジ
タル学習の関係から4群の違いをみる。図5-5
は，各群で6教科をそれぞれ学習している割
合と，その教科におけるデジタル学習の割合を
示したものである。どの群も，学習を行ってい
る教科をみると，英語と数学が多く，以下，国
語が続き，理科と社会が同程度で，総合は少
ないという傾向は変わらない。

デジタル群は，総合を除く主要5教科でデジ
タル学習の割合が増えている。デジタル群の
2020年の結果は，5教科すべてで半数以上が
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デジタル学習を行っており，英語では9割に達
した。デジタル群は，デジタル学習が継続さ
れているというだけでなく活発化しており，4群
の中で家庭学習におけるデジタル学習が最も
進んでいるといえる。

デジタル化群の2020年の結果をみると，す
べての教科でデジタル群の2020年とほぼ同程
度にデジタル学習が行われていた。一方，非デ
ジタル化群の2019年の結果をみると，総合を
除く5教科は，デジタル群の2019年とほぼ同
程度にデジタル学習が行われていた。このよう
に教科ごとの変化をみると，デジタル化群でデ
ジタル学習が進み，非デジタル化群で行われ
なくなったことがより明確になった。

5-1-4   臨時休業期間のオンライン学習
との関係

本項では，第4章で触れたようにデジタル学
習が進むきっかけの1つとなった，学校の臨時
休業期間のオンライン学習の状況と4群の違い
をみる。図5-6は，各群で，臨時休業期間が
あり期間中に6教科の学習を行った者につい
て，デジタル機器を利用（71ページ，図4-3の

1～11のいずれかを利用）して学習を行った
（デジタル学習を行った）者の割合と，期間中
にオンライン学習の課題が出されその課題を
勉強した者（75ページ，図4-8の4～7のいず
れかについて「勉強あり」）の割合を示したも
のである。

臨時休業期間に，デジタル群は全員がデジ
タル機器を利用してデジタル学習を行っていた
わけではなかったが，その割合が88％で4群
の中では最も高かった。学校からのオンライン
学習の課題を勉強した者の割合（64％）と比べ
ると，課題のオンライン学習以外でもデジタル
学習が行われていたことがみてとれる。また，
2019年時点で全員がデジタル学習を行ってい
なかったデジタル化群も，期間中にデジタル学
習を行っている割合は85％と多いことから，
臨時休業期間の時点で学習のしかたが変化し
ていたと考えられる。また，デジタル化群では
ほぼ6割がオンライン学習の課題の勉強をして
おり，課題の学習を行うことによって非デジタ
ル学習からデジタル学習に移行した者が含まれ
ていることも推測される。一方，2019年時点
で全員がデジタル学習を行っていた非デジタル
化群は，すでに臨時休業期間にその割合が減
少しているものの，この時点ではまだ4割がデ
ジタル学習を行っていた。オンライン学習の課
題のためにデジタル学習を継続したということ
なのかもしれない。

これら3群とは異なる傾向を示したのが非デ
ジタル群である。非デジタル群は，臨時休業
期間にデジタル学習を行った者（21％）よりも，
オンライン学習の課題を勉強した者のほうが多
かった（33％）。オンライン学習とはすなわち
デジタル学習であり，両者の割合は同等になる
かデジタル学習を行った者の割合が大きくなる
はずで，矛盾する結果であった。これは，臨

デジタル群 n=207，デジタル化群 n=80，非デジタル化群 n=42，非デジタル群 n=103
上段は，臨時休業期間の学習で図 4-3の1～ 11のいずれかを利用して学習を行った者，　
下段は，オンライン学習の課題（図 4ｰ8の4～ 7のいずれか）の「勉強あり」（図 4ｰ8を参
照）の割合。

■臨時休業期間の学習でデジ
タル機器を利用してデジタル
学習を行った

■臨時休業期間にオンライン
学習の課題を勉強した
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時休業期間の学習全般におけるデジタル機器
の利用の有無と，課題としてのオンライン学習
の取り組みの設問を分けて尋ねたために，両
者を関連づけて回答しなかった者がほかの3
群より多かったことによるのかもしれないが，
その理由を探ることはできなかった。

5-1-5   デジタル学習に関する意識

ここまで，家庭学習とデジタル学習の状況に
ついて，2019年調査と2020年調査の4群の
違いをみてきたが，その違いをデジタル学習に
対する意識からみていく。図5-7は，図4-10

（77ページ）にある中高生（子ども）7項目，母
親10項目について，群ごとにみた2019年（上
段）と2020年（下段）の結果であり，右に「肯
定派」（6件法で尋ねた「1 非常にそう思う」
から「3 少しそう思う」を足し上げた割合）と

「否定派」（「4 少しそう思わない」から「6 
まったくそう思わない」を足し上げた割合）を示
している。「肯定派」と「否定派」に注目して，
4群の意識の違いを比較する。

まず，中高生からみていく。デジタル利用の
学習に関するプラス評価（「1 好きだ」「2 わか
りやすい」「3 勉強が楽しくなる」「4 やる気が
出る」「5 集中できる」）の「肯定派」の割合
が，デジタル群では「楽しくなる」「やる気が出
る」が若干下がったもののどの項目もほかの3
群に比べると高く，デジタル化群は5項目すべ
てで上昇した。デジタル群はデジタル学習に対
する好評価が継続していて，それが学習の継
続につながっていることが考えられる。また，
デジタル化群でデジタル学習に対する評価が
上昇したのは，デジタル学習を行いその効果
を実感したからだろう。デジタル学習は，学習
に対するモチベーションにつながることが推測
される。

この2群に対して非デジタル化群は，プラス
評価の5項目すべてで「肯定派」の割合が大
きく減少し，デジタル学習に対する評価が低下
した。2020年調査の，すでにデジタル学習を
行っていない時点の回答であり，デジタル群の
ようにはデジタル学習を継続するための効果を
実感できなかったということだろう。その1つの
要因と考えられるのが，デジタル利用で「6 勉
強以外のことをしたり，遊んでしまうことが多
い」の「肯定派」が，デジタル学習を行ってい
た2019年時点で9割を占め，ほかの3群と比
べて著しく高かったことである。つまり，デジタ
ル学習を行っていても機器をつい遊びに使って
しまって，学習から逸脱してしまった経験のあ
る者が少なくなかったことを示している。非デ
ジタル化群のスマートフォンの利用は，学習利
用をしなくなった2020年のほうが休日の長時
間利用が増えている（82ページ）ことも踏まえ
ると，非デジタル化群では，デジタル機器が
学習以外の目的で利用されやすく，学習本位
で活用できなかったのかもしれない。ただ，ど
の教科も家庭学習を行う割合は増えている（83
ページ）ことから，デジタル学習をやめても学
習自体を行わなくなったわけではない。非デジ
タル化群は，デジタル群やデジタル化群と比
べて，デジタル学習に向いていなかったという
ことかもしれない。

非デジタル群は，プラス評価5項目のうち，
「1 好きだ」「5 集中できる」で増加し，ほかの
3項目はほとんど変化がみられなかった。また
デジタル群やデジタル化群と比べて割合は低い
ものの，どの項目も「肯定派」がほぼ半数を占
めていた。2時点ともデジタル学習を行ってい
ないため実際の学習経験に基づく回答ではな
いものの，デジタル学習に対して必ずしも否定
的に捉えていない存在がみてとれる。
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2 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，わかりやすい。

1 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，
　タブレットなどの機器やインターネットを使うのが好きだ。

3 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，勉強が楽しくなる。

4 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，やる気が出る。

5 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うと，集中できる。

2 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとってわかりやすい。

1 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって好ましい。

3 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって勉強が楽しくなる。

4 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとってやる気が出る。

5 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって集中できる。
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6 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの機器や
　インターネットを使うと，勉強以外のことをしたり，遊んでしまうことが多い。

7 家で勉強するときに，スマートフォン，パソコン，タブレットなどの
　機器やインターネットを使うのは，操作をめんどうに感じる。

6 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもが勉強以外のことをするのではないかと不安である。

7 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもにとって視野を広げるのに役立つ。

8 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもに学習効果があるのか疑問に感じる。

9 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うと，
　子どもの視力の低下など健康面が不安である。

10 家で勉強するときに，電子機器やインターネットを使うのは，
　子どもにとって操作が難しい。
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非デジタル群もほかの3群と同様に，生活
の中ではスマートフォンを学習目的以外に利用
していて（82ページ），デジタル機器に触れて
いないわけではない。ただ，学習の利用につ
いては「7 操作をめんどうに感じる」の「肯定
派」の割合が2020年は大きく増加したのが，
デジタル群やデジタル化群とは対照的だった。
非デジタル群には，操作の点からデジタル学習
を負担に思う，あるいはわずらわしく思う者が
一定数存在していて，その者たちにとってはデ
ジタル学習に積極的になれないということであ
ろう。また，「勉強以外のことをしたり，遊んで
しまうことが多い」も，実際の経験ではないに
もかかわらず7割が肯定している。非デジタル
群は，勉強中にデジタル機器を学習目的以外
に利用しかねないことに自覚的で，意識的にデ
ジタル学習を遠ざけているということかもしれ
ない。いずれにしても，非デジタル化群とは異
なる意味で，デジタル学習に対して慎重な存在
だといえる。

次に，母親の結果をみると，プラス評価の
「1 好ましい」「2 わかりやすい」「3 勉強が楽
しくなる」「4 やる気が出る」「5 集中できる」

「7 視野を広げる」の6項目は，どの群も「肯
定派」が増加，あるいは減少はしてもほぼ同水
準にあり，子どもの中高生とは異なる傾向で
あった。また，これら6項目すべてで，デジタ
ル群の母親が非デジタル群の母親よりも，「肯
定派」の割合が高い傾向は継続していた。

デジタル群の母親は，デジタル学習を肯定
的に受け止めている様子がうかがえ，その態度
は子どもの学習利用の継続にも反映しているこ
とが推測される。また，デジタル化群の母親
は，変化がなかった「やる気が出る」（いずれ
も61%）以外のプラス評価の項目では「肯定
派」の割合が増えて，子どもがデジタル学習を

行うようになったことを受け入れていると考えら
れる。両群の母親のこの結果は，「8 学習効
果が疑問」の「肯定派」が増加した非デジタル
化群と非デジタル群の母親に比べて，子ども
が行うデジタル学習の効果を実感しているのか
もしれない。

