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「日本賞｣ は，世界の教育番組の質の向上と国際的な理解・協力の増進に役立つことを目的として，1965年
にNHKが創設し今日まで続く，世界唯一の教育番組・コンテンツに特化した国際コンクールである。50年を超
える歴史を重ね，時代の変容の中で，放送を中心とするメディアが教育の分野で社会に貢献できることを広く世
界に示してきた。

1970年代末までの「日本賞」初期の時代には，放送というメディアに大きな期待を寄せた世界各地域の国々
が，国の基礎となる教育の充実に向け，それぞれの実情に応じて，ラジオ・テレビ教育番組の制作と普及を目
指した。コンクール参加番組は，科学・数学・語学等の学校教育充実のための教科番組や，成人対象の識字・
語学・職業教育等，基礎教育向けの番組が中核を占めていた。

続く1980･1990年代は，社会の変化とメディアの変化（テクノロジーの進歩）が教育番組を多様化させた時代
であった。環境，異文化理解，戦争と平和，薬物，エイズ，いじめや差別，子どもの心をめぐる問題，親子・
家族の問題，教師と生徒の関係，高齢化社会等，社会が直面する今日的課題を取り上げる教育番組が増加し，
最新鋭の映像技術を効果的に用いたわかりやすい説明，身近な事例やクイズ形式，親しみある登場人物の起用
等，演出面の工夫が進んだこともこの時期の特徴である。

2000年以降は,メディアの多様化が顕著になる中で「日本賞」の対象が放送番組以外にも拡大され，ウェブサ
イトや教育ゲームをはじめ，双方向メディアの特性を生かした様々なコンテンツが登場し，教育・学習の形態が
多様になる状況が実感されることとなった。ただし,参加作品全体を俯瞰すると，現在でもテレビ番組は中心的
な位置を占めており，異なるものへの正しい認識・理解や人間の根源に迫るテーマをじっくり考えさせる番組が
高く評価されていることは，重要である。
「日本賞」に集まる人びとのバックグラウンドも多彩な時代にあって，異なる立場と経験を交流させることで互

いに高め合うだけでなく，さらに変化が予測される“教育とメディア”の動向を見据えつつ，世界全体の教育の
向上や国際理解の促進に向けて，国を越えた連携プロジェクト等が，｢日本賞｣ を起点に進展していくことも期
待される。
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はじめに

｢日本賞｣ は，世界の教育番組の質の向上と

国際的な理解・協力の増進に役立つことを目的

として，日本の放送開始40年となる1965年に

NHKが創設した，教育番組に特化した世界初

の国際コンクールで，50年を超える歴史を重ねて

きた。途中，隔年開催の時期があるため，2017

年10月に開催されたコンクールが第44回＊とな

り，この間の参加作品総数は9,405にのぼる

（審査委員の延べ総数は646名）。

毎回，世界各地から来日する専門家たちによ

る熱心な議論と審査によって優れた番組･コン

テンツの選出・表彰が行われると同時に，多様

なバックグラウンドを持つ参加者間での“教育

とメディア”をめぐる情報と意見の交流も活発

に行われる中で，｢日本賞｣ は，時代の変容の

中で，放送を中心とするメディアが教育の分野

で社会に貢献できることを広く世界に示してき

た。

｢日本賞｣ では，社会の変容に応じて生ずる，

教育が取り上げるテーマの変化や，教育を取り

巻くメディア環境の変化に対応して，コンクール

が取り上げる対象についても様々な変更を加え

ながら，世界の教育の将来を見据えた国際イベ

ントとして発展してきたといえる。

コンクールの正式名は，2007年までは「日本

賞」教育番組国際コンクール（JAPAN	PRIZE	

International	Educational	Program	Contest），

メディアの変化に対応してコンクールの対象を大

きく変えた2008年以降は「日本賞」教育コン

テンツ国際コンクール（JAPAN	PRIZE	Inter-

national	Contest	for	Educational	Media）で

ある。

｢日本賞｣ に関して筆者は，1979年以来，毎

回のコンクールに応募された番組や各種コンテ

ンツの視聴と，審査委員やオブザーバーとして

来日する各国の放送関係者や研究者の取材・

交流を続け，その成果はNHK放送文化研究所

（文研）の刊行物を中心に発表するほか，「日本

賞」期間中に開催されたシンポジウムやセミナー

や，テレビ・ラジオ番組でも紹介してきた。

これまでの発表では，その時々のコンクール

参加作品や受賞作品の分析を中心に取り上げる

ことが多かった。本稿では，これに加えて，｢日

本賞｣ が審査と並行して重視してきた記念講演

やシンポジウム/セミナー/フォーラム/ワーク

ショップ等でも取り上げられ，参加者間で情報

や意見の交流が繰り広げられてきた，“教育と放

送･メディア”に関するテーマの変遷にも目を向

け，その背景となる社会状況や教育界の大きな

流れも合わせて読み解く中で，1965年以来半

世紀を超える世界の教育とメディア動向の変化

を総合的に捉えることを目的とする。

第Ⅰ章でまず，「日本賞」の基本的な特徴に

ついて解説したうえで，第Ⅱ章以降では，｢日本

賞｣ の50余年を大きく3つの時期に分けて，｢放

送への期待の中で成長する『日本賞』初期の

教育番組（おおよそ1960・1970年代）｣「社会変動

の中で多様化する教育番組（おおよそ1980・1990

年代）」「メディア多様化時代の教育番組・コン

テンツ（2000年以降）」として，それぞれの特徴

を整理･分析し，最終章では，社会や教育の

変容の中でメディアに期待される役割と今後の

可能性について考察を試みる。

＊2017年開催の最新コンクールには，61の国と
地域から309作品のエントリーがあった。
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Ⅰ 「日本賞」コンクール
とは：主要な特徴

「日本賞（にっぽんしょう）」は，「世界のすべて

の国々の教育放送の発展と番組の質的向上を

図るとともに，国際間の理解と協力の増進に寄

与すること」を目的として，NHKが1965年に創

設した国際コンクールであるが，放送分野のコン

クールとして，いくつもの重要な特徴を持ち合

わせている。

グランプリ「日本賞」の賞牌

白鳳時代の代表的な建築物である奈良･
薬師寺の東塔の先端を飾る水煙をかた
どったもの。

1. 教育に特化した放送番組のコンクールとして
のスタート
最大の特徴は，教育番組･コンテンツに特化

して，全世界規模で継続されている唯一の国際

コンクールという点である。放送に関連する国際

コンクールとしては，すでに，イタリア放送協会

（RAI）が創設した「イタリア賞」（1948年創設。

当初はラジオのみ対象で，テレビ番組は1957年から対

象）や，「モンテカルロ国際テレビ祭」（1961年モ

ナコ大公レニエ3世の提案で創設），米国テレビ芸術

科学アカデミーによる「国際エミー賞」（1963年

開始。アメリカのテレビ番組を対象として始まったのは

1949年）などが存在していたが，それらは芸術

や芸能の分野が中心で，教育・教養の分野で

は本格的なものは登場していない状況であっ

た。また「日本賞」は，アジアで開催される世

界的な放送番組コンクールとしても最初のもので

あった。

なお，「日本賞」の前年（1964年）に創設され

た，子ども向けテレビ番組対象の国際コンクール

「プリ･ジュネス（ミュンヘン国際テレビ青少年賞）」と

「日本賞」は，深い交流関係にある。

2. 幼児から成人までの幅広い対象
「日本賞」は，内容的には教育に特化してい

るが，幼児向けから成人向けまで多様なカテゴ

リーが設けられているコンクールで，幅広い内

容や制作手法の教育番組やコンテンツの参加が

可能な点も，創設当初からの重要な特徴であ

る。生涯を通した教育や学習という観点から，

国を越えた議論ができる場としての性格を有す

るコンクールといえる。

3. 積極的な発展途上国のコンクール参加
放送分野の国際コンクールでは，先進諸国中

心で始まる例が多いが，「日本賞」の場合には，

異なる特徴がみられる。テーマが教育に特化し

ているためといえるが，国の基礎固めのために

教育の普及を重要課題としていた発展途上国か

らの番組の参加が，コンクール開始当初より活

発で，審査にあたるメンバーについても，これ

らの地域の代表を含めた世界各地から招聘して

いた点も，他の国際コンクールにはみられない

特徴であったといえる。

4. コンクール参加対象の拡大：放送の時代から
デジタルコンテンツの時代へ
｢日本賞｣ コンクールは，放送番組のコンクー

ルとしてスタートしたが，メディアの変容に対応

して，参加対象に変更を加えてきた。開始から

35年は，放送番組が対象（初回から第17回1989

年まではラジオ番組とテレビ番組が対象で，第18回1991
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年からはテレビ番組のみが対象）のコンクールであっ

たが，インターネットの普及やデジタル化の進展

等，メディア環境が大きく変化する中で，2000

年代に入ると，審査の対象として放送番組以外

も視野に入れることとなった。詳細は第Ⅳ章に

譲るが，まず2001年に，マルチメディア・コンペ

ティションと称するイベント（放送番組とCD-ROM

やDVD，ウェブサイトとの連動による総合的な教育効果を

評価する試み）を実施して，世界の関心度を確認

したうえで，2002年には，放送番組に連動した

ウェブサイトを対象とする「ウェブ部門」を新設

した。さらに，2008年には，放送番組のほか，

映画やビデオ作品，ウェブサイト（放送番組との

連動の有無は問わない），教育ゲームソフト，各種

双方向コンテンツなど「教育的な意図で制作さ

れた音と映像を用いた作品全般」が参加可能に

なるという大幅な改革が実施され，コンクール

の名称も「日本賞」教育コンテンツ国際コン

クールに変更されるに至った。このようにして，

現在では，教育に資する放送番組と各種デジタ

図1　「日本賞」コンクール 参加作品数の推移
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（本）

（各回の報告書発表データをもとに筆者が作成）
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ルコンテンツが同じ土俵で審査･議論されるコン

クールとなっているが，この点も,放送を対象に

始まったコンクールとしては重要な特徴である。

5. 番組制作が困難な国・地域の支援を目的
とする新部門の創設
新しいメディア動向に目を向けるだけでなく，

あらゆる地域でのテレビ番組の制作を充実させ

るための新たな工夫を続けていることも，「日本

賞」コンクールの重要な特徴である。「ウェブ部

門」創設の翌年となる2003年（第30回コン

クール）には，優れた企画や旺盛な意欲があり

ながら，予算や機材等の条件が十分でないた

めに制作が困難な国･地域の機関の優れた企

画に対して賞を贈呈し，番組制作の実現を支援

する目的で，「番組企画部門」が創設されたので

ある。受賞した企画は，制作費用の一部にでき

る賞金を活用して番組を完成させ，翌年の「日

本賞｣ 期間中に披露することになっている。そ

の後は ｢日本賞｣ライブラリー（後述）にも収めら

図1　「日本賞」コンクール 参加作品数の推移
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9.4

38.6
2.3
3.6

29.6
4.7

12.0
9.2

1965～2017年
（全コンクール）

（N=9,405）

1965～1979年
（第1～12回）
（N=2,071）

1981～1999年
（第13～26回）
（N=2,190）

2000～2017年
（第27～44回）
（N=5,144）

中東
オセアニア

1965年の創設以来2017年までの参加作品数の総計は，世界全体で9,405。
地域別でみると，アジア：2,922，オセアニア：324，中東：377，
ヨーロッパ：3,226，アフリカ：578，北米：1,138，中南米：840である。