非デジタル群の母親は，デジタル学習に必
ずしも否定的というわけではなく，「好ましい」
は「肯定派」の割合が大きく伸び，「視野を広
げる」の「肯定派」も増えていた。これは，わ
が子がデジタル学習を行うことに対してというよ
りも，一般論として一定の理解があるということ
なのかもしれない。「集中できる」は，「否定
派」のほうが多く「肯定派」は4群の中で最も
少ないという傾向は継続していた。それは，「6 
勉強以外のことをするのではないかと不安」の

「肯 定派」が最も少ないものの7割を超え，
「否定派」よりも多いことと呼応している。

マイナス評価の項目（「6 勉強以外のことを
するのではないかと不安」「8 学習効果がある
のか疑問」「9 視力の低下など健康面が不安」

「10 操作が難しい」）のうち，4群ともに「肯定
派」が高い割合だったのは「視力の低下など
健康面の不安」で，この傾向は継続していた。
デジタル群と非デジタル群では「肯定派」が増
加しており，デジタル群はデジタル学習を継続
したことにより，非デジタル群はデジタル学習
の否定的側面として，それぞれ不安が増したこ
とが推測される。

なお，非デジタル化群の母親は，子どもの
項目と対応させて尋ねた7項目（1～6および
10）のうち，プラス評価の5項目中4項目（「好
ましい」「わかりやすい」「やる気が出る」「集
中できる」）で「肯定派」が増え，マイナス評価
の「勉強以外のことをするのではないかと不
安」「操作が難しい」の2項目でも「肯定派」
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が増えるなど，子どもの評価とは対照的な結果
であった。これは，母親以上に実際に学習す
る当事者である子どものほうが，デジタル学習
を行わなくなったことを強く意識して回答してい
るからかもしれないし，あるいは非デジタル化
群の人数が少ないことが影響していることも考
えられる。同時に，「勉強以外のことをするの
ではないかと不安」について，非デジタル化群
の母親のみ「肯定派」が増加しているのは，学
習利用がなくなってもスマートフォンの利用時
間が伸びている（82ページ）子どもの様子を
反映しているように思われる。

小括

ここまで，家庭学習におけるデジタル機器お
よびコンテンツの利用，学習教科，臨時休業
期間のオンライン学習，デジタル学習に関する
意識の5つの点から，デジタル群，デジタル化
群，非デジタル化群，非デジタル群の違いとそ
の特徴をみてきた。総じて，デジタル群やデジ
タル化群は，デジタル学習を肯定的に捉えて
いて，デジタル機器やデジタルコンテンツの利
用の割合が高い。

家庭で行われるデジタル学習には，スマート
フォンなどのデジタル機器の所有状況も反映さ
れているが，デジタル学習を行わない非デジタ
ル群も，利用できる機器がない，所有の割合
が低いというわけではなく，学習目的で使われ
ていないということである。非デジタル群は，
ほかの3群に比べて学習利用に関するプラス評
価が低いこと，また機器で遊びかねない不安
を感じていること，操作が面倒だと感じている
ことなどがその背景にあるといえる。

また非デジタル化群で，デジタル利用に対す
るプラス評価が下がったことを考えると，学習
者によって，デジタル学習が効果的である場合

とそうでない場合とがあるようだ。この差は，
例えば，デジタル学習をストレスなく行えるよう
な機器の操作スキルを身につけていることや，
勉強中は学習以外の目的でデジタル機器を使
わないなど，学習利用とふだんの利用を自律的
にコントロールできる者とそうでない者との違い
なのかもしれない。

次項では，4群を切り分ける要因についてさ
らに多角的に捉えることにする。

5-2   デジタル学習状況の変化を
生む要因

本項では，家庭におけるデジタル学習状況
の4群の違いがどのような要因から生じる可能
性があるのか，1時点目（2019年）の調査の
子どもの特徴や家庭環境，コロナ禍による学
校の臨時休業期間の生活の様子から探る。

候補となる要因として用意したのは，子ども
の特徴では性別や学年，学業に関わるパーソ
ナリティである誠実性と開放性である（表5-3）。
家庭環境では，家庭の子ども数（きょうだい
数）や子どもが自由に使えるデジタル機器数，
子どもが認知する家庭でのデジタル機器利用
ルール，母親のデジタル利用学習推奨度，母
親による子どもの学業支援への責任感や自己
効力感，子どもが認知する親や親友との関係
性である。また，コロナ禍による学校の臨時
休業期間の要因では，期間の長さ，期間中の
勉強時間の増加量，親が子どもの勉強や活動
に関わった時間の増加量，子どもが経験した
臨時休業に伴う生活変化の経験数である。な
お，本項の結果は使用したすべての変数に回
答したデータに基づくものであり，各群の人数
は前項のものと異なる場合がある。

ここではまず，子どもたちが，非デジタル群
ではなく，少なくともどちらかの時点でデジタ



90│ NHK 放送文化研究所年報 2022

表5-3　本研究で子どものデジタル学習パターンや学業状態を説明するために利用した変数
カテゴリー 尺度（因子）名 回答者・

測定時点 原　版 邦訳版と変更点の
有無

内容と項目例および
信頼性係数（α） 件　法

子どもの特徴

パーソナリティ（誠実
性・開放性）：母親

母親・2019年 Big Five尺度（和田，
1996）

並川ほか（2012）の短
縮版を使用

誠実性：責任感や勤勉さの高さ「計
画性のある」「几帳面な」など7項
目　α=. 87．
開放性：新しい物への関心・興味の
高さ「独創的な」「頭の回転の速い」
など6項目　α=. 86．

非常にあてはまる（7）―まったく
あてはまらない（1）までの7件
法

デジタルメディア
使用に関わる
家庭環境

デジタル機器数 子ども・2019年 子どもが家庭で自由に利用できるデ
ジタル機器：テレビやスマートフォン
など9項目

該当すれば1，なければ0の2件
法

デジタル機器
利用ルール

子ども・2019年 渡辺と宇治橋が内閣府
（2018）「平 成29年 度 
青少年のインターネット
利用環境実態調査報告
書」などを参考に作成

家庭でのデジタル機器利用ルール
「使ってもよい時間（長さ）や時間
帯が決まっている」など9項目

該当すれば1，なければ0の2件
法

母親デジタル推奨度 母親・2019年 渡辺と宇治橋が文部科
学省（2015）「「デジタ
ル教科書」に関するアン
ケート結果（小学校・中
学校編）」などを参考に
作成

母親のデジタル利用学習推奨度「家
で勉強するときに，電子機器やイン
ターネットを使うと，子どもにとって
好ましい」など6項目を合計して平
均値を算出し，平均以上を推奨群，
平均以下を消極群に分類
NHK 放送文化研究所（2020）『放
送研究と調査』8月号で報告した分
類を採用

非常にそう思う（6）―まったくそ
う思わない（1）までの6件法注

子どもの
対人関係

学業支援責任感 母親・2019年 Role Activity Beliefs 
scale Walker et al. 

（2005）

酒井が許可を得て翻訳 母親による子どもの学習をサポート
する役割への責任感「私は，子ども
が難しい宿題に取り組めるように説
明することは自分の責任であると信
じている」など10項目　α=. 87．

とてもそう思う（6）―全くそう思
わない（1）までの6件法

学業支援の
自己効力感

母親・2019年 Parental Self-
Efficacy for Helping 
the Child Succeed in 
School scale Walker 
et al. （2005）

酒井が許可を得て翻訳 子どもの学習をサポートできている
自信「私が子どもの学習を支えるた
めにしている努力は，うまくいってい
ると感じる」など7項目　α=. 69．

とてもそう思う（6）―全くそう思
わない（1）までの6件法

子どもの発達期待 母親・2019年 渡辺と宇治橋が内閣府
（2012）「平 成23年 度
「親と子の生活意識に関
する調査」 全体」などを
参考に作成

子どもを教育するうえで意識してい
ること「今の生活を楽しむ」など8
項目　α=. 78．

非常にあてはまる（6）―まったく
あてはまらない（1）の6件法

母子関係（価値の再
確認， 対立）

母親・2019年 Network of 
Relationships 
Inventory（Furman & 
Buhrmester, 1985）

日本語版Network 
Relationships 
Inventory（吉武ほか，
2014）

価値の再確認：子どもとの良好な関
係性認知「この人はどのくらいあなた
を称賛したり尊敬する態度で接してく
れますか」などの3項目　α=. 84．

非常によくある/非常にそうである
（5）―ない，またはほとんどない
（1）の5件法

対立：親との葛藤関係の認知「互いに
イライラすることがどのくらいあります
か」などの3項目　α=. 86．

母子関係（価値の再
確認， 対立）

子ども・2019年 Network of 
Relationships 
Inventory（Furman & 
Buhrmester, 1985）

日本語版Network 
Relationships 
Inventory（吉武ほか，
2014）

価値の再確認：親との良好な関係性
認知「この人はどのくらいあなたを
称賛したり尊敬する態度で接してく
れますか」などの3項目　α=. 84．

非常によくある/非常にそうである
（5）―ない，またはほとんどない
（1）の5件法

対立：親との葛藤関係の認知「互い
にイライラすることがどのくらいあり
ますか」などの3項目　
α=. 88．

親友関係（価値の再
確認， 対立）

子ども・2019年 Network of 
Relationships 
Inventory（Furman & 
Buhrmester, 1985）

日本語版Network 
Relationships 
Inventory（吉武ほか，
2014）

価値の再確認：親友との良好な関係
性認知「この人はどのくらいあなた
を称賛したり尊敬する態度で接して
くれますか」などの3項目　
α=. 89．

非常によくある/非常にそうである
（5）―ない，またはほとんどない
（1）の5件法

対立：親友との葛藤関係の認知「互
いにイライラすることがどのくらいあ
りますか」などの3項目　
α=. 88．

臨時休業期間

臨時休業期間の長さ 母親・2020年 2020年度の新学期が始まる予定
だった4月からの臨時休業期間

1か月以上（4），2週間から1か
月（3），2週間未満（2），休校
期間はなかった（1）の4件法

臨時休業期間中の
家庭学習の増加

母親・2020年 臨時休業前に比べての臨時休業期
間中の家庭における学習時間の増減

大幅に増加した（5），やや増加
した（4），ほとんど変化はない

（3），やや減少した（2），大幅
に減少した（1）の5件法（わか
らない（0）の選択肢も存在し
た）

臨時休業期間中の親
による子への関わり
の増加

母親・2020年 臨時休業前と比べて，母親と父親そ
れぞれが臨時休業期間中における子
どもの家庭学習に関わる時間および
家庭学習以外の世話に関わる時間の
増減を尋ねる計4項目　α=. 65．