1965
46
70

185

参 加 国 数
参加機関数
参加作品数

第
1
回

1966
54
84

161

第
2
回

1967
61
86

202

第
3
回

1968
53
75

167

第
4
回

1969
56
86

177

第
5
回

1970
56
85

194

第
6
回

1971
59
82

176

第
7
回

1972
52
82

158

第
8
回

1973
54
86

156

第
9
回

1975
50
88

166

第
10
回

1977
49
92

166

第
11
回

1979
56
89

163

第
12
回

1981
54
98

156

第
13
回

1983
54
87

147

第
14
回

1985
47
80

138

第
15
回

1987
54

104
160

第
16
回

1989
48
91

141

第
17
回

1991
48
98

134

第
18
回

1992
43
87

106

第
19
回

1993
52

108
162

第
20
回

1994
48
99

143

第
21
回

1995
50

122
187

第
22
回

1996
46

108
171

第
23
回

1997
47
97

163

第
24
回

1998
51

106
170

第
25
回

1999
49

132
212

第
26
回

2000
46
97

159

第
27
回

2001
50

111
198

第
28
回

2002
49

123
208

第
29
回

2003
49

137
244

第
30
回

2004
48

125
234

第
31
回

2005
53

146
270

第
32
回

2006
61

152
280

第
33
回

2007
56

150
262

第
34
回

2008
59

173
293

第
35
回

2009
65

196
324

第
36
回

2010
64

226
409

第
37
回

2011
61

200
313

第
38
回

2012
60

208
335

第
39
回

2013
57

208
331

第
40
回

2014
62

206
320

第
41
回

2015
55

226

※

5

339

第
42
回

2016
58

316

第
43
回

2017
61

309

第
44
回

注1：1975年（第10回）から第1991年（第18回）までは，コンクールは隔年開催。
注2（※2）：1989年（第17回）まで，ヨーロッパは，西欧・東欧別のデータが存在するが，
　ここでは合計値で示している。
注3：2001年（第28回）については，マルチメディア・コンペティション参加作品数も含めている。
注4（※4）：2010年（第37回）は，ひとつのカテゴリーについて，テレビ番組とウェブサイトの両方の応募が
　可能であったため，参加数が急増している。
注5（※5）：2016年（第43回）以降，参加機関数は発表されていない。

※4

1989
ラ
ジ
オ
番
組
最
終
年

2003 
番
組
企
画
部
門
新
設

2002 
ウ
ェ
ブ
部
門
新
設

2008 

コ
ン
ク
ー
ル
対
象
，

　
　
　
　大
幅
に
拡
大

※2000年以降，アジアの参加作品比率が高いのは，番組や
各種コンテンツの参加のほかに，番組企画部門への活発な
応募が加わったためである。ヨーロッパの比率は減少傾向
にあるが，参加作品数は減少しておらず，2009年には初め
て100を超え，以降のコンクールでも，ほぼ毎回100前後の
参加が続いている。

（本）

（各回の報告書発表データをもとに筆者が作成）
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れて，多くの制作者たちにもアクセスが可能と

なっている。

6. コンクール参加者の交流･研鑽の場として
のシンポジウム・セミナー
番組･コンテンツや制作企画の審査・表彰に

加えて，放送･制作関係者や教育関係者，研

究者などのコンクール参加者間の交流と，世界

の教育番組･コンテンツの発展に向けた研鑽の

機会を設けてきたことは，｢日本賞｣ の重要な特

徴である。審査委員による審査とは別に，オブ

ザーバー向けの作品上映会も開催され，制作者

との質疑応答や，参加メンバー間の意見交流も

活発に行われてきた。

そして，とりわけ大きな役割を果たしてきた

のが，記念講演やシンポジウム/セミナー/ワー

クショップである。初期の頃は，教育放送につ

いての指針となるような提言を行うという趣旨

で，先進国の専門家によるどちらかといえば理

論的な記念講演が行われていたが，やがて，よ

り多くの参加者が自国の状況を発表して，ディ

スカッションを行うという，出席者参加型の催し

へと形を変えていった。

コンクールの対象が拡大された2008年以降

の「日本賞」では，複数のテーマについてセッ

ションを設ける傾向にあり，公共放送の教育デ

ジタル戦略や，教育ゲームやe-ラーニングの最

新動向，教育番組の共同制作，異文化理解と

メディア，防災とメディアなど，多岐にわたる内

容が取り上げられている。

そして，コンクール期間中の催しとして参加者

に好評であった企画の学校訪問（初回は1971

年，東京都大田区立池上第二小学校）も注目

される。日本の学校でどのように教育番組やデ

ジタルコンテンツが利用されているのかについて

はもちろん，異なる文化の学校教育そのものへ

の関心も高い。

7. 「日本賞｣ライブラリーと国際ワークショップ
の展開：世界の制作者に向けた成果還元
｢日本賞｣に参加した優れた番組を，可能な限

り多くの世界の制作者たちに視聴してほしいと

いう声は，コンクール開始当初から強く，その

実現に向けての準備が進められていた。コン

クールの成果を広く世界の放送・教育機関に伝

え，教育放送の向上･発展に役立てていく目的

で ｢日本賞｣ 巡回ライブラリー＊が設立され，

1974年1月に正式に発足した。1972年（第8回）

以降の受賞番組を中心とする参加番組の中か

ら選ばれた優秀番組，ことに教育放送の新し

い分野の開発に参考となる番組の複製テープ

が，台本や解説書等の資料とともに，世界各地

に設置された研究所等の拠点施設となる“地

域センター”に送付されて，地域内の放送･教

育関係者の研修や研究用として利用されること

になったものである。

＊ライブラリーの運営については，財団法人･放送
文化基金から助成金が給付されてきた。

その後名称は，「日本賞」ビデオライブラリー，

「日本賞」ライブラリーと変化し，現在は，「日

本賞」事務局のサイトにアクセスすることによっ

て，DVDの形で借り出し手続きが可能である。

利用は現在でも，放送･教育関係者の研修や

研究用に限定されている。

そして1990年代に入ると，ライブラリーに保

管されてきた番組や，その他のアジア各国のコ

ンクール参加番組を視聴して，教育番組のある

べき姿について討論する「アジア教育番組ワー

クショップ」のような機会も設けられるように

なった（初回は1994年3月にシンガポールで開催）。



95

｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

番組の構成や表現，教育番組のための予算や

人材育成など多岐にわたる議論が行われ，番

組の優劣を競うコンクールにとどまらず，各国の

教育番組制作の向上に貢献する具体的な実践

に踏み出すイベントとしての意義を打ち出すこと

となった。

その後2002年には，NHKと開催国の機関

との共催による「日本賞」アジアフォーラムがス

タートした。フィリピンで開催された初回の

フォーラムに参加していた若いプロデューサーが

制作した番組（『エデュカション 〜貧困と教育

〜』）が，その年の第29回コンクールで，放送

文化基金賞（限られた制作条件の中で，最大限の教

育効果をあげている優れた番組を対象とする特別賞）を

受賞するという快挙もみられた。

8. 放送番組やウェブサイトによる成果還元
「日本賞」の様々な成果を，国内で幅広く人

びとに還元するために，1965年の初回から毎

回，コンクールの開催ごとに，授賞式中継や受

賞番組を中心にコンクール参加番組を紹介する

番組，また，記念講演やシンポジウム等のコン

クール関連イベントを紹介する番組の放送が行

われてきたことも，重要な特徴である。世界各

国の教育番組・コンテンツや，教育に対する多

様なアプローチに接することで，制作者や研究

者のみならず多くの人びとが，広い視野から様々

な教育課題に目を向けていくことに貢献しよう

というものである。

第1回コンクールでは，カラー中継が行われ

た授賞式のほかに，テレビ番組4本，ラジオ番

組5本が放送された。また，節目節目で過去の

「日本賞」を振り返る番組＊も放送されている。

＊『「日本賞」36年の歩み 〜テレビは教育をどう
変えてきたか〜』（2001.11.17）や『日本賞30

回のあゆみ 〜教育テレビの未来を見つめて〜』
（2003.11.1）はその例である。

現在では，コンクールの最終結果報告だけで

なく，開催案内や1次審査の結果発表等の途

中経過，またコンクール開催中の動向について

も，一部動画も含め，日・英のウェブサイトや

フェイスブック等を通して，広く世界に情報が提

供される時代となっている。

http://www.nhk.or.jp/jp-prize/index_j.html

「日本賞」ウェブサイト

次章からは，それぞれの時代の「日本賞」コ

ンクールにみる世界の教育番組・コンテンツを

めぐる動向を紹介していく。いずれの章にも関

連する参考資料としては，本章に掲載した図1

のほかに，文末の付表も参照されたい。

付表1　「日本賞」コンクールにみる世界の教育
とメディアの変容……「参加対象や審査・受賞

面の特徴」「参加作品や受賞作品の特徴」「講演・

シンポジウム・セミナー等の関連イベント」「日本・世界

の社会動向」を時系列に整理したチャート（pp.160

〜167）

付表2　「日本賞」コンクール，日本の受賞作品

一覧（pp.168〜170）
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Ⅱ 放送への期待の中で
成長する「日本賞｣
初期の教育番組
～1960･1970年代を中心に～

｢日本賞｣が始まった1965年には，日本では

ラジオのみならずテレビでも，幼児向けから成

人向けまで，多様な内容の教育番組が放送さ

れており，全国の小学校の7割以上が，授業

でNHKの学校放送番組を利用していた。

世界に目を向けると，まだラジオ放送しかな

い国も珍しくない時代であったが，独立間もな

いアジアやアフリカを中心とする国々が，国の

発展に不可欠な教育の普及のために放送という

メディアに大きな期待を寄せる状況があった。

また欧米諸国においても，第二次世界大戦後の

人口急増で，教育の普及が追いつかないという

問題を抱えていた。

こうした背景のもと，1960年代前半，世界

的に教育放送，特に学校放送の発展に対する

期待が高まりをみせる中で，第1回「日本賞」

コンクールは，先進諸国だけでなく発展途上国

からの積極的な参加も得て，46か国70放送

機関から185番組の参加という，予想を大きく

上回る規模でスタートした。

最初の15年間で，ラジオからテレビ時代へ，

また白黒からカラーテレビの時代へと，放送メ

ディアも変容し，世界各地域のラジオ･テレビ

教育番組にも著しい成長がみられた。また，コ

ンクールの成果を広く世界に普及させるための

工夫として，コンクールで評価を得た優れた番

組を蓄積して番組制作の研修や研究目的で活

用する巡回ライブラリーの設置なども行われ，

世界全体の教育放送番組の向上を目指す体制

も整ってきた。

本章では，「日本賞」開始前夜の世界の教育

放送をめぐる概況を紹介したうえで，第1回コン

クールについては，審査の仕組み等も含めて詳

細に触れ，その後1979年（第12回コンクー

ル）までの時期を「日本賞」初期と捉えて，世

界各地域からコンクールに参加した教育番組の

発展の状況を紹介する。

Ⅱ−1　1960年代前半までの世界の教育
放送概況と国際会議の開始

Ⅱ−2　第2回世界ラジオ･テレビジョン
学校放送会議と「日本賞」の誕生

Ⅱ−3　第1回「日本賞」コンクールの開
催
3-1　対象となる教育番組と審査のポイント
3-2　参加番組にみる教育番組の多様性
3-3　日本からの参加番組
3-4　「教育番組」の本質をめぐる議論

Ⅱ−4　国際コンクールとしての成長：番
組のライブラリー化や記念講演による
成果の還元

Ⅱ−5　「日本賞」初期の参加番組・受賞
番組の全体傾向と注目された番組

Ⅱ−6　発展途上国の積極的な参加と実
力の向上

Ⅱ−7　隆盛に向かう教育テレビ：
教育番組の大型化と多様化の始まり
7-1　評価が分かれた『セサミ・ストリート』
7-2　イギリス公開大学の番組の登場

〜新しい大学の新しい講座番組〜

Ⅱ−8　1970年代までの教育番組の質的
な成長
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Ⅱ−1  1960年代前半までの世界の
教育放送概況と国際会議の
開始