大幅に増加した（5），やや増加
した（4），ほとんど変化はない

（3），やや減少した（2），大幅
に減少した（1）の5件法

コロナ禍臨時休業に
よる生活変化の経験

子ども・2020年 酒井がSpinelli et al.
（2020）やBrown et 
al.（2020）を参考に作
成

コロナ禍に伴う臨時休業により生じ
た生活変化の経験の有無「家でひと
りで過ごす時間が長くなった」「友
だちと会って遊ぶことができなく
なった」など16項目

とてもイヤだった（5），少しイヤ
だった（4）， ど ちらで も な い

（3），少しよかった（2），とて
もよかった（1），そういうことは
なかった（0）の6件法。今回は，
1～5までで回答した場合はあり

（1）として集約して使用した。

注：図4-10「家庭におけるデジタル学習に対する意識」，図5-7「4群でみる家庭におけるデジタル学習に対する意識」の集計とは，件法の数値が逆転されている。
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ル学習を行っている3つの群になる確率を高め
る要因を探索することにし，ロジスティック回
帰分析を実施した。表5-4は，デジタル群，
デジタル化群，非デジタル化群のそれぞれが，
非デジタル群に比べてそれぞれのタイプになる
確率を高める（あるいは低める）要因をまとめ
たものである。表5-4のデジタル群と非デジタ
ル群を比較した場合を例に挙げると，オッズ比
が1以上の要因（子ども性別など）はその得点
が高いほど，1未満の要因（きょうだい数など）
はその得点が低いほど，デジタル群になる確率
が高いと考えることができる。

主な結果として，デジタル群は，女子である，
誠実性が低い，きょうだい数が少ない，デジタ
ル機器数が多い，子どもがデジタル機器利用
ルールを認識している，母親のデジタル利用学
習推奨度が高いといった要因が，この群にな

る確率を高めることが示された。デジタル化群
では，きょうだい数が少ないことや家庭のデジ
タル機器数が多いことが，この群になる確率
を高めていた。また，非デジタル化群について
は，家庭のデジタル機器数が多い，母親のデ
ジタル利用学習推奨度が高い，子ども認知に
よる母親との関係性が良好であることがこの群
になる確率を高めていた。

総じて，少なくともどちらかの時点でデジタ
ル学習の経験がある子どもの家庭では，非デ
ジタル群に比べてデジタル機器にアクセスしや
すい点で共通していた。また，デジタル群の結
果に注目すると，使用ルールが根づいていて
母親も推奨しているなど利用環境が整っている
ことがうかがわれた。一方で，各群の子どもの
パーソナリティの結果をみると，群間によって
有意な差が必ずあるわけではないが，デジタ

表5-4　�デジタル学習を行っている各群になる確率を高める変数の探索：�
非デジタル群を比較対象としたロジスティック回帰分析の結果

デジタル群（n=220） デジタル化群（n=90） 非デジタル化群（n=48）
オッズ比 95%CI オッズ比 95%CI オッズ比 95%CI

子ども性別（女子である） 2.27 ** 1.31 - 3.96 1.69 0.91 - 3.17 1.03 0.48 - 2.23
学年 1.18 0.85 - 1.64 1.32 0.91 - 1.92 1.06 0.67 - 1.68
母親学歴 1.08 0.90 - 1.29 1.04 0.85 - 1.29 1.03 0.80 - 1.31
父親学歴 1.02 0.87 - 1.18 1.00 0.85 - 1.19 1.09 0.88 - 1.35
きょうだい数 0.65 * 0.45 - 0.94 0.64 * 0.42 - 0.96 0.91 0.56 - 1.47
子どもの誠実性 0.96 * 0.92 - 1.00 0.96 0.92 - 1.01 0.96 0.90 - 1.01
子どもの開放性 1.04 0.99 - 1.09 1.05† 1.00 - 1.11 1.05 0.99 - 1.13
デジタル機器数 1.71 ** 1.40 - 2.07 1.25 * 1.00 - 1.55 1.54 ** 1.18 - 2.00
デジタル機器利用ルール 1.21 * 1.04 - 1.40 1.15 0.97 - 1.36 1.07 0.87 - 1.32
母親デジタル推奨度（低群である） 0.34 ** 0.20 - 0.58 0.61 0.33 - 1.13 0.45 * 0.21 - 0.96
学業支援責任感 0.98 0.94 - 1.02 0.96† 0.92 - 1.00 0.98 0.93 - 1.04
学業支援の自己効力感 1.05 0.98 - 1.13 1.01 0.93 - 1.09 1.00 0.91 - 1.10
子ども認知の母子関係（価値の再確認） 1.09 0.96 - 1.24 1.14† 0.98† - 1.31 1.20 * 1.01 - 1.43
子ども認知の母子関係（対立） 1.00 0.90 - 1.10 0.99 0.88 - 1.11 1.10 0.96 - 1.26
子ども認知の親友関係（価値の再確認） 1.03 0.91 - 1.16 0.99 0.86 - 1.14 0.94 0.79 - 1.11
子ども認知の親友関係（対立） 1.00 0.90 - 1.12 1.03 0.91 - 1.16 1.01 0.87 - 1.17
臨時休業期間の長さ 1.04 0.58 - 1.88 1.83 0.84 - 4.01 0.68 0.33 - 1.42
臨時休業期間中の家庭学習の増加 1.07 0.80 - 1.43 0.89 0.64 - 1.23 1.08 0.72 - 1.61
臨時休業期間中の親による子への関わりの増加 1.11 0.94 - 1.31 1.16 0.97 - 1.39 0.96 0.77 - 1.19
コロナ禍臨時休業に伴う生活変化の経験 0.99 0.84 - 1.16 1.04 0.86 - 1.26 0.86† 0.72 - 1.02

注：値は非デジタル群（n=111）との比較で算出されたもの。
モデルの適合度はχ2 = 147.75（60）, p < .01; -2対数尤度 = 1021.20; Cox-Snell R2 = .27; Nagelkerke R2 = .30。
† p < .10,  * p < .05, ** p < .01
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ル学習の利用経験がある子どもは，非デジタ
ル群よりも誠実性が低く，開放性が高い傾向
が示されていた。そのため，非デジタル群の子
どもは，ほかの子どもよりも物事に真面目に取
り組み，新しいものにそれほど興味を示さない
特性があるために，この群に属すると考えられ
る。図5-7（86・87ページ）におけるデジタル
学習に対する意識の調査結果で示されたよう
に，非デジタル群は，勉強中にデジタル機器
を学習目的以外に利用しかねないことに自覚的
で慎重な態度であることがこの結果の背景に
あるかもしれない。

次に，2時点目の調査においてデジタル学習
状況が変化した，デジタル化群と非デジタル化

群についても比較した。表5-5に示すロジス
ティック回帰分析の結果，臨時休業期間が長
かったことや，コロナ禍の臨時休業期間で生じ
た生活変化の経験が多かったことが，デジタ
ル群になる確率を高めていた。臨時休業期間
が長くなり生活が変化する中で，家庭によって
は親が子どもに関わる機会が増え，メディアを
介してコミュニケーションを図ることも多かった
と予想される。そうした関わりが，子どものメ
ディア利用，ひいてはデジタル学習を促したこ
とも考えられる。

5-3   デジタル学習状況の変化と
学業の変化との関連

それでは，1年間でのデジタル学習状況の変
化によるタイプの違いは，子どもの学業にどう
関わるのであろうか。ここでは，タイプの違い
により，1年後の子どもの学業の状態に差があ
るか調べた結果を報告する。

従来，子どもの勉強に取り組む態度や成績
には，性別や親の学歴，子どもの頭の回転の
速さや真面目さといったパーソナリティ特性 

（Davis-Kean, 2005; 伊藤，1996;  Poropat, 
2009）が関わることが報告されている。また，
親が子どもの勉強に積極的に関わっているか，
親子関係が良好で子どもがストレスを感じてい
ないかなど，親子関係を含むさまざまな環境
要因の関連も示されている（Furrer & Skinner, 
2003; Ginsburg & Bronstein, 1993; Izzo, 
Weissberg, Kasprow & Fendrich, 1999; 
Sun & Li, 2011など）。

そのため，デジタル学習状況の変化パターン
の違いにより学業の各得点を比較するには，こ
うした学業への関連が予想される要因の影響
を統制する必要がある。具体的には，子ども
の性別や年齢，母親の学歴のほかに，子ども

表5-5　�デジタル化群になる確率を高める変数の探索：
非デジタル化群を比較対象としたロジスティック
回帰分析の結果

デジタル化群（n=90）

オッズ比 95%CI

子ども性別（女子である） 1.64 0.76 - 3.54

学年 1.25 0.78 - 1.99

母親学歴 1.02 0.79 - 1.32

父親学歴 0.92 0.74 - 1.14

きょうだい数 0.70 0.42 - 1.16

子どもの誠実性 1.01 0.95 - 1.07

子どもの開放性 1.00 0.93 - 1.07

デジタル機器数 0.81 0.62 - 1.06

デジタル機器利用ルール 1.07 0.88 - 1.31

母親デジタル推奨度（低群である） 1.35 0.63 - 2.90

学業支援責任感 0.98 0.93 - 1.03

学業支援の自己効力感 1.01 0.92 - 1.11

子ども認知の母子関係（価値の再確認） 0.95 0.80 - 1.13

子ども認知の母子関係（葛藤・口論） 0.90 0.78 - 1.03

子ども認知の親友関係（価値の再確認） 1.06 0.89 - 1.26

子ども認知の親友関係（葛藤・口論） 1.02 0.88 - 1.18

臨時休業期間の長さ 2.68 * 1.13 - 6.34

臨時休業期間中の家庭学習の増加 0.82 0.56 - 1.22

臨時休業期間中の親による子への関わりの増加 1.22† 0.98 - 1.51

コロナ禍臨時休業に伴う生活変化の経験 1.21 * 1.00 - 1.47
注：値は非デジタル化群（n=48）との比較で算出されたもの。
モデルの適合度はχ2 = 147.75（60）, p < .01; -2対数尤度 = 1021.20; Cox-Snell R2 = 
.27; Nagelkerke R2 = .30。
† p  < .10, * p < .05
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の誠実性と開放性（表5-3，90ページ），家庭
の子どもの数，母親による子どもの学業支援
への責任感や親子双方が認知する互いの関係
性における価値観（表5-3），子どもが認知す
る親友との関係性における価値観と臨時休業
期間の長さ（表5-3）である。また，2時点目
の各学業得点は，1時点目の同内容の変数の
得点からも影響を受けるため（例えば1時点目
で成績得点が高ければ2時点目でも高くなる），
これを統制することでよりデジタル学習状況の
変化パターンが2時点目の結果にどう反映する
かを知ることができる。そこで本研究では，共
分散分析 17）を用いて，上記の要因を共変量と
して投入することでそれらの影響を統制し，デ
ジタル学習状況の変化パターンによる各学業
得点を比較した。