「日本賞」コンクールが始まった1965年とい

えば，日本ではラジオだけでなく，すでにテレ

ビにおいても，幼児向けから成人向けまで，多

種多様な教育番組が放送されており，全国の小

学校の7割以上が，理科，社会，道徳を中心

とする授業でNHKの学校放送番組を利用して

いた。世界的にみると当時まだ珍しいことで

あったが，公共放送が，早い段階でラジオでも

（1931.4〜）テレビでも（1959.1〜），2つ目のチャ

ンネルを保有しており，教育番組の放送時間を

確保できていたことが，その背景には存在して

いた。

ところが広く世界に目を向けてみると，まだラ

ジオ放送しか始まっていない国も珍しくない時

代で，世界的には，学校放送番組もまだごく初

期の時代であったといえる。

ここで少しさかのぼって世界の学校放送の開

始時期に触れておこう。ラジオ学校放送の場合

には，イギリスでは，BBCの前身イギリス放送

会社が1924年4月に開始，1927年には綿密な

調査を実施した結果を「ケント報告」として発

表し，これが世界の放送事業者や教育関係者

の関心を集めて，学校放送に対する認識を高

める結果となっていた。北欧諸国やベルギー，

ドイツ，イタリア，フランス，さらにユーゴスラビア，

ポーランドやルーマニア等東ヨーロッパの国々で

も，ラジオ学校放送の開始が続いた。この時

期に，こうした教育番組を担当していたのは，

公共放送か国営放送であった。日本では，ラ

ジオ本放送開始時点の1925年には学校放送は

予定されておらず，全国向けラジオ学校放送の

開始は10年後の1935年4月であった。

テレビ学校放送が本格的に始まったのは

1950年代で，フランスでのテレビ学校放送の正

式開始（1951年10月）が最も早いといわれてい

る。日本ではラジオの場合と異なり，実験番組

の制作や授業での利用研究も実施のうえで，

1953年2月のテレビ本放送と同時にNHKテレ

ビ学校放送が始まっている。放送のシステムが

異なるアメリカでは，全国向けではないが，1953

年5月にヒューストン大学附属の非商業テレビ局

「日本賞」以前の世界の教育放送とメディア動向

1924.4 （英）BBCの前身,イギリス放送会社がラジオ
学校放送を開始

1935.4 （日）全国向けラジオ学校放送開始
1936.11 （英）BBCがテレビ本放送を開始
1948 （伊）イタリア賞創設
1950.2 ※ヨーロッパ放送連合（EBU）設立

1950.11
（日）NHK放送文化研究所による学校放送
利用に関する全国調査開始

1951.10 （仏）テレビ学校放送開始
1953.2 （日）テレビ放送 /テレビ学校放送開始

1957 （英）テレビ学校放送開始
（5月ITV，9月BBC）

1958.10 （伊）テレスコーラ開始
1959.1 （日）NHK東京教育テレビ局が開局

1960.8 （日）NHKの全テレビ学校放送番組，教育
テレビへ移行完了

1960.9 （日）NHKカラーテレビ本放送開始
1960.11 （日）『山の分校』イタリア賞受賞
1961.12 （伊）第1回世界学校放送会議（ローマ）

1962.2 ※EBU主催第1回テレビ学校放送制作者セ
ミナー，バーゼルで開催

1962 （米）教育テレビジョン施設法制定
1963.4 （日）日本放送協会学園高等学校開校

1963.11 （日米）初の日米間テレビ中継実験成功
（ケネディ暗殺ニュース）

1964.4
（日）第2回世界学校放送会議（東京）

→「日本賞」創設の提唱
（英）BBCが第2テレビの放送を開始

1964.6 （独）プリ・ジュネス創設，第1回コンクール
1964.7 ※アジア放送連合（ABU）設立
1964.10 （日）東京オリンピックを米・欧へ衛星中継
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KUHTで初のテレビ学校放送が開始している。

イギリスでは，実験放送は50年代初期に行わ

れていたが，テレビ学校放送の開始は1957年

（商業テレビITVが5月，公共放送BBCが9月）になっ

てからのことであった。またイタリアが，テレス

コーラと呼ばれる通信教育放送サービスで学校

向けテレビ番組の放送を始めたのは，1958年

10月のことであった。

こうした状況の中，1960年代に入ると，先進

諸国でも発展途上国でも，学校放送が世界を

通じて重要なテーマとして認識されるようにな

り，国を越えた国際会議やセミナー等も登場す

るようになった。この時点で学校放送先進国と

いわれていたのはフランス，イギリス，イタリア，

アメリカ，そして日本等であった。テレスコーラの

順調な発展を背景に，イタリア放送協会（RAI）

が，ヨーロッパ放送連合（EBU）の委託を受

けて，1961年12月にローマで1週間にわたる第

1回世界ラジオ・テレビジョン学校放送会議の

開催を担当した。世界各国の学校放送の経験

と情報を交換し，将来に向けた学校放送の進

歩向上を図ることを目的とするもので，66か国

の82放送機関から180名が参加したほかに，

国連やユネスコなどのオブザーバー参加84名が

あった。特に関心が高かったテーマは，「識字

率向上と放送教育」であった。

この会議には，EBU準加盟国のNHKも特

別参加して，日本の学校放送の実情が広く海

外のメンバーに知られる結果となり，3年後の第

2回世界会議の開催地として東京が選ばれた経

緯がある。

そのほかにもスイスのバーゼルではEBU主催

の学校放送（教育放送）制作者セミナーが1962

年から定期的に開催され始め，2月開催の初回

セミナーにはNHKからも2名が参加していた。

国際セミナーは，ヨーロッパだけでなく，アメ

リカでも始まっていた。1961年10月に，イギリス，

フランス，イタリア，日本といった当時の学校放

送先進国から専門家を招待して，アメリカの放

送教育関係者，そして後発国のメンバーの参加

により，インディアナ州パーデュー大学＊で開催

された国際教育テレビセミナー（International 

Instructional Television Seminar）は，テレビ

学校放送に特化した世界で最初の国際セミ

ナー（41か国60名参加）ともいわれている（西本，

1966）。

＊パーデュー大学は，世界で初めて航空工学を取
り入れた大学で，当時，飛行機から放送を行う
試み等も実施していた。

Ⅱ−2  第2回世界ラジオ･テレビジョン
学校放送会議と「日本賞」の
誕生

前述のような経緯もあり，NHKがEBUから

委託されて実施することとなった第2回世界ラ

ジオ･テレビジョン学校放送会議（The Second 

International Conference of Broadcasting 

Organizations on Sound and Television School 

Broadcasting）は，東京オリンピックの半年前，

1964年の4月9日から15日まで7日間にわたっ

て，東京で開催された。会議の名誉議長を

NHK会長の阿部眞之助，組織委員長を副会

長の前田義徳が務めている。この会議の主な

目的は，「教育のための，特に学校における学

習のための，ラジオ・テレビジョンの利用の増

進を図ること，およびローマ会議後2年間余りの

この分野での発展状態について情報を交換す

ること」であった。58か国の77放送機関＊から

171名の代表が参加した。
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＊参加機関内訳 /アジア：15，大洋州：2，中近東：
4，西ヨーロッパ：20，東ヨーロッパ：5，北アメ
リカ：8，中南米：8，アフリカ：15

そのほかに，国際連合，ユネスコ等の国際

機関を含む内外の機関から，教育および放送

の分野における専門家192名がオブザーバーと

して会議に参加した。会議の内容については，

公式記録誌として発行された書籍（日本放送

協会，1965）1）や『放送教育』（1949年4月創刊

の専門月刊誌）に詳細な記録が残されている。

会議は，総会と分科会で構成されており，総

会では27の放送機関が，それぞれのラジオま

たはテレビによる教育放送活動について，番組

の抜粋の紹介も交えて報告し，8つの分科会＊

では，あらかじめ参加機関が多数の文書資料

も提出したうえで，それぞれ学校放送に関する

特定の議題が審議された。NHKは総会および

すべての分科会で報告を行っている。

＊分科会テーマ：「学校放送の基本目的とラジオ・
テレビジョンの特性―特に視聴者の組織化と教
育効果の検討について」「学校放送の開始に必
要な条件」「発展途上の諸国に対する援助と情
報の提供―特に専門要員の養成について」「文
盲追放と成人教育（基礎的な面の）」「国際理
解を促進するための地理・歴史教育とラジオ・
テレビジョン」「ラジオ・テレビジョンによる科
学・数学教育」「ラジオ・テレビジョンによる言
語教育」「ラジオ・テレビジョンを利用する通信
教育」（表記は公式記録のまま）