まず認知的方略の使用では，変化パターン
の主効果は有意ではなかった（図5-8）。一方，
自己制御では変化パターンの主効果（F（3, 
489）= 3.14, p < .05, η2 = .01）が有意であ
り，デジタル群が非デジタル群よりも得点が高
かった（図5-9）。

次に，やる気に関しては，自己制御では変
化パターンの主効果（F（3, 486）= 2.52, p < 
.10, η2 = .01）に有意傾向があり，デジタル
群が非デジタル群よりも得点が高かった（図
5-10）。成績に関しては変化パターンによる主
効果は有意ではなかった（図5-11）。

以上から，1年間継続してデジタル学習を
行っているデジタル群は，行っていない非デジ
タル群に比べて勉強に根気強く取り組み，やる
気が高い傾向が示唆された。一方，2時点目
でデジタル学習を始めたデジタル化群が，非デ
ジタル群に比べてどの学業得点でも有意差が
なかったことからは，デジタル学習が良好な学
習態度へと実を結ぶには，デジタル機器を用

いた学習に慣れる時間が必要なことが示唆さ
れる。

†
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小括

やる気に関する主要な理論である自己決定
理論によれば，子どものやる気は，自分ででき
るという感覚（competence）や，自律的に実
施していること（autonomy），誰かと関わりな
がら取り組むこと（relatedness）によって高め
られるとされる。デジタル群を非デジタル群と
比較した先述の結果からは，デジタル群の家
庭は親がデジタル学習を推奨し，子どもが機
器の使用ルールをしっかりと認識しているとい
う特徴が得られていた。こうした家庭では，子
どもが学習でデジタル機器を利用することに親
の理解があり，子ども本人が使用ルールに納
得しているため，デジタル機器に対して自律的
に関わり，学習も含めて親と一緒に利用する機
会が多いことも予想される。そのため，デジタ
ル群は機器を利用したものを含め，学習全般
に前向きに取り組むことができるのかもしれな
い。

しかし，成績に関しては，先述のFurió et 
al.（2015）の結果と類似し，デジタル群が非
デジタル群に比べて成績にまで効果があること
は示されなかった。本研究では，デジタル学
習の有無や使用機器の種類については尋ねて
いるが，デジタル機器をどのように利用してい
るかの詳細は確 認できていない。Hughes

（2005）を参考にすれば，デジタル機器を利
用した学習スタイル（あるいは教授スタイル）に
は，紙媒体や板書により伝えていた内容を電子
ファイルで渡すだけのこと（置き換え）もあれ
ば，子どもたち同士が電子ファイルを共有し意
見を書き加えながら改定していくこと（拡充）も
あるとされる。また，子どもたちがインタラク
ティブに自由に書き加えられるツールを使用し，
より能動的な参加を促すスタイル（変容）もあ

る。こうした置き換え，拡充，変容は，その
順に紙媒体を使用した従来型の学習スタイルと
の違いがはっきりしていくものであり，子どもの
学習態度や成績に対する効果も異なってくるで
あろう18）。
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6   学校の臨時休業がもた
らしたデジタル学習の
可能性：オンライン授業
とNHK for School
の利用

2020年3月から始まった学校の臨時休業期
間に，家庭で行うオンライン学習のための支援
として，文部科学省のウェブサイトには，オン
ラインで利用できるさまざまな教材が掲載され
た19）。そこには，NHKがインターネット上で
動画などの学習コンテンツを提供しているウェ
ブサイトのNHK for Schoolも紹介されており，
NHK for Schoolは，各地の教育委員会や学
校のウェブサイトなどにも掲載された20）。

一方，第4章でみたように，臨時休業期間
に，学校と家庭をインターネットで結んで行わ
れたオンライン授業で学習した中高生の割合
はほかの課題に比べて少なく（75ページ），そ
の配信に対応できた学校は限られていたよう
だ。しかし，GIGAスクール構想によって学校
の授業で利用している1人1台の端末を，児
童・生徒が家庭に持ち帰り家庭学習でも利用
するようになれば，その端末は，学校から家
庭に向けて配信されるオンライン授業で学習す
るためのツールとしても役立てることができるだ
ろう。臨時休業期間のような緊急時だけでなく
平常時においても，オンライン授業によって家
庭で学習する環境は整いつつあるといえる。

そこで本章では，臨時休業期間の学習にみ
られた変化として，オンライン授業の実施と，
オンライン学習の教材としても利用されたNHK 
for Schoolについて注目し，それらの家庭学習
における利用の可能性や課題について考える。

6-1   臨時休業期間のオンライン
授業の学習

6-1-1   オンライン授業の概観

臨時休業期間にオンライン授業がどのように
行われたのか，あらためて詳しくみてみよう。
まず，臨時休業期間があった者（536人）に
期間中のオンライン授業の配信の有無を尋ね
たところ，「配信していた」と回答した割合は約
3割であった（図6-1）。学年別にみると，高1
では半数近くが配信されていたのに対して，中
2，中3ではそれぞれ2割前後で差がみられ
た。デプスインタビュー調査では，オンライン
授業の配信がなかった中学生の母親から，事
前に学校から家庭のデジタル環境に関するアン
ケートがあり，必ずしもすべての家庭が対応で
きる環境ではなかったことから実施が見送られ
たという発言があった。配信にあたって，生徒
全員の家庭でオンライン授業に対応できるかど
うかを踏まえた点で，高校と義務教育の中学
校とでは対応が異なったのであろう。オンライ
ン授業を受けるために使用した端末をデプスイ
ンタビュー調査で尋ねると，高校生はスマート
フォンがほとんどで，中学生はスマートフォン，
自宅のパソコンやタブレット端末と分かれた。
また，臨時休業期間にオンライン授業の配信
があった者（154人）にオンライン授業のタイ
プを尋ねたところ，学校と家庭とが同時双方
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向につながってナマ配信の授業を受ける「リア
ルタイム型」だけだった割合は36%，事前に
録画した授業の様子が配信される「録画授業
型」だけだった割合は43%，両方のタイプの
授業を受けた割合は17%で，リアルタイム型よ
りも録画授業型のほうが多かった（図6-2）。

さらに，臨時休業期間のオンライン授業で
学習を行った者（144人）について，その頻度
を期間中に出されたほかの課題と比べたとこ
ろ，例えば頻度の高い「ほとんど毎日勉強し
た」の割合をみると，教科書やプリントなどの
紙媒体の割合はそれぞれ42%，40%と高いも
のの，オンライン授業のリアルタイム型は31%，
録画授業型は25%で，「インターネットの動画
を見ること」（25%）と大きな差はみられなかっ
た（図6-3）。オンライン授業の学習者は，必

ずしもオンライン授業だけでなく，紙媒体の教
材など，ほかの課題の学習も行っていた様子
がうかがえる。リアルタイム型のほうが録画授
業型よりも「ほとんど毎日」の割合が高めの結
果だったのは，教科の授業だけでなく，出欠
の確認のような学級活動に利用されていたケー
スもあったためだと考えられる。

では，臨時休業期間のオンライン授業では
どのような教科の学習が行われていたのだろう
か。臨時休業期間のあった者が期間中に学習
した教科の割合と，各教科についてオンライン
授業で学習した割合を図6-4に示した。期間
中に学習した教科では，数学と英語が多く，

臨時休業期間に学習した
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国語，理科，社会と続く。オンライン授業で
学習した割合をみると，英語と数学がやや多い
ものの，主要5教科にはそれほど差がみられ
ない。ふだんの対面の授業の代替という意味
では，オンライン授業も5教科を中心に行わ
れ，総合が少ないのは，次項で触れるように，
オンラインでは，例えばグループで話し合うと
いった協働作業を行いづらいことも関わってい
るのかもしれない。

6-1-2   オンライン授業に対する意識

臨時休業期間に行われたオンライン授業に
ついて，オンライン授業で学習した中高生には

実際に学習してみた受け止めを，ウェブ調査の
調査相手である母親全員にはオンライン授業に
よる学習自体をどのように捉えているのかを，
図6-5に示したような項目について「1 非常に
そう思う」から「6 まったくそう思わない」まで
の6件法で尋ねた。中高生の1～6と母親の1
～4はプラス評価の項目，中高生の7～10と
母親の5～8はマイナス評価の項目である。ま
た，右に示した「肯定派」は「1 非常にそう思
う」から「3 少しそう思う」，「否定派」は「4 
少しそう思わない」から「6 まったくそう思わな
い」までの回答をそれぞれ足し上げた割合であ
る。なお，中高生の項目のうち，人数は少なく

1 家にいても，学校で授業を受けているように
　勉強できた。

1 家にいても，学校で授業を受けているように
　勉強できる。

2 教室のように友達や周りの人がいないので，勉強に集中できた。 2 教室のように友達や周りの人がいないので，勉強に集中できる。

3 時間割の時間どおりに授業が配信されたので，
　勉強しようという気になった。

3 リアルタイム型のオンライン授業では，時間割の時間どおりに
　授業が配信されるので，勉強しようという気になる。

4 わからないところを先生に直接質問できた。
4 録画授業型のオンライン授業では，わからないところは
　何度でも動画を繰り返し視聴できる。

5 いつでも自分が勉強したいときにアクセスできた。
5 オンライン授業では，学習の習熟度や理解度，
　成果が見えにくい。

6 わからないところを何度でも動画を繰り返し視聴できた。
6 パソコンやタブレット端末が家族と共用だと，
　お互いに思うように使うことができない。

7 教室のように，グループで話し合って，ほかの人の考えを
　聞くことが難しかった。

7 回線がうまくつながらなかったり，途中で動画が
　止まったりするかもしれない。

8 家族との共用なので，パソコンやタブレット端末を
　思うように使うことができなかった。 8 視力の低下など，子どもの健康上の不安が増す。

9 自分の家だと気が散って，教室の授業のように勉強に
　集中できなかった。

10 パソコンやタブレット端末の画面が小さく，
　  文字や画像が見づらかった。

＊：「中高生」の項目のうち，1.2，7～10は，オンライン
学習の学習者全体（n=144）に，3，4はリアルタイ
ム型のオンライン授業の学習者（n=79）のみに，5，
6は録画授業型のオンライン授業の学習者（n=85）
のみに尋ねた。
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なるが，3と4はリアルタイム型のオンライン授
業の学習者（79人），5と6は録画授業型の学
習者（85人）に限定して尋ねた。「肯定派」と

「否定派」の割合に注目してみていく。
まず中高生は，オンライン授業の学習者全

体（144人）でプラス評価，マイナス評価を合
わせて「肯定派」が最も多かったのは，マイナ
ス評価の「グループで話し合って，ほかの人の
考えを聞くことが難しかった」であった。また，
リアルタイム型の学習者に尋ねた「わからない
ところを先生に直接質問できた」の「肯定派」
も44%で半数に満たなかった。そもそも配信
された授業の動画を視聴する録画授業型の場
合は，授業の間にグループで話し合ったり教師
に直接質問したりすることはできないが，その
ような意思疎通は，同時双方向のやり取りが
可能なリアルタイム型でも，対面の授業と比べ
ると困難だったようである。学校の対面の授業
では，一斉授業だけでなく，教科や授業の内
容によって，グループに分かれての協働作業も
行われている。生徒同士，あるいは教師と生
徒の間の双方向性をどのように確保するのかが
課題の1つなのかもしれない。「集中できた」

「集中できなかった」の「肯定派」がほぼ同数
だったのは，自宅の学習環境によるものであろ
う。また，「学校で授業を受けているように勉
強できた」の「肯定派」が半数以下だったの
は，まだオンライン授業に慣れておらず，その
受け方に戸惑ったことも推測される。

オンライン授業のタイプ別にみると，リアル
タイム型の学習者は「時間割の時間どおりに授
業が配信されたので，勉強しようという気に
なった」で「肯定派」が多く，学習のリズムを
保てた様子がうかがえる。録画授業型の学習
者は「自分が勉強したいときにアクセスできた」
の「肯定派」が多いが，授業の動画を本当に

視聴するかどうかは本人次第のところが大きく，
自律的な学習が求められたことだろう。デプス
インタビュー調査では，録画授業型のオンライ
ン授業で学習した複数の中学生から，いつで
も動画を見られると思うから学習時間が一定し
なかったり，結局見なかったりしたこともあった
という声が聞かれた。ただ，動画の説明でわ
からないところがあっても繰り返し視聴できる
ことは評価されていた。

母親全体の回答で「肯定派」が83%と最も
多かったのは，プラス評価の「録画授業型の
オンライン授業では，わからないところは何度
でも動画を繰り返し視聴できる」と，マイナス
評価の「回線がうまくつながらなかったり，途
中で動画が止まったりするかもしれない」で
あった。録画授業型で動画を繰り返し視聴で
きることは，リアルタイム型の「時間割の時間
どおりに授業が配信されるので，勉強しようと
いう気になる」よりも「肯定派」の割合が高
かったものの，後者も「肯定派」が7割を超え
ており，母親の多くは，オンライン授業のそれ
ぞれにプラス評価の側面があると捉えているよ
うだ。一方，ウェブ調査に回答した母親は，表
3-7（68ページ）のように家庭のデジタル環境
が整っている割合が高いものの，それでも回
線の状況や動画の受信については不安がある
ようだ。

また，これらと同程度に「肯定派」が多かっ
たのは，マイナス評価の「学習の習熟度や理
解度，成果が見えにくい」（82％）であった。
これまでの対面の授業と比べて，オンライン授
業でどのように評価されるのかわからないこと
への不安だと考えられる。マイナス評価では，
視力など健康上の不安についても「肯定派」
の割合が高い（79％）。これは，デジタル学
習で健康面の不安の割合が高かった結果（77
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ページ）にも通じる反応である。スマートフォン
などの小さい画面を見続けることを考えると，
負担が大きいといえるかもしれない。

母親のこれらの回答の結果には，臨時休業
期間に学校からのオンライン授業の配信がな
かった者の母親も含まれていることから，今後，
オンライン授業の学習者が増えれば，その評
価が変わる可能性も考えられる。

6-1-3   オンライン授業の課題

ここまで臨時休業期間中のオンライン授業
についてみてきたが，学校が再開されたあとも，
オンライン学習の配信は行われていたのだろう
か。2020年10月のウェブ調査の時点における，
子ども（中高生）が通う学校のオンライン授業
の実施の状況について，母親に尋ねた（図
6-6）。

ウェブ調査を行った2020年10月時点で，
調査相手の母親全体（616人）においてオンラ
イン授業が実施されていた割合は，1割に満た
なかった。調査時点では実施していないが実
施の予定があると回答した者も11%であった。
臨時休業期間にオンライン授業が配信されて
いた者の母親（154人）に限定すると，調査時
点でオンライン授業が実施されていたのはおよ
そ2割であった。ただし，これは，必ずしも臨
時休業期間から学校再開後も継続してオンラ
イン授業が実施されていたということではない。
臨時休業期間のオンライン授業は，感染拡大
防止のために対面の授業が困難だったことによ
る，緊急措置としての意味合いが強かったのか
もしれない。

ただ，オンライン授業が有効なのは緊急時
に限らないだろう。例えば，事前に録画した授
業の動画を配信する「録画授業型」のオンライ
ン授業であれば，対面の授業と組み合わせる

ことによって，いわゆる「反転学習」21）に役立
てることが考えられる。生徒は家庭で授業の
動画を利用して予習を行い，教室では教師が
動画の内容に関する生徒の疑問に答えたり，
生徒同士の協働学習を行い学習内容を深めた
りする。教科や学習内容によって通常の授業と
使い分ければ，授業や学習の幅が広がること
にもつながるだろう。

また，文研が 開 催した「文研フォーラム
2021」では，家庭における学習のメディア利用
についてディスカッションを行った（2021年3
月3日実施）が，パネリストの認定NPO法人
カタリバ代表理事の今村久美氏から，次のよう
な事例も紹介された22）。クラスメートがいる教
室に行くことができず不登校を続けていた生徒
が，同じ大きさの顔が画面に並んでいるだけの
オンライン授業には違和感なく出られることが
わかり，授業を受けられるようになったという。
このほかに，病院に設けられた院内学級で学
ぶ子どもたちに向けた実践の事例もみられる23）。
オンライン授業は，何らかの事情があって学校
に通うことが困難な子どもにとって，学びを保
障し継続するための回路になりうるだろう。

一方，2020年度に文研が全国の小学校，
中学校，特別支援学校（小学部および中学部）
を対象に行った調査では，2020年4～5月に

母親全体
（n=616）

臨時休業期間に
オンライン授業が配信
されていた者の母親

（n=154）
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臨時休業を実施した学校のうち，期間中に家
庭に向けて行った学習支援に関する課題につ
いて，どの学校種でも最も多かったのは「家庭
でのインターネット整備環境の違い」であった
（図6-7）。これは，オンライン授業を含むオ
ンライン学習全般についての回答だと考えられ
るが，例えば中学校から寄せられた自由回答
をみると，「家庭によっては，親のスマホのみ
で，生徒がインターネットにアクセスできる機
器がない」「家庭にWi-Fi環境が整っておらず，
受講できない生徒がいた」「すべての家庭に
ネット環境や情報機器が整備されているわけ
ではない」など，家庭のデジタル利用の環境に
差があることの記述が目立った。そのような状
況を考慮して，オンライン授業を実施しなかっ

た学校も多かったことが推測される。また，
「家庭の状況がさまざまで，通信費を負担して
もらうことを前提としたオンライン授業は難し
い」など，家庭の経済状況の格差についても言
及する記述がみられた。

本研究の調査相手の家庭は，68ページに示
したプロフィールのように，母親が調査会社の
モニターに登録していることもあって，基本的
にデジタル利用の環境が整っている。また，
世帯年収も高めの家庭が多く，オンライン授
業の学習が可能な環境にある家庭は少なくな
かったことが考えられる。必ずしもすべての家
庭がそのような状況にあるわけではないことを
考えると，今後，家庭でオンライン授業で学習
したりオンライン学習を行ったりするためには，
家庭のデジタル利用環境の格差を解消するこ
とが求められる。

機器の点では，GIGAスクール構想によって
各自に配付された端末を家庭に持ち帰ることに
よって，家庭学習でも利用できるだろう。家庭
にインターネット環境がない場合の対応はすで
に臨時休業期間から進められていて，自治体の
中にはモバイルのWi-Fiルーターの貸し出しを
行っているところもある24）。文部科学省が2021
年5月に各自治体に行った調査によると，1人
1台端末の活用について義務教育段階では，

「家庭の通信環境」よりも，「学校の学習指導
での活用」「教員のICT活用指導力」を1番目
と2番目の課題に挙げる自治体が多かった25）。
この結果が示すように，家庭のインターネット
環境の格差解消が進みつつあることを望みた
い。

ただ，同省が2021年9月に，新型コロナウ
イルス感染の「第5波」の中で新学期が始まっ
たことを受けて行った調査では，夏休みの延
長や臨時休業，短縮授業や分散登校の実施