総会・分科会と並行して，参加機関提供のラ

ジオ・テレビ学校放送番組の聴取・視聴の機会

も参加者に与えられ，各国の学校放送事情に

関する各種資料の展示も行われた（番組提供機

関は43で，テレビ番組は160本，ラジオ番組は134本）。

そのほか，NHKの学校放送を授業で利用して

いる東京都内の小・中・高等学校の参観もプ

ログラムに組み込まれていた。

この国際会議の模様の一部は，アメリカの通

信衛星テルスター2号を利用して，ヨーロッパと

アフリカにテレビ中継されたことも特記される出

来事であった。

第2回となるこの会議の中心テーマは，すで

にラジオやテレビを教育のために広く利用して

いる国々と，これからこの分野に進出すべく，

経験を積んだ仲間から情報を得ようとしている

国々の双方における学校放送の発展に貢献す

るために努力するということであった。

東京での会議の最終日，1964年4月15日の

閉会総会では，総括報告を行ったBBCのスカ

ファム教育局長が，この1週間，世界で最も発

達した学校放送のシステムを身近に観察するこ

とができたとの感想を述べた。そして，同じ席

上，当時のNHK会長・阿部眞之助は，この会

議の開催と日本における放送40周年を記念し

て，教育番組の国際コンクールの創設と優秀作

に対してNHKから「日本賞」を贈ることを提唱

した。その説明の際に，“現在，放送番組の質

的向上を目指す国際コンクールが各種実施され

ているが，その多くは芸術・芸能の分野に属す

るもので，学校放送をはじめ，教育・教養の分

野では，必ずしも，その機会は十分でない”こ

とを強調している。

この提案は，300名を超える全世界の放送

機関等の代表たちから大きな拍手で迎えられ，

「日本賞」コンクール創設の趣旨は，さらに

1964年のアジア放送連合（現在のアジア太平

洋放送 連合：ABU）とヨーロッパ放送 連合

（EBU）の総会にも提案され，承認された。こ

うして「日本賞」教育番組国際コンクールの歩

みが始まった。当時，NHKで学校放送番組制

作に携わって5年目で，のちに「日本賞」事務

局次長としても長年コンクールを担当した職員の

ひとりは，自分たちが制作している教育番組を



100 │ NHK 放送文化研究所年報 2018

対象とする国際コンクールの創設というニュース

が大きな励みになったことを述懐している（堀，

2012）。

Ⅱ−3  第1回「日本賞」コンクール
の開催

3-1　対象となる教育番組と審査のポイント
第1回「日本賞」コンクールは，1965年10月

11日から21日までの11日間，東京のNHK放送

センターで開催された。「各国の教育放送の向

上を図り，国際理解と協力を増進する」という

目的が広く賛同され，初回にもかかわらず，先

進国，発展途上国を問わず，世界各地46か国

の70放送機関から，185番組（ラジオ95，テ

レビ90）という，予想を大きく上回る数多くの

番組が参加した（表1）。各国が教育放送に情

熱と努力を傾けていたことがうかがえる。コン

クールには，国際電気通信連合（ITU）加盟の

あらゆる国と地域の放送機関が参加できること

になっていた。第二次世界大戦後のアジアやア

フリカの独立間もない若い国々が，国の発展の

基礎となる教育の普及のために，放送というメ

ディアに大きな期待を寄せていた状況もあり，

発展途上国からの参加機関が全体の3分の1

を超えていたことも特筆される。

1965年時点では，全体としては，ラジオ番

組の参加がテレビを若干上回っていた。地域別

にみると，西ヨーロッパではテレビ番組の参加

がラジオを大きく上回っていたのに対して，アジ

アとアフリカでは，ラジオ番組の参加のほうが

多かったことがわかる。ただし詳細にみていく

と，アメリカ，イギリス，日本等，すでにテレビ

が発達していた放送の先進諸国でも，教育の

分野ではラジオも重視しており，エントリーも積

極的であったことがわかる。

このとき，日本賞に参加する「教育番組」は，

「明確な教育上の目的を持ち，系統的組織的に

編成されたシリーズ番組中の1編」であることが

条件とされていた。そして，その後しばらくの間，

「日本賞」における「教育放送番組」の定義，

あるいはひとつの目安とされることとなった。

審査は，ラジオとテレビの各部会で，それぞ

れ6名ずつの国際審査委員＊によって進められ，

最終総会で受賞番組が決定された。審査基準

は，常に教育番組としての評価を基調にしたの

は当然だが，具体的には，企画面と演出面につ

いて，下記のようなガイダンスが提示されていた。

<企画>
◦番組が国または地域の教育的欲求を満たしている

か。（これについては添付資料を参考とする）
◦番組のねらいがその番組の視聴者に適合している

か。
◦番組のねらいが作品の中に具体化されているか。
◦番組が，教育放送に新しい分野を開発する創意工

夫に満ちているか。
◦番組のねらいを十分に達成するために，番組が巧み

に制作されているか（これについては添付資料を参
考とする）

表1　第1回の参加状況

参加国 参加機関 参加番組（ラジオ，TV）

アジア 9 13 27　（19，   8）

オセアニア 2 2  9　（ 6，   3）

中近東 2 2  6　（ 6，   0）

西ヨーロッパ 13 22 61　（18，43）

東ヨーロッパ 6 7 27　（15，12）

アフリカ 7 7 23　（17，   6）

北アメリカ 2 11 21　（ 9，12）

中南米 5 6 11　（ 5，   6）

合　計 46 70 185　（95，90）

※初等教育部門　71本（ラジオ46　TV25）
　中等教育部門　54本（ラジオ22　TV32）
　成人教育部門　60本（ラジオ27　TV33）
・ 初等教育部門には，幼児教育向け番組も含まれる。成人教育部門には，一般

成人向け教育番組のほかに大学等の高等教育レベルの番組も含まれる。
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<演出>
◦視聴者にとってわかりやすく，かつ興味深く制作さ

れているか。
◦番組の出演者の話術･態度･演技がすぐれているか。
◦番組に用いられている素材が適当かつ正確であり，番

組の目的を達成するためにうまく配置されているか。
◦番組が理論的かつ調和を保って構成され，番組とし

ての統一性をもっているか。
◦録音･録画･フィルム技術等の番組制作技術がすぐ

れているか。
（第1回報告書p.15）

各部会では初等教育部門，中等教育部門，

成人教育部門の部門ごとに優秀番組を1編ず

つ選出したうえで，その中から最も優れたラジ

オ番組，テレビ番組にそれぞれ大賞「日本賞」

を贈り，そのほかに，“参加機関の属する国ま

たは地域の経済および社会的特殊性と，参加

機関などの制作条件等を考慮に入れ，制作上

の努力の跡が著しくまた教育的効果も大きいと

認められる，ラジオおよびテレビ番組各3編”

に対して特別賞を贈るとしていた。審査委員長

は，日本の放送教育の草分けのひとり，西本

三
み

十
と

二
じ

博士（当時，国際基督教大学教授）であった。

＊第1回コンクール審査委員12名の内訳：
ラジオ：インドネシア，ウガンダ，カナダ，チェ

コスロバキアの放送局メンバーと，西
ドイツ，日本の学識経験者

テレビ：インド，チュニジア，イギリス，メキシ
コの放送局メンバーと，アメリカ，フラ
ンスの学識経験者

3-2　参加番組にみる教育番組の多様性
予想はされていたものの，審査委員たちは，

国情や教育水準によって異なる教育番組のあり

方や，内容面での多様性に直面しながら，審査

を行うこととなった。大きく分類すると「学校の

教科と結びついて，直接，教室の子ども向けに

放送するもの」と「より広義の教育性や教養性

をもつもの」の2タイプが存在したが，学校施設

や教員が十分でない発展途上国では，教育番

組を家庭向けに放送して，母親を通じて子ども

の教育を進めようとする番組も珍しくない状況

がうかがえた。

種目（科目）別では，「科学」が最も多く，185

番組中43番組（ラジオ12，テレビ31：うち初等

5，中等16，成人10）を占めていた。テレビ部

門の大賞 ｢日本賞｣ 受賞番組となったフィンラン

ド放送協会の『自然のカレンダー	～むかしむか

し～』と，初等教育部門の最優秀番組となっ

たNHKの『理科教室小学校3年生	～紙玉でっ

ぽう～』は，いずれもこの種目であった。その

ほかにも，時代を反映して，原子構造や原子の

基本を解説したオーストラリアの中等教育向け

番組『原子理論』や，核融合反応を取り上げ

たイタリアの成人向け番組『太陽炉』等も時代

を反映した科学の番組の例といえる。

ラジオでも，音の原理を教えるBBCの『高

音と低音』のような，音声メディアの特性が評

価された番組のほか，『森の試練』（カナダ）や

『生命を害するもの』（南アフリカ）等，自然保護

がテーマの番組の登場も特徴的であった。

日本から参加した9番組（NHK6，民放3）中3

分の1は科学の番組で，いずれも高い評価を得

ていたことが報告書に記録されている。

「語学教育」（29番組：ラジオ13，テレビ16）につ

いては，先進地域でも発展途上国でも，この

分野に力を入れている様子が特徴的であった。

ラジオ部門の大賞「日本賞」を受賞した西ドイ

ツの中等教育向け番組『初等英語	～ライダー

夫人と議員さん～』（西部ドイツ放送協会。ドラマや歌

で進行する外国語学習番組で，イギリスの社会や文化に

触れながら日常会話としての英語に親しむ，英語のみで

進行する点が評価された）や，ラジオ初等教育部門
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の最優秀番組の『さあ勉強を始めましょう	～英

語会話第27課～』（スウェーデン放送協会），さら

にテレビ部門で特別賞を受賞したインド国営放

送の『テレビ英語	～第26課～』等がこのジャン

ルの番組であった。そのほかにも，ハンガリー

のロシア語教育，ソビエトの英語教育などを含

めて，友好国や政治的に関係の強い国々の語

学教育番組が多くみられ，相互理解に力を入

れようとする各国の意思が表れていた。

そのほかでは「音楽・芸術（美術，文学鑑賞を

含む）」「社会」は，ラジオ，テレビいずれでも参

加が多い種目であった。「音楽・芸術｣ では，

アジアや中南米，中近東の番組も含めて初等教

育のラジオ番組に対する評価が高かった。

成人教育向け番組では，民主主義や人種問

題をじっくり取り上げる番組，親向けに子どもの

教育･しつけを取り上げる番組，また注目を引く

例としては，ローデシア（現・ジンバブエ）の『ラ

ジオで教授』のような，ラジオ学校放送の利用

方法を小学校教師に教える教育省制作のテレ

ビ番組も登場していた。

3-3　日本からの参加番組
ここで，初回「日本賞」に参加した日本の番

組に目を向けておこう。NHKは，参加機関の中

で唯一ラジオ・テレビの全6部門に番組を提出

したが，以下は当時の年鑑や関連雑誌等の情

報をもとにまとめた番組一覧である。

【NHK】
ラジオ
1.	うたのかばん	～おもちゃの音楽～ （初等教育部門）
2. ラジオ農業学校 （中等教育部門）
3. 婦人学級	～子どもと家庭～ （成人教育部門）

テレビ
4. 理科教室小学校3年生	～紙玉でっぽう～
　（初等教育部門）→テレビ初等教育部門で最も優れ

た番組として表彰され，郵政大臣賞を受賞。当時の
各種資料からは，第1回コンクールのテレビ部門の
グランプリ「日本賞」を，フィンランドの『むかしむ
かし』と最後まで競ったことがうかがえる。

5. みんなの科学・なぜだろう	～コップとスープ皿～
（中等教育部門）

6. テレビろう学校	～パンとミルク～
（成人教育部門）

• 1，4，6は，学 校 放 送番 組部 担当の番 組。1は
1950年開始の小学校低学年向けラジオ，4は1960
年開始のテレビ，6は1961年開始の聴覚障害児の
保護者向けに家庭視聴向けとして放送されていた番
組である。

• 2は，農事番組部担当で1961年開始の番組。
• 3は，教養番組部担当で1959年開始の集団視聴を
想定した親向けのシリーズ。この回の番組では，モ
ンキーダンスの影響について主婦の討論が行われて
いる。

• 5は，科学産業番組部担当の1965年開始のシリー
ズで，平日毎日放送されていた家庭視聴向け番組。

※NHKの番組は，受賞対象とならなかった番組もす
べて高い評価を得ていたことが，報告書の記録から
わかる。

【民放】
1.日本科学技術振興財団テレビ局（東京12チャンネ

ル） 『未知の挑戦	～どぶねずみ～』（テレビ成人）
2.日本教育テレビジョン（NETテレビ） 『開拓地の人
びと』（テレビ初等）

3. 東京放送（TBS） 『太陽と僕らの音楽』（ラジオ中等）

※「2.日本教育テレビジョン」は，現在のテレビ朝日である。1と
2はこの時点では民放教育局であったが，1973年11月に総合
局となり，これをもって民放教育局は姿を消した。

3-4　「教育番組」の本質をめぐる議論
第1回コンクールのテレビ日本賞受賞番組は，

フィランド放送協会YLEの学校放送番組『自

然のカレンダー	～むかしむかし～』（中等教育部

門，科学）であった。野生の草木や鳥獣の生態を，

そこで遊ぶ子どもたちの四季とともに描いて，美

しい楽園が産業開発のために次第に破壊されて
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いく様子を，詩情豊かに，ナレーションなしに

綴ったもので，この美しい自然もやがて「むか

しむかし」の物語になるかもしれないことを示唆

し，自然保護の重要性を静かに訴える番組で

あった。まだ「環境教育」という言葉が登場す

る前の先駆的な番組である。

NO IMAGE

『自然のカレンダー	～むかしむかし～』
（フィンランド放送協会）

審査委員たちの間では，小鳥の声，風や水の

音，子どもたちの遊ぶ声などの自然音の巧みな

使い方と優れたカメラワークの見事さとともに，

人間の言葉を借りることなく，自然が直に人間

に語りかけ，考えさせるという技法が高く評価さ

れる一方で，この番組は果たして教育番組のカ

テゴリーに入るかどうか，ドキュメンタリーと呼

ぶべきではないかという意見も出て，議論が白

熱したといわれる。最終的には，「芸術性豊か

な画面を通してエコロジーを教える手法は教育

的であり，広義の教育性を有する番組である」

という合意が得られ，受賞が決定した。

初回のグランプリをめぐってこうした議論が繰

り広げられたこともあって，その後のコンクール

では，毎回「教育番組とは？」＊をめぐるディス

カッションが活発に繰り広げられることとなった

のは，非常に意義深いことといえよう。

＊この点については，多くの人びとがコメントして
いるが，第17回（1989年）から5回にわたりコ
ンクール事務局長を務めた八重樫克羅氏は，

『「日本賞」20回のあゆみ』（1994年）の中で，
次のように記している。
……思うに，教育番組とは何かという問題は

「日本賞｣ の永遠の課題なのではないだろう
か？ この論争があることが，「日本賞」を活性
化してゆく核心なのではないだろうか？ 「日本
賞」の初心に立ち戻ることは，この論議に純粋
に直面することなのではないだろうか？……