～2020年度「新型コロナ下の小学校，中学校，特別支援学校での
メディア利用に関する調査」（NHK放送文化研究所）から～

（100%＝臨時休業を実施した学校）

1 家庭でのインターネット
　整備環境の違い

2 保護者の負担

3 児童・生徒の機器や
　ソフトウェアの利用
　スキルの違い

4 長時間のメディア利用
　に伴う児童の健康

5 メディアを利用した
　教材が十分にないこと

6 教師の教材作成の負担

7 その他
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あるいはその予定を含む中学校のうち，家庭
の学習で同時双方向型のオンライン指導を実
施したのは3割にとどまった26）。1人1台の端
末を有効に活用しながらオンライン授業やオン
ライン学習はどのように進められるのか，その
取り組みは始まったばかりだといえる。非常時
には特例の授業として認められたものの（60
ページ），これらを平常時にどのように扱うの
かということも課題の1つであろう。

6-2   家庭学習におけるNHK 
for Schoolの利用の変化

6-2-1   臨時休業期間中のNHKの学習
コンテンツの提供

臨時休業期間に，NHKはEテレやインター
ネットによるNHK for Schoolを中心に特別編
成を行い，小学生から高校生に向けて家庭に
おける学習に向けたさまざまなコンテンツを提
供した。期間中の学習利用のために，NHKの
コンテンツが文部科学省のウェブサイトなどで
取り上げられたのは，すでにみたとおりである

（95ページ）。
NHKでは，対象学年，教科・領域を明示

したテレビによるNHK学校放送番組を1953
年から放 送しており，Eテレで視 聴できる

（2020年度にEテレで放送あるいはウェブサイ
トで公開されていた小学校，中学校，高等学
校向け学校放送番組は，合わせて91であっ
た）。この学校放送番組に連動した教材をイン
ターネット上で提供しているのが，ウェブサイト
のNHK for Schoolである（画像1）。

NHK for Schoolには，学校放送番組のス
トリーミング配信，資料映像を短くまとめた動
画の「クリップ」，番組内容の理解を深めるた
めの双方向教材などの「きょうざい」や教師向
けの番組活用情報「先生向け」などのコンテン

ツがある。2011年度からは，NHKの学校向
け教育サービスをNHK for Schoolの名称で
統一した。ウェブサイトの名称もNHK for 
Schoolとし，各サービスにアクセスできるよう
にした。2020年度は学校放送番組から2,000 
話以上の番組と7,000本以上の動画クリップを
ストリーミングで公開していた。

臨時休業期間に，放送ではEテレのサブチャ
ンネル 27）を利用して子ども向け番組の放送

（2020年3月2日～7月31日）を充実させ，家
庭の学習に向けて，小学校の教師や大学の専
門家が特別授業を行う『フライデーモーニン
グ・スクール』28）を放送した。また，ウェブサ
イトのNHK for Schoolには学習用特集ページ
として，「おうちで学ぼう！NHK for School」
を2020年3月4日に開設した29）。これらを含
む臨時 休業 期間にNHKが 提 供した8つの
サービスに関する認知と生徒への周知の状況
について，先述の2020年度に文研が行った

https://www.nhk.or.jp/school/rika/endless3/

各番組のウェブサイトでは，番組のストリーミング視聴と「クリッ
プ」「きょうざい」「先生向け」のコンテンツを利用できる。

画像1　�NHK�for�School�
『ふしぎエンドレス　理科3年』
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調査（99ページ）から，本研究の対象に含ま
れる中学校の結果を図6-8に示す。認知の
あった割合（「生徒に周知した」「生徒に周知
はしなかったが，学校内で情報を共有した」

「知っている教師はいたが，学校内で情報共有
はしなかった」学校の計）が高いのはウェブサイ
トのNHK for Schoolで（86%），「生徒に周
知した」学校の割合もおよそ3割で最も多かっ
た。これらいずれかのNHKのサービスの利用
を生徒に周知した中学校の割合は35%であっ
たことから，NHK for Schoolをはじめとする
NHKのコンテンツが，期間中の学習における
教材の1つとして一定数の家庭で利用されてい
たことが考えられる。

6-2-2   家庭の学習におけるNHK for 
Schoolの利用経験者の変化

前項のように，臨時休業期間の学習コンテ
ンツとしてNHK for Schoolの利用を生徒に向
けて周知した学校が一定数あり，必ずしもその
生徒全員がNHKのコンテンツで学習したとは
限らないものの，学校から知らされて初めて
NHK for Schoolを知った，あるいは学校の
授業で利用したことはあっても，家庭でNHK 
for Schoolを利用するのは初めてだったという
生徒も存在したと思われる。そこで，家庭の学
習におけるNHK for Schoolの利用経験の有
無を調査相手全体（616人）の中高生に尋ねた
ところ，2019年調査と2020年調査を比較す
ると，教科を問わず家庭の学習で利用したこ
とがある者の割合は6%から19%へ大きく増え
ていた（表6-1）。さらに，臨時休業期間があ
り，期間中にオンライン学習の課題が出されて
勉強した者に限定してNHK for Schoolの利1 Eテレの放送番組

2 Eテレサブチャンネルの放送番組

3 Eテレで放送の特別授業『フライデーモーニング・スクール』

4 ウェブサイト NHK for School

5 NHK for Schoolの特設ページ「おうちで学ぼう！」

6 上記特設ページの「先生がえらんだプレイリスト」

7 上記特設ページの「みんなと学ぼう」

8 「春休み，自宅で学ぼう高校講座」のページ

1～8のいずれかを生徒に周知した中学校　　35％

～2020年度「新型コロナ下の小学校，中学校，特別支援学校での
メディア利用に関する調査」（NHK放送文化研究所）から～

（100％＝臨時休業を実施した中学校　n=352）

表6-1　�家庭の学習におけるNHK�for�School
の利用経験

①中高生＊

全体
n=616

②臨時休業期間に
オンライン学習の

勉強あり注

n=266
2019年 2020年 2019年 2020年

1 英　語   2% 7 2 11
2 国　語 1 5 2 7
3 数　学 2 6 3 8
4 理　科 3 7 6 10
5 社　会 2 7 5 10
6 総　合＊＊ 2 2 3 4
7 その他の教科 0 1 1 1

8 使ったことはあるが，
教科は覚えていない 0 3 0 3

9 家での勉強で利用し
たことはない 95 81 91 73

家での勉強で利用した
ことがある

（1～8で利用）
6 19 9 27

＊2019年調査は中学生。
＊＊「総合」は，中学生は「総合的な学習の時間」，高校生は「総合的な探究の時間」。
注： 2020年4月以降に臨時休業期間があり，期間中にオンライン学習（図4-8の4～7の

いずれかの課題の学習）を行った者。
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用経験のある者の割合の変化をみると，調査
相手全体と比べて高い結果であった（9%→ 
27%）。これらのことから，臨時休業期間が
あった中高生が，期間中に家庭でオンライン
学習を行ったことが，家庭の学習における
NHK for Schoolの利用経験者の増加に結び
ついているといえよう。

ウェブ調査では，臨時休業期間のオンライ
ン学習の課題にNHK for Schoolの利用が含
まれていたかどうかは尋ねていないが，図6-8の
ように期間中の学習のためにNHK for School
の利用の周知を行った中学校も存在していたこ
とから，中学生の学習の教材の1つとして利用
されていたことが推測される。2020年調査の
時点においてもその利用が継続していたかどう
かは確認できていないものの，臨時休業期間
の学習を通じて，NHK for Schoolが家庭の
学習で利用できるコンテンツとして認知され，
利用されるきっかけになったと考えられる。

NHK for Schoolはその名のとおり，学校の
授業で利用するコンテンツとしてスタートした
が，この1年間の利用経験者の増加から，家
庭における学習コンテンツとしても利用が広が
る可能性が示されたと考える。例えばデプスイ
ンタビュー調査では，中学生の母親が家庭の
学習で利用できるコンテンツを探していたとこ
ろNHK for Schoolにたどり着き，子どもにす
すめると，すでに学校の授業で利用していると
いうことだったので，家庭でも利用を始めたと
いう発言があった。この家庭では，2020年調
査の時点でも，理科や社会の予習と復習で利
用が継続していた。

NHKは，公共放送の重要な使命の1つとし
て，全国の学校に向けて，ラジオ学校放送に
始まり，テレビ学校放送，そしてインターネット
によるNHK for Schoolを加えて，多様な教育

コンテンツを提供し続けてきた30）。特に，テ
レビ学校放送の開始以降は，児童・生徒の感
性に訴えかける映像を駆使した学校放送番組
の視聴から全国の教室でさまざまな授業実践
が生まれ，その流れはNHK for Schoolにも
受け継がれている31）。NHKが，学校教育に
向けて質の高いサービスの提供を続ける重要
性は今も変わらないが，家庭の学習においても
NHK for Schoolの利用がみられたことで，例
えば，学校の授業とともに家庭におけるオンラ
イン学習でもNHK for Schoolを利用すれば，
授業と家庭の学習とが連動し，理解が深まる
きっかけにもなるだろう。また，家庭の自学自
習の手助けとなるような学習利用のしかたやコ
ンテンツと合わせた学習方法の解説，PDFに
よるプリント教材の提供などをさらに進めれば，
1年の間に増加した利用経験者の利用を定着
させることにつながる可能性もある。臨時休業
期間の課題がそうであったように，中高生が学
習コンテンツを選ぶ際に，学校の教師からの
指導や生徒への働きかけが果たす役割は大き
く，学校に向けた情報提供を強化することも
有効だろう。NHK for Schoolが，学校と家庭
という子どもたちにとっての2つの学習の場の
橋渡しとなって，理解を深める触媒としての役
割を果たすことが一層求められよう。
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7   考察

2021年秋になって，新型コロナウイルスの
新規感染者数の減少がみられたものの，学校
内での感染防止の対応は続けられており，平
時の学校生活が戻るまでには，まだ時間がか
かりそうである。教室における対面の授業とと
もにオンライン学習やオンライン授業がもう1
つの学習の回路として定着することや，GIGA
スクール構想によって配付された1人1台の端
末が，家庭の学習においても有効に活用され
ることを願う。

本稿では，家庭のデジタル学習に注目し，
コロナ禍前の2019年と，臨時休業期間を経て
1年後の2020年に実施した追跡調査の結果
を比較しながら，その変化や学業との関係に
ついて検討してきた。特に，期間中に行われ
たオンライン学習やオンライン授業は，その後
の家庭のデジタル学習に関わりがあることがみ
てとれた。調査相手である616人の中高生のこ
の1年の変化は，次のようにまとめることがで
きるだろう。