Ⅱ−4  国際コンクールとしての成長：
番組のライブラリー化や 
記念講演による成果の還元

こうして始まった「日本賞」コンクールは，第

8回（1972年）までは，東京以外の都市でも開

催され（第2回大阪，第3回名古屋，第5回広

島，第6回仙台，第8回札幌），初参加国・機

関＊も加わる中で，国際コンクールとしての体制

も徐々に整備が進んだ。

＊初参加機関数は，第2回の35に始まり（以降，
20，11，21，8，6，15，13，19と続き），初
回から第10回コンクールまでの参加機関数は，
148にまで増えた。

第2回コンクール（1966年）では，ユネスコ創

設20周年を記念して「ユネスコ賞」が贈られた

が，これはコンクールに対する国際的な信用と

期待を示すものであった。

また，ユニセフ（国連児童基金）からは第3

回（1967年）以来，“発展途上にある地域の幼

児および児童がいかなる状態に置かれているか

を理解させるうえで，またこれらの児童の教育

の向上と福祉の増進を図るうえで役立つ”もの

と認められるテレビ番組に対して「ユニセフ賞」

が贈られることとなった（現在は，“困難な状況下に

ある子どもの生活や境遇について理解を促す優れた作

品”に贈られる賞となっている）。
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さらに第10回コンクール（1975年）には，全

番組を通じ，国際間の理解と協力の増進に著し

く寄与するものと認められる番組1編に対して

「前田賞」（コンクールの発展に尽力してきたNHK前会

長の名前を冠して） 2）が新設されたほかに，1974

年2月に設立された財団法人・放送文化基金か

ら，「放送文化基金賞」が寄贈されることになっ

た。年ごとに設ける特定のテーマに対して授与

されるというもので，初回は就学前教育向けの

番組が対象とされ，NHKの『ラジオ音楽教室1

年生	～たのしいリズム～』が受賞している。

番組の選考と表彰だけでなく，コンクールの

成果を広く世界に還元することが「日本賞」の

重要な使命として当初から認識されていた。“教

育番組の研究・研修のため，優秀番組を広く世

界の教育・放送関係者に視聴させてほしい”と

いう要望が，第1回コンクール時点でも多くの

国々から出されていたこともあり，第3回（1967

年）からは，「フィルム・アンソロジー」が編集さ

れるようになった。その回のコンクール概要紹

介とテレビの優秀番組，話題作のダイジェストを

1時間の16mmフィルムにまとめて，世界各地の

放送・教育関係機関に配布するというもので

あった。

これは，のちに「日本賞」巡回ライブラリー

に発展して，1974年1月に正式に発足した。ラ

イブラリーの目的は，「日本賞」の成果をより広

く世界の教育放送および教育関係者に紹介し，

各国の教育放送の向上と発展に寄与することで

ある。その趣旨に沿って，1972年以降の参加

番組の中から，ラジオ・テレビの優秀作品や教

育放送の新しい分野の開発に参考になるような

「日本賞」記念講演と記念シンポジウム
第1回（1969年）
「あすの教育放送ーその役割と可能性ー」
（米）スタンフォード大学コミュニケーション研究所長

ウィルバー・シュラム
第2回（1970年）
「教育と放送―その役割と可能性」
（英）ロンドン大学教授 ヒルド・ヒンメルワイト

第3回（1971年）
「放送の将来と教育」
（米）サラ・ローレンス大学教授（ニューヨーク大学

名誉教授） C.A.シープマン
第4回（1972年）
「教育メディアの多様化と放送の将来」

講演1「教育放送における機会と責任」
（米）オハイオ州立大学教授 I.キース・タイラー
講演2「通信衛星による教育の未来」

（仏）サン・クルー高等師範学校視聴覚センター所長
ロベール・ルフラン

対談 I.キース・タイラー，ロベール・ルフラン
第5回（1973年）
「放送による学習の効果と教育の未来」
（米）ペンシルベニア大学名誉教授 C.R.カーペンター

　注：第5回講演は，講演者が帰国後に，その論旨
を練り直し，大幅に修正を加えた原稿が，「異文化
間協力のための教育放送番組の向上のための　
序説」として，報告書に収められている。

〈5回の記念講演を経て，その後の「日本賞」ではシ
ンポジウムが開催されるようになった。〉
・1975年「日本賞」第10回記念国際シンポジウム
「教育放送における国際協力」……教育放送が先
進国にも発展途上国にとっても重要であるとの共
通認識に立って，その向上発展のために，それぞ
れの役割を考える。
基調講演：　（米）アメリカ東西センター・コミュニ

ケーション研究所長 ウィルバー・シュラム
各ブロック代表による現状報告

・1977年　日本賞シンポジウム「教育における放送
の役割」……基調講演と参加者間ディスカッション
基調講演Ⅰ「教育に及ぼすテレビ・ラジオのインパ
クトについて」　（米）アメリカ東西センター コミュニ

ケーション研究所長 ジャック・ライル
基調講演Ⅱ「放送と生涯教育」　（英）レスター大

学マスコミュニケーション研究所長
ジェームズ・D.ハロラン
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番組が選択され，世界各地に設置された教育機

関や研究所等，地域の拠点となる地域ライブラ

リーに，番組台本や解説書等の関連資料ととも

に送付され，その地域内で放送・教育関係者

の研修，研究のために利用されることになった。

ホノルルのアメリカ東西センター・コミュニケー

ション研究所や，ミュンヘンにある国際青少年

教育テレビ研究所（バイエルン放送協会の一

部），シンガポールのアジア・マスコミュニケー

ション研究・情報センター（AMIC）等が重要な

役割を果たしてきた。

ライブラリーに所蔵されている最も古い番組

（1972年コンクール参加番組）の中には，NHKのテ

レビ番組で大賞グランプリ「日本賞」を受賞し

た『理科教室中学校1年生	～生命-卵の21日

間～』（中等教育部門，最終選考において珍しいとい

われる全会一致で選出）や，テレビ初等教育部門

の最優秀番組として表彰された『テレビ特殊学

級「たのしいきょうしつ」低学年	～かちかちとけ

い～』も含まれている。

また，1969年には，コンクール第5回を記念

して「日本賞」記念講演が実施され，この年の

審査委員長を務めたウィルバー・シュラム博士

が講師を務めた。第9回（1973年）コンクールま

で計5回，審査委員またはオブザーバーとして

招聘した学識経験者（教育学，社会心理学，コミュ

ニケーション研究の研究者）を講師とし，それぞれ

の専門的立場から，教育放送の発展に参考に

なる講演や対談が行われた。その内容は日本

国内で放送され，日･英・仏各語の報告書にも

掲載されたほか，広くコンクール参加機関にも

フィードバックされた。その後も記念シンポジウ

ムの形で催しは続いた。

Ⅱ−5  「日本賞」初期の参加番組・
受賞番組の全体傾向と 
注目された番組

ここで，1965年から1970年代末まで（第1回

〜12回）の「日本賞」初期の参加番組や受賞番

組の全般的な傾向や，話題作に注目してみよう。

全体的にみると，科学（理科），数学，国語･

外国語，社会科，音楽･芸術等，学校教育の

充実に向けた教科番組や，成人対象の語学教

育や職業技術教育，識字教育の番組等，基礎

教育向けの番組がエントリーの中核を占めてい

た。この時期の参加番組は「明確な教育上の

目的を持ち，系統的組織的に編成されたシリー

ズ番組中の1篇」であることが条件とされてお

り，エントリーシートには，種目（科目）を記載す

る欄も設けられていた。

表2（p.106）は，「日本賞」初期の参加番組

の種目（科目）の傾向を示したものである。

まず，全体的な傾向としては，第1回コンクー

ルの項で触れた特色と同様，科学，語学（国

語・外国語），芸術・音楽，地理・歴史と社会

の番組が多いことが挙げられる。そして，ラジ

オ・テレビ別の比較では，科学や数学ではテレ

ビ番組が優勢で，語学や芸術・音楽（特に音

楽）ではラジオ番組が優勢なこと，地理・歴史，

社会の番組では，ラジオ・テレビでほぼ同程度

の参加があったことがわかる。

次に示すのは，“初等・中等・成人教育の部

門別およびラジオ・テレビ別”にみた参加番組

数の推移である（表3 p.106）。

コンクール各回の参加番組数にはばらつきが

みられるが，1965年から1979年までの全体概

況としてみると，初等教育部門への参加番組数
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（745）が最も多く，この時

点ではまだ，ラジオ番組の

参加総数（391）がテレビの

総数（354）を上回っていた

ことがわかる。中等教育部

門と成人教育部門の参加総

数は，それぞれ666と660

でほぼ同数，テレビ番組参

加数がラジオより多い点も共

通している（表の上段）。

なお，表3には比較可能

な状況が続いた1980年代

の結果も示してあるが，1980

年代に入ると，成人教育部

門の番組が増えたことと，

いずれの部門でもラジオ番

表3　部門別/ラジオ･テレビ別にみた参加番組数の推移
　　	（第1回～第12回：1965～1979年）

初等教育部門 中等教育部門 成人教育部門 計
ラジオ テレビ 計 ラジオ テレビ 計 ラジオ テレビ 計 ラジオ テレビ 計

第1回 1965 46 25 71 22 32 54 27 33 60 95 90 185 
2 1966 25 22 47 26 29 55 31 28 59 82 79 161 
3 1967 41 29 70 22 34 56 43 33 76 106 96 202 
4 1968 36 20 56 28 36 64 23 24 47 87 80 167 
5 1969 34 30 64 21 37 58 18 37 55 73 104 177 
6 1970 36 30 66 30 43 73 23 32 55 89 105 194 
7 1971 33 36 69 21 33 54 28 25 53 82 94 176 
8 1972 26 29 55 23 36 59 20 24 44 69 89 158 
9 1973 29 37 66 22 26 48 17 25 42 68 88 156 
10 1975 36 28 64 23 27 50 15 37 52 74 92 166 
11 1977 22 35 57 24 28 52 26 31 57 72 94 166 
12 1979 27 33 60 19 24 43 25 35 60 71 92 163 

1〜12回まで
の合計 391 354 745 281 385 666 296 364 660 968 1,103 2,071 

＜比較参考：1980年代＞
13 1981 19 30 49 17 26 43 23 41 64 59 97 156 
14 1983 18 32 50 14 29 43 17 37 54 49 98 147 
15 1985 19 35 54 16 21 37 21 26 47 56 82 138 
16 1987 11 32 43 4 27 31 20 43 63 39 121 160 
17 1989 テレビ初等教育：31，テレビ中等教育：24，テレビ成人教育：21，テレビ教育的一般：32，ラジオ：33 141

（各回の報告書の情報をもとに筆者が作成）
注： 初回（1965 年）から第16回（1987年）までは，参加番組部門の変更がなく比較可能。1989 年は，テレビ番組中

心に変更されているが，ラジオの最終年であることから，参考までに1980 年代のデータとして記載。

表2　「日本賞」初期の参加番組種目（科目）別内訳（第1回～第12回：1965～1979年）

第
1
回
（
１
９
６
５
）

第
2
回
（
１
９
６
６
）

第
3
回
（
１
９
６
７
）

第
4
回
（
１
９
６
８
）

第
5
回
（
１
９
６
９
）

第
6
回
（
１
９
７
０
）

第
7
回
（
１
９
７
１
）

第
8
回
（
１
９
７
２
）

第
9
回
（
１
９
７
３
）

第
10
回
（
１
９
７
５
）

第
11
回
（
１
９
７
７
）

第
12
回
（
１
９
７
９
）

1
〜
12
回
合
計

ラ
ジ
オ
計

テ
レ
ビ
計

科学 Science 43 29 38 32 33 26 25 30 25 13 14 16 324 110 214
数学 Mathematics 0 9 9 10 10 5 6 8 4 3 6 9 79 19 60
語学（外国語）
Language（Foreign） 29 21 28 13

11 14 14 10 12 12 16 6
262 146 116語学（国語）

Language（Native or national） 9 9 10 10 10 10 7 11

識字 教育
Fight against Illiteracy 0 5 1 5 7 1 1 0 2 1 3 3 29 13 16

文学Literature 14 1 5 9 10 7 13 6 8 13 11 7 104 60 44
芸術 Art 34 10 10 13 13 11 7 7 6 7 12 5 319 177 142音楽 Music 17 26 16 13 26 17 15 10 16 13 15
地理 Geography 10 9 9 10 5 7 6 4 5 7 5 2 215 107 108歴史 History 19 14 9 7 19 12 13 14 11 8 10
社会 Social Studies 41 24 34 13 5 6 12 13 18 24 18 19 227 114 113
社会科学 Social Science 0 0 0 0 7 17 0 0 0 0 0 0 24 8 16
公民 Civics 0 0 0 0 0 0 8 5 4 3 6 6 32 17 15
道徳 Morality 0 6 5 11 9 6 2 2 3 0 2 3 49 35 14
宗教 Religion 0 0 6 2 0 1 0 1 0 0 1 2 13 7 6
保健衛生 Health 0 0 0 0 7 5 5 1 5 3 3 6 35 18 17
技術指導 Technical Guidance 3 8 6 7 13 7 12 3 1 4 2 6 72 32 40
幼児 Infant 11 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 12
その他 Other 0 0 0 14 18 27 26 30 29 39 39 37 259 89 170
番組　計 185 161 202 167 177 194 176 158 156 166 166 163 2,071 968 1,103

（各回の報告書の情報をもとに筆者が作成）
注1：第5回から「幼児」の項を外し，「その他」として扱うこととし，また第7回から「社会科学」を「社会」に併合し，「公民」を設けている。
注 2： 分類は，参加機関の判断による。「その他」に分類された中には，幼児教育のほか，環境教育，特別支援教育（特殊教育），家庭教育，博物学，生態学，情操教育，

教員研修，電話相談，育児相談，一般教養などが含まれている。
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組の参加が大きく減少し，テレビ番組の比率が

高くなっていることがわかる（詳細は第Ⅲ章）。

続いて，地域別の参加番組数と受賞番組数

の傾向をみていこう（表4）。

参加番組総数では，西ヨーロッパが圧倒的に

多く，アジア，東ヨーロッパがこれに続き，さら

に，北米とアフリカの順である。ラジオ・テレビ

の割合をみると，西ヨーロッパ（TV 405＞R 

216）と北米（TV 167＞R 62）ではテレビがラ

ジオを圧倒的に上回り，アフリカ（R 161＞TV 

59）ではラジオがテレビを大きく上回っている。

コンクールでの評価としての“受賞”という観

点では，まず「部門別最優秀番組賞以上の受

賞数（含むグランプリ）」については，西ヨーロッ

パが全体の半数弱を占めていることがわかる

（72番組中33番組。33番組の内訳は，テレビ19番組，

ラジオ14番組）。イギリスと西ドイツではラジオ番

組，テレビ番組双方で受賞があり，スウェーデ

ンはラジオで，フィンランドはテレビで複数回受

賞している。次に多いのはアジア（18番組）であ

るが，これはラジオ・テレビともに日本（NHK）

の受賞が多かったためである。西ヨーロッパ，ア

ジアともに，テレビ番組での受賞がラジオ番組

を上回っている。

また，全体としては，ラジオでもテレビでも

先進国の受賞が多いが，東ヨーロッパ諸国が，

コンクール初期の1979年（第12回）までにラジ

オ番組で3回，テレビ番組で1回グランプリを

受賞している点は注目される（ラジオはポーランド，ブ

ルガリア，ハンガリー，テレビはユーゴスラビア）。

そして，特別賞を中心とする「その他の賞」（＝

グランプリ・各部門最優秀番組賞以外）の受賞につい

てみていくと，ラジオでは50番組（33か国），

テレビでは56番組（32か国）が受賞しているが，

地域別内訳をみると，アジア（ラジオ・テレビ

番組ともに）とアフリカ（主にラジオ番組）の番

組の受賞が顕著である。「その他の賞」の受賞

は，西ヨーロッパや北米でもテレビ番組を中心

に一定数みられるが，『セサミ・ストリート』や性

表4　「日本賞」初期の地域別にみた参加番組，受賞番組の総数（第1回～第12回：1965～1979年の合計）
合計（ラジオ＋テレビ） ラジオ番組 テレビ番組

参
加
番
組
総
数

受
賞
番
組
総
数

部
門
別
最
優
秀
番
組
賞

以
上
の
受
賞
数
※
1

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
数
※

そ
の
他
の
賞
※
2
の

受
賞
数

参
加
番
組
総
数

受
賞
番
組
総
数

部
門
別
最
優
秀
番
組
賞

以
上
の
受
賞
数
※

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
数
※

そ
の
他
の
賞
の
受
賞
数

参
加
番
組
総
数

受
賞
番
組
総
数

部
門
別
最
優
秀
番
組
賞

以
上
の
受
賞
数
※

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
数
※

そ
の
他
の
賞
の
受
賞
数

アジア 363 47 18 7 29 196 20 7 3 13 167 27 11 4 16
オセアニア 87 4 1 0 3 55 3 1 0 2 32 1 0 0 1
中東 82 6 1 0 5 50 2 1 0 1 32 4 0 0 4
西ヨーロッパ 621 48 33 10 15 216 18 14 5 4 405 30 19 5 11
東ヨーロッパ 308 24 10 4 14 156 12 7 3 5 152 8 3 1 5
アフリカ 220 23 1 0 22 161 20 1 0 19 59 6 0 0 6
北米 229 14 5 1 9 62 5 3 0 2 167 10 2 1 8
中南米 161 12 3 2 9 72 6 2 1 4 89 6 1 1 5
合計 2,071 178 72 24 106 968 86 36 12 50 1,103 92 36 12 56

（各回の報告書の情報をもとに筆者が作成）
注1：「部門別最優秀番組賞」の中には「グランプリ受賞数」も含まれる。
注 2：「その他の賞」には，「特別賞」（各回ラジオ･テレビ3 本ずつ），「ユネスコ賞」（第2回），「ユニセフ賞」（第3回以降），
　　 「審査委員賞」（第2回～第9回），「前田賞」「放送文化基金賞」が含まれる。
注3：アジアのグランプリ数・部門別最優秀番組賞の大多数は，日本（NHK）によるものである。
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教育を扱う番組等，時代の一歩先を切り開く新

奇性が評価された「審査委員賞」の受賞が中

心であった。

ここまでは初期のコンクール参加番組を，数

量的データでみてきたが，続いて具体的な番組

に目を向けていく。

まず，NHK参加番組の1965年から1979年ま

での受賞番組をみてみると，ラジオでは幼児教

育向けのお話シリーズ『お話でてこい』＊の番組

や，幼児教育向け音楽シリーズ『ピッポピッポボ

ンボン』の番組＊（1968年の第4回コンクールでNHK

としてラジオで初の大賞 ｢日本賞｣ を受賞），小学校

の学年別音楽番組が，高い評価を得ていたこと

がわかる（付表2 p.168）。

＊『お話でてこい』は，1954年開始で2017年度
現在も放送中。大賞を受賞した回の『ピッポ
ピッポボンボン』は，日本のわらべうたを素材に
しているが，各国審査委員が違和感を持たず，
歌を通した楽しい遊びによって音楽の強弱や緩
急を体得できると同時に，愛情豊かに子どもた
ちを自然に社会生活・共同生活に導いている点
が高く評価された。

テレビでは，小・中学校向けの理科や数学，

社会科の番組，通信高校講座の理科番組，そ

して特別支援教育の番組等，学校教育番組の

受賞が圧倒的に多い。そしてそれぞれ1件ずつ

ではあるが，幼児期の子どもの発達を取り上げ

た親向けのテレビ番組『幼児の世界	～反抗～』
（第2回・1966年　成人教育部門。ラジオ・テレビを通

して，NHK初の大賞「日本賞」受賞番組）と，幼児

教育テレビシリーズ『なにしてあそぼ』（『できる

かな』の前身番組）等，幼児に関する番組も受

賞している点が注目される。前者の番組は，子

どもの生態をカメラで克明に捉え，“反抗”の精

神発達上の意味と子どもの導き方を丁寧に具体

的に示している点が高く評価され，全員一致で

グランプリに選出されている。

ヨーロッパの教育放送先進国イギリスは，公

共放送のBBCだけでなく，商業テレビや公開

大学からの参加と受賞も多く，1970年代までは，

とりわけ中等教育，成人教育向けのラジオ・テ

レビ番組を中心に高い評価を得ていたのが特徴

といえる。

テレビでは，第4回（1968年）の『あるシーン	

～最終バス～』（ドラマとインタビューを通して現代都市

が抱える問題を浮き彫りにして，貧困・差別・青少年非

行等について，ひとりひとりに考えさせるシリーズの1本）

と，第10回（1975年）の『ハイル・シーザー』（14

〜17歳向け，文学。シェイクスピアの作品を現代風に翻

案してドラマ化した番組で，現代社会の問題を重ね合わ

せた視聴ができる番組）は，いずれも中等教育部

門のＢＢＣ学校放送番組で，それぞれテレビ部

門グランプリ ｢日本賞｣を受賞している。

ラジオでは，第9回（1973年）に公開大学の

番組（成人教育）がラジオ部門 ｢日本賞｣を受賞

したのに続いて，第12回（1979年）にはBBC

の中等教育向けの歴史番組『ソンムの戦い』

がラジオ部門「日本賞」を受賞している。また，

第3回（1967年）には，美術鑑賞能力を高める

ねらいを持つ『美術とデザイン	～ビンセント・バ

ン・ゴッホ～』というラジオビジョン＊のBBC学

校放送番組（中等教育）もラジオ部門「日本賞」

を受賞している。

＊ラジオビジョンは，ラジオ番組と副教材のスライ
ドを組み合わせて教室で使うタイプの教育番
組。日本では，ラジオからテレビへの移行が早く
進んだこともあって，一般化しなかった。

文化の違いにより意見の一致が難しいテーマ

はいつの時代にも存在するが，1960年代から

70年代の例としては，性教育を取り上げた番組

がその代表的なものであった。イギリスでは第4
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回には商業テレビがテレビ番組で，第6回には