・1年の間に，家庭でデジタル学習を行って
いる者の割合は増加した。機器では，特
にスマートフォンの利用が増えた。教材は，
教科書など紙媒体の利用が大半を占める
傾向は変わらず，そのうえでデジタルコン
テンツの利用が行われていた。デジタル
学習が進んだ要因として，自由に利用でき
る機器の所有者が増えて機器を利用しや
すくなったこと，臨時休業期間に，学校
からの課題としてオンライン学習やオンラ
イン授業で勉強したことなどが挙げられ
る。

・デジタル学習の学習状況の変化に基づき
分類した「デジタル群」「デジタル化群」

「非デジタル化群」「非デジタル群」を，子
どものパーソナリティで比較すると，非デ
ジタル群以外の3群は非デジタル群よりも
開放性が高い。非デジタル群は物事に真
面目に取り組み，新しいものにあまり興味
を示さない特性がみられた。4群を切り分
ける要因として，学習者である子ども自身
がデジタル学習をプラス評価で捉えている
かという意識や，家庭に機器の利用のルー
ルが根づき母親がその利用を推奨してい
るなどの，機器の利用環境の違いが考え
られる。

・学校の成績では，4群に有意な差はみら
れなかった。しかし，学業面では，デジ
タル群は非デジタル群より勉強に根気強く
取り組み，やる気も高かった。非デジタル
群とデジタル学習に変わったデジタル化群
との学業面の差が小さいことから，デジタ
ル学習が実を結ぶには，デジタル機器の
学習利用に慣れるための時間が必要なこ
とが示唆される。

・臨時休業期間の家庭学習に注目すると，
オンライン授業が学校から配信されたの
は中学生よりも高校生のほうが多く，英
語，数学などの主要5教科が中心だった。
中高生では，教師と生徒，生徒同士のや
り取りの双方向性の確保，母親では，学
習の理解度がわかりづらいことや視力の
低下など健康面の不安が課題として挙
がった。オンライン学習では，多くの学校
でNHK for SchoolなどNHKのコンテン
ツの利用が推奨された。家庭学習におけ
るNHK for Schoolの利用経験者の割合
は大きく伸び，学校教育で利用されてき
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たNHK for Schoolの，家庭学習での利
用の可能性が示された。

GIGAスクール構想が進み，学習者用デジタ
ル教科書の導入の検討など，学校教育におい
てデジタル化が加速化している。本研究では，
成績の差は見出せなかったものの，家庭で子
どもがデジタル学習を継続することによって，
学業の向上につながりうることが示唆された。
学習に対するモチベーションが維持されれば，
結果的には成績の好転にも結びつくかもしれな
い。一方，継続してデジタル学習を行っていな
い者や，デジタル学習から非デジタル学習に変
化した者も存在した。家庭で機器を利用でき
る環境にあっても必ずしも全員が学習利用を
行っているわけではないことや，デジタル学習
を行っている者であってもその多くは，デジタ
ルコンテンツだけでなく紙媒体の教材を利用し
ていることにも留意する必要があるだろう。

デジタル学習の登場によって，教材が紙媒
体のみであった時代と比べて，授業動画のよう
なインターネット上のコンテンツをはじめ，多様
な教材を自分で探して利用する学習が可能に
なった。繰り返しが求められるドリル学習など
でも，アニメーションや音声を駆使して子ども
を飽きさせないように工夫したコンテンツも多く
みられる。ただ重要なのは，デジタル学習ある
いは非デジタル学習のどちらか二者択一という
ことではなく，教科や学習内容，子どもの教科
の得意・不得意やパーソナリティによっても両
者を使い分けながら学習することであり，それ
ぞれの子どもにとって，学習へのやる気が最も
高まる学習スタイルを確立することである。そ
れは，本研究の対象である中高生の年代であ
れば，自律的に学習を進めるためにも求められ
ることであろう。例えば，非デジタルの，紙媒

体だけの学習ではなかなか理解できない，や
る気が起きないという子どもにとっては，デジ
タル学習は試してみるもう1つの学習法となるか
もしれない。また，勉強中にデジタル機器を友
だちとのLINEやゲームのような学習目的以外
に使いたくなる誘惑をどうしても断ち切れず，勉
強が滞ってしまう場合は，思い切ってデジタル
学習をやめてみることも有効かもしれない。デ
ジタル学習は，学習における1つのアプローチ
であり手段であって目的ではないことに，学習
の主体である子ども自身そして家庭で子どもの
学習を見守る親も，あらためて立ち返ってみる
ことも必要であろう。

かつてデジタル・ディバイドといえば，“端末
を持っているか持っていないか”の比較で論じ
られたが，現在では端末があることを前提に，
“利用して十分な情報を得る能力があるかない
か”の議論へと変遷している。日本においても，
児童・生徒が手にした1人1台の端末を，各自
がデジタル学習でどのように利用して学びに役
立てることができるかが問われるようになるだ
ろう。その中には，デジタル機器を利用した学
習に必要とされる操作スキルを獲得することと
ともに，家庭に持ち帰った際に勉強やそれ以
外の面でどのように活用するかというリテラ
シーの問題も含まれる。

デジタル学習によって，今まで以上に学校と
家庭の学習に連続性や継続性が生まれ，学び
の個別化と深化を期待できる一方で，学習中に
デジタル機器で遊んでしまいかねない不安が子
どもにも親にもあることは，すでにみたとおり
である。ほかにも，SNSなどへの不用意なアク
セスから自ら危険を招いてしまいかねない懸念
とともに，いわゆる「ネット上のいじめ」の被害
者や加害者になりかねない危険もある。学校
から配付された「1人1台」端末のチャット機
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能を使ったとされるいじめによって，小学生が自
殺するという痛ましい事例も報道された32）。小・
中・高校，特別支援学校，教育委員会などを
対象に，2020年度に文部科学省が行った調
査では，児童・生徒について「パソコンや携帯
電話等を使ったいじめ」は1万8,870件で33），調
査項目に入った2006年度以降最も多かった34）。

本研究で得られた知見からすると，子どもに
とってデジタル学習の効果が期待できるのは，
家庭でデジタル機器にアクセスしやすい環境
で，ルールに基づいて利用することである。
ルールとしては，例えば有害な情報へのアクセ
スを防ぐフィルタリングソフト・アプリを入れた
り，利用時間や利用の場所，利用の目的や利
用料などを決めたりすることなどが考えられる
が，このような子どもにとって制約となるような
ことだけでなく，親と子がインターネットの危
険性について話し合いともに理解を深め，知識
を共有しリテラシーを高め合う機会を持つこと
も重要であろう。家庭そして学校において，子
どもと親や教師のような大人が話し合いながら
両者が納得したうえでの利用ルールを作ること
は，これからの学びを支える1つのアプローチ
であることが示唆される。

本稿では，家庭の学習におけるメディア利用
について，2019年と2020年に実施した追跡
調査の分析をもとに，その可能性や課題につ
いて検討を進めてきた。「1人1台」端末の本
格的な利用が始まり，学校教育はもちろんのこ
と，家庭の学習でどのように利用されていくの
か，これからも注視する必要がある。また，
導入している学校がまだ一部に限られていたこ
ともあって本研究の調査では取り上げなかった
が，ネットワーク経由でデータやソフトを提供
するクラウドサービス（「教育クラウド」35）によ
る学習支援ツール 36）についても，教材の配付

や課題の提出などのような，家庭の学習に役
立つような利用も構想されていることから，こ
れからの家庭のデジタル学習のあり方を考える
ための要素となることが予想される。

放送，インターネットを通じて教育コンテン
ツを提供し続けてきたNHKにとっても，家庭
の学習を取り巻くこのような新たな状況を踏ま
えた教育サービスの提供が求められる。NHK 
for Schoolの利用は学校教育にとどまらず，授
業で視聴した動画や教材に家庭でアクセスして
復習や宿題に役立てるなど，学校と家庭の学
習の連動という点で重要な役割を果たしうるコ
ンテンツとしての可能性が広がった。学校の授
業の利用と家庭の学習の利用という，双方の
利用に視野を広げてコンテンツを提供する必要
があるだろう。

本研究で行った調査は，ウェブ調査というこ
ともあって，家庭のデジタル環境が整備されて
いる割合が高く，世帯年収や両親の最終学歴
が高いなど，その結果をすべての中高生に広
げて普遍化することはできないものの，同一の
調査相手に対する追跡調査とすることによって，
その変化や因果関係の把握を行うことを目指し
た。ただ，調査自体は，デジタル学習の効果
検証を主要目的として全体設計を行ったわけで
はないので，今回実施した調査だけでは言い
きれない面もあると思われる。デジタル学習に
おけるデジタルメディアの利用の変化と，その
効果検証とを調査研究としてどのように両立さ
せていくのか，これからの課題としたい。

デプスインタビュー調査の中で中学2年生の
ある少女は，中学生になってから教科書や参
考書だけではよく理解できずやる気が起きな
かったのに，スマートフォンを使って，理解で
きないところを自分で調べたり，授業動画を探
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して視聴したりするようになってから，勉強が
苦にならなくなってきたと話した。幼いときに
あこがれた看護師の夢も，勉強が楽しくなって
きたからかなえたいという明るい表情が印象的
だった。デジタル学習が1つの出発点になって
子どもたちが学ぶことの楽しさや喜びに触れ，
彼らの世界が大きく広がっていくことを願う。

（わたなべ せいじ／さかい あつし）

注：
1） 文部科学省「GIGAスクール構想の実現について」

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/ 
index_00001.htm

2） これまで，文部科学省では，「教育の情報化」として，
情報教育や授業におけるICTの活用など，教育の
質を向上させる取り組みを進めてきた。一方，
GIGAスクール構想など，ICT環境の整備に関わる
文書には「教育のデジタル化」が使われている

（例えば，文部科学省「教育のデジタル化に関する
主な取組について 令和2年10月21日」https://
www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/
jikkoukaigi_wg/digital_tf/dai1/siryou2.pdfな
ど）。
ここでは，教育におけるデジタル利用の動きという点
で，その両方から捉えるものとする。