BBCがラジオ番組で，「審査委員賞」を受賞し

ている（いずれも初等教育部門）。

そして，エントリーシートの種目欄に「その他」

が選択される番組が増えてきたことにも表れて

いるとおり，1970年頃から，特にテレビ番組を

中心に，特定の教科（種目）の枠に収まりきれ

ない内容の番組が増えてきた。環境問題や食

品公害，性教育や家族計画，情報化社会，教

育の多様化など，グローバルな広がりを持つ

“今日的課題”に目を向けた教育番組が登場し

てきたためといえよう。あらゆる学習領域の，

多種多様な教育番組が集う「日本賞」コンクー

ルは，第6回コンクール（1970年）の審査委員

でトロント大学のフレデリック・レインズベリー

教授の表現にもあるとおり，“教育メディアのた

めのソフトウェアの最も優れた国際見本市，あ

るいは一大展示場”（第6回報告書）になろうとし

ていた。

Ⅱ−6  発展途上国の積極的な 
参加と実力の向上

第2回世界学校放送会議においても，「日本

賞」コンクールにおいても，発展途上国のラジ

オ・テレビ教育番組の発展に対する支援は，重

要テーマと位置づけられ，そのことは「特別賞」

の設定などにも表れていたが，その成果はコン

クール開始早々から表れていたようだ。コンクー

ル初期の審査委員には，世界学校放送会議で

中心的役割を果たした放送局のメンバーや学識

経験者が多かったが，彼らが示した評価からも

その様子をうかがい知ることができる。第2回

コンクール（1966年）審査委員長のイタロ・ネリ

氏（イタリア放送協会）は「開発途上国での教

育放送に注ぐ情熱，特に第1回から第2回にか

けての放送内容の向上には目をみはらせるもの

がある」と分析している（第2回報告書）。

ラジオ番組では先進国を目標に質的な差を

せばめてきたほか，テレビでは，第1回から第

2回にかけて参加機関数が増えたうえに，第1

回で特別賞を受賞した機関の成長ぶりが，第2

回コンクールでの受賞結果に表れた例もある。

テレビ中等教育部門の最優秀賞を受賞したイン

ド国営放送の英語教育の番組や，テレビ・ラジ

オを通じて1本にだけ与えられるユネスコ賞を

受賞したニジェール国営放送の成人向けラジオ

番組『あすの婦人』がその好 例である。ニ

ジェールの代表は，「賞金をもらってまずやりた

いことは，トランジスターラジオを購入して学校

へ配ることだ」と語った記録も残されている。

また，第3回コンクール（1967年）で特別賞を

受賞したガーナ放送協会の中等教育のテレビ番

組『若い科学者』は，空き瓶や空き缶が格好

の理科の実験道具に変身し，スポーツシャツ姿

のテレビ教師のユーモラスでバイタリティあふれ

るパフォーマンスという演出で，楽しい理科番

組となっており，翌年のコンクールでもこのシリー

ズの番組が連続して特別賞を受賞した。

同じく1967年のテレビ部門の大賞「日本賞」

を，テレビ放送の歴史が比較的浅いチリの番

組が受賞したことも注目された。これは，チリ・

カトリック大学テレビ局制作で成人教育部門に

エントリーされた『婦人と職業』という番組で，

様々な女性の職場や育児施設の紹介（フィルムド

キュメンタリー）と，女性の職場進出を妨げる家庭

の無理解や封建的な因習をめぐる問題（ドラマ）

で構成されている。“テレ・クラブ”と呼ばれる

集団視聴グループ（視聴者側の学習組織）を通し

て国民に問題を考えさせて克服させる道を示唆
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しようとしている点で，社会的要請に応える教

育番組としての高い評価を得たものであった。

そのほかにも，成人向けの識字教育番組や，

職業教育として農業を取り上げた成人教育番組

（イラン国営放送のラジオ『農家の皆さんへ』，

コートジボワール国営放送のラジオ『稲作講座

～田植～』，インド国営放送のテレビ『農業講

座』：それぞれ第2回，第5回，第6回特別賞

受賞），外国語教育や歴史・地理，音楽など多

様なジャンルで次第に力作が増えていった。

Ⅱ−7  隆盛に向かう教育テレビ： 
教育番組の大型化と 
多様化の始まり

コンクールへの番組のエントリーは，各機関

の提出番組について数や番組時間数などで一

定の制限を設けるなどしていることもあり，各回

の参加数の増減を単純に比較することはできな

い3）。しかしそうした中で，参加状況の変化と

して注目されるのは，1969年の第5回コンクー

ル時点で，テレビ部門への参加がそれまで最多

の104番組となり，初めてラジオ（73番組）を上

回ったことである（表3 p.106）。1969年といえば

7月に人類初の月面着陸の壮挙が世界中に同時

中継され，テレビの威力を改めて印象づけた年

でもあったが，「日本賞」でも，いよいよテレビ

隆盛の時代に入ろうとしていたといえる。

また審査手続きの面では，それまで「審査

の公平のため」という趣旨で，カラー番組も白

黒再生で審査されていたが，この年からは，教

育番組の世界的趨勢を考慮して，カラー番組は

カラー再生で審査を行うこととなった。

テレビ部門に応募された番組のカラー番組の

比率の推移を調べてみると，1970年には約5

分の1だったものが，1973年には2分の1，1975

年には3分の2にまで上昇していた。

そして，各国の教育に寄せる関心が高まりを

みせる中で，教育番組の制作面においても，特

にテレビ番組を中心に，番組のカラー化に加え

て，長時間化，予算，人材，時間の積極的な投

入がみられるようになって，“大型の教育番組”

といえるものが登場する。その例として，1970年

代に「日本賞」コンクールでも注目された，幼

児向け教育番組の『セサミ・ストリート』や，イ

ギリス公開大学のラジオ・テレビ番組を挙げる

ことができる。

7-1　評価が分かれた『セサミ・ストリート』
コンクールの常ともいえるが，作品の評価で

は，審査委員がほぼ全員一致で高い評価を与

える場合もあれば，評価が真二つに分かれる場

合もある。世界で最も広く知られている教育番

組の『セサミ・ストリート』（CTW制作）は，「日

本賞」でこの両方を経験している。この番組は，

1960年代に就学前教育の充実を喫緊の課題と

していたアメリカが，大規模な国家プロジェクト

を設けて開発したもので，1969年11月に放送

が始まっていた。

第6回（1970年）コンクールに初めてこの番組

が登場した際には，テレビの教育的機能の可能

性を示す意欲的な実験として評価されたが，審

査委員間での評価が大きく分かれたため，部門

最優秀賞＊は得られず「審査委員賞」が授与さ

れた。

＊この年のテレビ初等教育部門の最優秀番組に
選出されたのは，NHKの社会科小学校6年生
向け学校放送番組の『くらしの歴史	～大仏建
立～』であった。

幼児を引き付ける楽しい工夫を凝らした短い
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セグメントで構成される1時間の番組は，それま

での幼児向け番組の概念を覆すような発想で

制作されており，審査委員の間では，“果たして

これは教育番組といえるのか”という意見も出

たという。年間130本の1時間番組が800万ド

ルの総予算で制作されているという情報にも多

くの審査委員は驚愕し，先進国による超大型番

組とその他の教育番組を比較すること自体にあ

る種のためらいが生じても不思議ではない状況

もあったという分析（井上，1977）には，筆者

も同感である。

第7回コンクール（1971年）に再度参加した

『セサミ・ストリート』は，ほぼ全会一致でテレ

ビ部門のグランプリ「日本賞」を受賞している。

1年目の放送経験を生かして大幅に内容も改善

した番組となっていたほかに，1年間で，この

教育番組のアメリカにおける必要性や，開発に

あたっての綿密な調査研究の実態などが審査

委員たちにも広く知られるようになったことも，

追い風だったといえる。審査委員のアブドゥー・

モザイエン氏（エチオピア教育マスメディアセンター所

長）は，「“セサミ・ストリート”は教育テレビの

突破口であり道標でもある。今，教育テレビは

昔ながらの教室教育の伝統から完全に解放さ

れたのである。街路や社会の環境などが学校

の建物に取って代わり，そのまま教育の場に

なったのである。…（中略）…一体，これまで

就学前の子どもが，これほど多くのことをこれほ

ど楽しく勉強することができたであろうか」と述

べている（第7回報告書）｡

これをきっかけに，日本でも，そして世界で

も，幼児番組制作者，教育評論家，放送教育・

視聴覚教育研究者，さらには親としての立場も

加わって，この番組の意義や長所短所が多様

な角度から議論されることとなった。そして，す

でに幼児向け番組を定時で放送していた日本や

イギリス，オーストラリアを除く世界の多くの国々

では，『セサミ・ストリート』の登場がきっかけと

なって，幼児向けテレビ教育番組の本格的な制

作・放送が始まったのである＊。

＊『セサミ・ストリート』のその後の教育的な世界
展開については，2014年「日本賞」のイベント
でも取り上げられた（p.151）ほか，筆者も文研
発行の『放送研究と調査』で紹介している。

7-2　イギリス公開大学の番組の登場
～新しい大学の新しい講座番組～

ラジオやテレビを利用した高等教育への関心

が世界各地で高まる中にあって，世界初の通信制

大学としてイギリス公開大学（Open University）が

創設されたのが1969年，その講座番組の放送

が始まったのは1971年のことであった。その2

年後の1973年には，第9回コンクールに同大学

から初めて参加したラジオ番組『ルネッサンス

と宗教改革	～イギリスの室内楽合奏曲～』（芸

術科の講座）が，ラジオ部門のグランプリ「日本

賞」を受賞している。続く第10回（1975年）で

も，同大学から初参加のテレビ番組『生態学	

～茶色のふくろう（モリフクロウ）～』が，テレビ

成人教育部門の最優秀番組として表彰されて

いる。

いずれの番組も，教育番組としての制作の

優秀さばかりでなく，新しいタイプの大学ならで

はの独自のメディア利用の意義を強く表してお

り，いわゆる「遠隔教育系」成人教育番組のさ

きがけとなるものであった。その後，世界各地

に開設されていく通信制大学の講座番組に，大

きな示唆を与えることになった。
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Ⅱ−8  1970年代までの教育番組の
質的な成長

ラジオからテレビ，白黒テレビからカラーテレ

ビへというメディアの変化がみられた「日本賞」

初期（1965〜1979年）には，全体的にみると，科

学，数学，語学（国語・外国語），社会科，音

楽・芸術等，学校教育の充実に向けた教科番

組や，成人対象の語学教育や職業技術教育，

識字教育を取り上げる番組等，基礎教育向け

の番組が，エントリーの中核を占めながら，ゲ

ルハルト・マレツケ博士（西ドイツのマスコミュニケー

ション研究者で，「日本賞」初期に3回審査委員を務めて

いる）の指摘にもみられるとおり，質的にも大き

く成長したといえる。

｢日本賞｣初期にグランプリを受賞した
NHKの学校放送･通信高校講座のテレビ番組

❶『新しい 数 学 ～ 対 応 ～』
（1969），❷『理科教 室中学
校１年生 ～生命-卵の21日間
～』（1972），❸『通信高校講
座・生物Ⅰ ～変態とホルモン
～』（1977）　

（詳細は付表 2 p.168を参照）

●3

●2●1

マレツケ博士による「日本賞」10年にみる
世界の教育番組の潮流の変化

（3つのポイント）
1.教育番組が単に“教える”だけから脱却し，番組に

魅力を加える工夫が凝らされるようになった。黒板
の前で講義する教師を写し出す代わりに，アニメー
ション，劇，インタビュー，ディスカッション，クイズ
等が登場するようになった。

2.テレビ，ラジオ，印刷物など，異なったメディアを結
び付け，複合的にしようとする工夫が一般的になっ
た。

3.視聴者に働きかけ，能動的に何かを自分でさせよう
とする番組が増えた。ただ聴くだけ見るだけの受動
的な視聴態度から，能動的な行動へ駆り立てようと
する姿勢である。