3） IT戦略本部「i -Japan戦略2015」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/
kettei/090706honbun.pdf

4） 文部科学省「端末利活用状況等の実態調査（令
和3年7月末時点）（確定値）」
https://www.mext.go.jp/content/20211125- 
mxt_shuukyo01-000009827_001.pdf

5） 文部科学省「新型コロナウイルス感染症対策のた
めの臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生
徒の学習指導について（通知）」
https://www.mext.go.jp/content/20200410- 
mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

6） 文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応し
た持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂
について（通知）」
https://www.mext.go.jp/content/20210219- 
mxt_kouhou01-000004520-03.pdf

7） 2020年度の文研の調査（99ページ）では，指導
者用デジタル教科書は，9割を超える小学校と約6
割の中学校で利用されていたのに対し，学習者用
デジタル教科書は，小学校26%，中学校11%とい
う結果であった。

8） 文部科学省「デジタル教科書の今後の在り方等に
関する検討会議 中間まとめ」
https://www.mext.go.jp/content/20200421- 
mxt_kyokasyo01_1.pdf

9） 文部科学省「学校における携帯電話の取扱い等に
ついて（通知）」
https://www.mext.go.jp/content/20200803- 
mxt_jidou02-000007376_2.pdf

10） 勉強時間は「ほとんど勉強しない」「30分ぐらい」
「1時間ぐらい」「2時間ぐらい」「3時間ぐらい」「4
時間ぐらい」「5時間以上」で尋ねており，勉強時
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間の平均は，「ほとんど勉強しない」を0分，「30
分ぐらい」を30分，「1時間ぐらい」を1時間とし，
さらに「5時間以上」を5時間として算出している。

11） インターネットの利用は，「メールのやりとりをする」
「調べものをする」「動画を見る」「プロフやブログ
を見る，書き込む」「ソーシャルメディアを利用する

（Twitter，mixi，Facebookなど）」「オンライン
ゲームをする」「音楽や動画のダウンロードをする」

「ネットショッピングをする」から選んでもらい，イン
ターネットの利用者の割合は，「インターネットは
使っていない」「わからない」と無回答を除いて算
出している。

12） 本稿では，学校文脈において，研究の対象者であ
る小学生，中学生，高校生を表現する場合は「児
童・生徒」と，家庭の学習においては「子ども」と
表記する。

13） ウェブ調査のサンプルの特色を把握するために次
の各調査の結果を参考にした。
･文部科学省「文部科学統計要覧（令和3年版）」

https://www.mext.go.jp/b_menu/
toukei/002/002b/1417059_00006.htm

･ 文部科学省「新型コロナウイルス感染症対策のた
めの学校における臨時休業の実施状況について」
https://www.mext.go.jp/content/20200513- 
mxt_kouhou02-000006590_2.pdf

･「人口推計」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files? 
page=1&layout=datalist&toukei= 
00200524&tstat=000000090001&cycle= 
7&year=20190&month=0&tclass1= 
000001011679&result_back=1&cycle_
facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0

･「平成29年就業構造基本調査」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files? 
page=1&layout=datalist&toukei= 
00200532&tstat=000001107875&cycle= 
0&tclass1=000001107882&tclass2= 
000001107883&stat_infid=000031729818

・「平成22年国勢調査」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files? 
page=1&layout=datalist&toukei= 
00200521&tstat=000001039448&cycle= 
0&tclass1=000001047544&tclass2= 
000001050184&stat_infid=000012989700 
&tclass3val=0

・厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
k-tyosa/k-tyosa19/index.html

14） 教育系ユーチューバー，葉一氏のYouTubeチャン

ネル（登録者数166万人）。小学3～6年生の算数，
中学の英語，国語，数学，理科，社会，高校の数学な
どの講義形式の動画を配信している。
https://www.youtube.com/user/ 
toaruotokohaichi/

15） リクルートマーケティングパートナーズ（現リクルー
ト）が「受験サプリ」の名称で2011年に始めたオ
ンライン学習サービス。2016年から「スタディサプ
リ」に名称を変更した。小学講座，中学講座，高
校講座，大学受験講座などがある。
https://studysapuri.jp/

16） デジタル機器を学習利用していない非デジタル群，
2019年時点のデジタル化群，2020年時点の非デ
ジタル化群に，数は少ないもののデジタルコンテン
ツの利用者が存在した。調査では，デジタル機器
と教材（紙媒体とデジタルコンテンツ）の設問を分
けて尋ねており，デジタルコンテンツの利用にはデジ
タル機器の利用が前提となることを意識せずに回
答したケースがあるためと推測される。

17） 共分散分析では，共変量として投入する変数は，従
属変数（今回は各学業得点）に対して有意な関連
があり（回帰の有意性），独立変数（今回はデジタ
ル学習状況の変化パターン）との間に交互作用が
ない（回帰の平行性）という条件を満たす必要が
ある。そのため，学業変数ごとに，条件を満たして
使用できた共変量は異なっている。具体的には，
認知的方略の使用では「性別」「開放性」「母親
との関係性における価値観」「1時点目の認知的方
略の使用」，自己制御では「家庭の子ども数」「誠
実性」「開放性」「母親との関係性における価値
観」「臨時休業期間の長さ」「1時点目の自己制御」，
やる気では「母親の学歴」「家庭の子ども数」「誠
実性」「子どもの学業支援への責任感」「1時点目
のやる気」，成績では「性別」「学年」「母親との関
係性における価値観」「1時点目の成績」であっ
た。

18） 例えば，変容に関わる授業実践の効果を検討した
Yang & Wu（2012）の研究では，台湾の高校1
年生を対象に，タブレットを利用したデジタル・ス
トーリーテリングを用いたグループ学習と従来型の
講義形式の授業による成績への効果を検討した。
デジタル・ストーリーテリングとは，あるテーマに関
して仲間と一緒に話を作っていく課題である。英語
を使って話を作成し，仲間と英語でのコミュニケー
ションを加えながら話を洗練させ，画像や音楽など
も加えた物語を完成させる。このグループ学習に参
加した生徒は，従来型の授業を受けた生徒に比べ
て英語の成績が上がり，実行機能など認知能力に
おいても上昇する結果が得られていた。
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19） 文部科学省「子供の学び応援サイト～学習支援　
コンテンツポータルサイト～」
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/ 
gakusyushien/index_00001.htm

20） 例えば，下記のような自治体のウェブサイトの事例
が確認される。
千葉県四街道市「休校中の学習支援について」
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/
b_education/oshirase/yshido20200412.html
兵庫県明石市教育委員会「おうちですごそう あか
しこどもチャンネル 家庭学習応援サイト」
http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/sh/
index.html
香川県教育センター「学習支援サイト」
https://www.kagawa-edu.jp/educ01/section/ 
research/learning-support-site

21） 児童・生徒が家庭で学習内容を予習してから授業
を受け，授業では疑問を解決したり，問題を解いたり，
話し合いや協働作業を行ったりする学習方法。

「反転」とは，学校の授業を受けてから，家庭で宿
題や復習を行うという従来のスタイルとは逆転した
学習方法であることを指す。

22） 今村氏は，2001年にNPOカタリバを設立し，高校
生のためのキャリア学習プログラム「カタリ場」を
開始するなど，子どもたちに学びの場と居場所を提
供し，社会の変化に応じてさまざまな教育活動に取
り組んでいる。中央教育審議会委員。
https://www.katariba.or.jp/

23） 全国障害者問題研究会（2020）「特集 オンライ
ン授業と子どもたち」『みんなのねがい』2020年
12月号，14-25より

24） 例えば，下記の自治体の事例が確認される。
新潟県五泉市

https://www.city.gosen.lg.jp/ 
organization/20/1/7005.html

東京都北区
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-seisaku/ 
torikumi/mobile.html

滋賀県愛荘町
https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/
kyoiku/1/1/corona_virus/7645.html

福岡県宇美町
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/ 
11/22187.html

25） 文部科学省「GIGAスクール構想に関する各種調
査の結果 令和3年8月」
https://www.mext.go.jp/content/20210827- 
mxt_jogai01-000017383_10.pdf

26） 文部科学省「新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた新学期への対応等に関する状況調査の結
果について」
https://www.mext.go.jp/content/20210907- 
mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

27） デジタル放送では，1つのチャンネルで2つの番組
を同時に放送することができる。これをマルチ編成
といい，メインチャンネルとサブチャンネルがある。

28） 『フライデーモーニング・スクール』
https://www.nhk.or.jp/school/friday/

29） 「おうちで学ぼう！NHK for School」
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/

30） NHKは放送開始当初から教育放送を重視し，放
送の機能の1つとして学校教育を含む「教育の社
会化」を掲げた。NHK学校放送（幼稚園，保育所，
小学校，中学校，高等学校，特別支援学校向けの
教育番組）は，「放送法」（1950年施行）や「日
本放送協会国内番組基準」（1959年制定）にも
明示されているように，学校教育の基本方針に基
づいて実施することも求められている。

31） 教師の側でも，学校放送番組を積極的に授業で利
用する活動を行ってきた。1950年に結成された

「全 国放 送 教育 研 究会 連 盟（http://www.zen 
poren.jp/）には，幼稚園，保育所，小学校，中学校，
高等学校，特別支援学校の教師が参加し，学校放
送番組やNHK for Schoolを授業で効果的に利
用するための研究や研修会を計画的に行っている。

32） NHK NEWS WEB「小6女児自殺 文科省「適切
な対応を」市や都教委を指導 町田」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210914/ 
k10013259421000.html?utm_int=news- 
social_contents_list-items_001

33） 文部科学省「令和2年度 児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果
について」
https://www.mext.go.jp/content/20211007- 
mxt_jidou01-100002753_1.pdf

34） 2015年度までの調査名は「児童生徒の問題行動
等生徒指導上の諸問題に関する調査」であった。

35） 「教育クラウド」については，総務省の下記資料を
参照のこと。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ 
chukyo/chukyo2/010/siryou/__icsFiles/
afieldfile/2016/02/04/1366534_2_1.pdf

36） 2020年度の文研の調査（99ページ）では，全国の
中学校で利用されていた割合は，例えば「Google 
Classroom」10%，「Microsoft Teams」7%，「ロ
イロノートスクール（授業支援クラウド）」7%であっ
た。
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