出典：「日本賞｣ 教育番組国際コンクール事務局（1975）
『｢日本賞｣ コンクール10年の歩み』日本放送協会，
p.34

こうした特徴は，時代が進み，社会が直面す

る様 な々課題，今日的課題を取り上げる番組が

増えていく中で，またテレビ技術の進展で番組

制作面での可能性も広がる中で，次章で取り上

げる1980年代以降，さらに顕著になっていく。

「日本賞」参加番組にみる，世界の教育番組の変化の方向（1970年代から1980年代へ向けて）

＜教科番組・基礎教育番組が中心＞

科学・数学・語学（国語・外国語）・地理・歴史等，学校
教育の充実に向けた教科番組や，成人対象の識字・語
学教育，衛生教育，職業技術教育等の基礎教育番組

NHKでは，学校放送の理科や数学のテ
レビ番組や，小学校，幼児向けのラジオ
音楽番組の受賞が多い

【付表2を参照】

　環境問題，異文化理解，戦争と平和，貧困や児童労
働，薬物，エイズ，いじめや差別，子どもの心をめぐる
問題，親子・家族の問題，高齢化社会，教師と生徒の関
係など
※教育番組のテーマの多様化，世界共通のテーマも

＜社会が直面する多様な課題，今日的課題を
取り上げる教育番組の増加傾向＞

NO IMAGE
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Ⅲ 社会変動の中で多様
化する教育番組
～1980･1990年代を中心に～

前章でみてきたとおり，｢日本賞｣コンクール

開始から15年ほどの間に，世界の教育番組は

顕著な成長をみせてきた。社会の変化が大きく，

また多様化するにつれて，1980年代以降，教

育番組が扱うテーマも，環境問題をはじめ，異

文化理解，戦争と平和，薬物，エイズ，いじめ

や差別，子どもの心をめぐる問題等，教科の枠

にとどまらない内容が増加傾向をみせた。

ニューメディア時代･多メディア時代という表

現も登場した1980年代，1990年代には，教

育番組の制作におけるテクノロジーの活用が進

むだけでなく，教育･学習の場におけるコン

ピューター等の新しいメディアの利用の進展も

みられるようになっていた。そして，商業放送の

急成長による影響で，教育番組の制作・放送を

担ってきた公共放送機関の役割や政策に変化

がみられるようになったのも，この時期の重要

な特徴である。こうした状況は，「日本賞」参加

番組だけでなく，NHK放送文化研究所も協力

してコンクール期間中に開催されたセミナーやシ

ンポジウム，そこでの議論のベースとして実施さ

れた参加機関対象の国際アンケートの結果にも

表れていた。そうしたメディア環境の変化があ

る中で，1989年まで「日本賞」がラジオ番組

を参加対象に含めていた点も注目される。

本章では，1980年代，1990年代の教育番

組をめぐる動向について，最初に国際アンケート

とセミナーの結果をもとに全体概況を紹介した

うえで，それぞれの時期の教育番組の特徴を具

体的にみていくこととする。

Ⅲ−1　「日本賞」国際アンケートとセミ
ナーにみる教育放送動向
1-1　国際アンケート実施の背景
1-2　多様な教育放送の役割・機能
1-3　放送の商業化に苦しむ教育番組
1-4　ニューメディアの教育利用の進行
1-5　教育放送をめぐる国際交流への関心
1-6　教育放送の将来予測にみる，先進国

と途上国の違い

Ⅲ−2　教育番組の多様化が進む1980年代
2-1　効果的なテクノロジー利用が顕著なグ

ランプリ受賞番組（成人対象）
2-2　メディアに関する教育番組の台頭
2-3　その他の1980年代テレビ教育番組

の特徴
2-4　1980年代のラジオ教育番組

Ⅲ−3　初等･中等教育番組充実の1990
年代：テーマの拡大と演出面での工夫
3-1　社会の課題を子ども自身に考えさせる

番組の増加
3-2　子どもを番組に引き付ける演出面の工夫
3-3　世界に広がる幼児向け番組の成長
3-4　障害のある子どもに関する番組
3-5　21世紀デジタル時代を予感させる番組

Ⅲ−4　21世紀の教育とメディアを考える
シンポジウム

Ⅲ−1  「日本賞」国際アンケートと 
セミナーにみる教育放送動向

1-1　国際アンケート実施の背景
教育番組を理解・評価する場合には，単に番

組1本の内容だけでなく，それぞれの国の教育

状況やメディア状況，また放送局と公教育の関

係性などの背景を知ることが重要であり，「日本

賞」コンクールで各国の参加番組を視聴・審査

する際にも，こうした情報は重要な意味を持つ。

審査委員たちは，エントリーシートの内容や，補

足資料として番組と一緒にコンクール事務局に
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送られてくる番組付属資料等の各種情報を参考

にしながら，各番組がその国の教育にとって持

つ意義を推測し，議論しながら審査を進めてき

た。

そして，すでに触れたとおり，「日本賞｣ コン

クールでは，番組の視聴と審査だけでなく，各

国から来日する審査委員やオブザーバーなどの

参加者間交流の機会を重視して，様 な々場を設

けてきた。1970年代半ば頃までは，先進国の

教育学者や社会心理学者，コミュニケーション

研究者による，どちらかといえば理論的な記念

講演や対談が中心であった（p.104を参照）。し

かし，筆者が初めて「日本賞」に参加した1979

年（第12回）には，より多くの参加者が発言し，

放送を利用した教育の実践的な課題を追究す

る参加型のシンポジウム･セミナーが始まり，そ

の企画には，文研も協力してきた。

世界各地から集まるメンバーたちが，限られ

た時間の中で効果的な意見交換を行うための

基礎データを得る目的で，文研では，コンクー

ル参加機関を対象に，事前にアンケートを行う

ことを提案し，「日本賞」事務局と共同で，1979

年から1993年まで計8回実施している4）。

毎回の調査内容や結果の詳細については，付

表3（pp.171〜172）と別稿（小平，1997bほ

か）に譲るが，ここでは，この時代の具体的な

教育番組の紹介に先立ち，世界の教育放送動

向の特徴を顕著に示す結果と，セミナー等での

参加者の発言を紹介する。

この国際アンケートでは，「教育放送の役割/

主な機能」「教育番組放送の実態（対象・教科

など）」「教育放送利用促進上の障害/教育放

送発展の阻害要因」といった基本的な項目に加

えて，「ニューメディア＊（衛星・CATV・文字

放送等）の教育利用の現状と近未来の計画」

に関する質問，さらに，放送機関だけでなく教

育番組制作機関にもコンクール参加資格が与え

られるようになった1987年には，「教育番組の

配送サービス」や「マルチメディア教材制作の

有無」に関する設問を加え，1989年には「教育

番組の国際共同制作」や「教育放送に関する

国際協力の関心の内容」，アンケート最終年の

1993年には，やや異なる観点から「自己評価

による自国の教育放送の現況評価と将来予測」

という項目も設けている。

＊この時期の“ニューメディア”は，放送メディア
の発展形としての新しいメディアを指す傾向が
ある。

1－2　多様な教育放送の役割･機能
まず，「教育放送の役割・機能」に注目してみ

ると，どの回のアンケートでも，またいずれの地

域でも，「学校教育の補完補助（supplementing 

education at school with audio-visual aids）」

という項目が，最も多くの回答を得ていた。次

いで多いのは「教材内容の近代化，教育方法

の開発」「教育用新情報の迅速な学校への伝

達」で，学校教育番組の最もオーソドックスな

機能が示されていることがわかる。アンケートへ

の回答数としては多いとはいえないが，「学校・

大学施設の新設の代替」「有資格教師・教授の

代替」「教材・教科書の不足を補う」の3項目

「日本賞」国際アンケート回答状況

実施年 回答国数 回答機関数

1979年 43か国 59機関
1981年 28か国 37機関
1983年 39か国 56機関
1985年 37か国 60機関
1987年 38か国 55機関
1989年 39か国 62機関
1992年 34か国 55機関
1993年 41か国 77機関
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も，教育放送の重要な機能と考えている国々が

一定の割合で存在している。1983年の日本賞

セミナー「教育放送の役割―現状と将来展望」

に特別オブザーバーとして参加した中国中央電

視台（CCTV）の教育局長は，中国のテレビ

放送大学の状況を説明したうえで，国の近代化

のために大学レベルの教育を多くの青年たちの

ために普及させることが緊急課題で，当時の中

国ではこの3項目は極めて重要な項目であると

語ってくれた（小平，1984）。

そのほか，多言語国家や，移民や難民が多

い国では，「公用語の普及」を教育放送の重要

な機能と位置づけて，「国の統一や近代化」を

目指しているという結果もみられた。この点に

関して，1979年のシンポジウムで，この年の審

査委員長を務めたスイス放送協会のフランク・

タポレ氏が，「“国家の統一”が“インターナショ

ナルな統一”へと発展していくことが望まれる」

と発言していたことが思い出される（秋山，

1980）。

また，ヨーロッパやアメリカを中心に，「少数

（マイノリティー）グループのための情報提供と

教育」への回答も多くみられたが，この点につ

いては，（障害者，移民･難民等）少数者向けの放

送（字幕放送なども含む）や，少数者理解に向け

た番組の放送を実施する放送機関が1970年代

末以降登場する傾向もうかがえ，そのことはコ

ンクール参加番組にも表れ始めていた。

※1977年（第11回）のフィンランド放送協会『くちの
きけない王女さま』（テレビ初等部門の最優秀賞受賞
番組で，種目は「公民」）は，手話を取り入れたお
とぎ話で，このようなコミュニケーションの方法の存
在を子どもたちに自然な形で伝えている点が評価さ
れた番組であった。

1-3　放送の商業化に苦しむ教育番組
「教育放送利用促進上の障害･阻害要因」に

ついて，圧倒的多数の機関から回答があったの

は「番組制作のための予算・人材の不足」，続

いて多いのが「教育番組の放送時間の不足」

で，いずれの年にも共通した結果であった。い

くらあっても満足ということはないと予想される

項目だが，セミナーでの各国代表の発言からは，

深刻な状況が浮き彫りとなっていた。例えば，

1985年の日本賞セミナー「多メディア時代の教

育放送と将来展望」で，ヨーロッパの教育放送

先進国のひとつであるデンマーク放送協会の教

育局長が，教育放送の実施に必要な財源の確

保が厳しい状況におかれている現状を紹介した

（小平，1986a）が，1980年代半ばには，世界的

に放送の民営化・商業放送化が進行して，先

進諸国の公共放送機関においても放送スケ

ジュールの中で“娯楽”番組の割合が増加し，

教育番組に充てられる時間が減少する傾向が

表れていた。公共放送機関が先例のないほど

厳しい財政困難に陥っている中，この状況を切

り抜けていくために，放送機関が大衆の喜ぶも

の，つまり娯楽番組により多くの時間を割り当

てようとする方針をとり，結果として教育放送の

時間が削られてしまう傾向がみられた。

1983年のセミナーでも同様の状況が見受けら

れ，セミナーを締めくくるスピーチの中で，ジャッ

ク・ライル博士（1983年の審査委員長）は，“社会

のニーズよりも大衆のニーズが優先される”傾向

に懸念を示し，優れた教育番組の存在を，放

送機関内や政府，さらに一般視聴者に示してい

く重要性も強調した（小平，1984）。

また，教育放送促進上の障害として，「テレ

ビ・ラジオ放送を受信できない地域の存在」や

「電気のきていない地域の存在」を挙げる国が
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1980年代でも存在しており，特に後者について

は，テレビ全国ネットワークの完成より前に，ビ

デオ時代に入った国もある点が，1985年に西サ

モアから参加したオブザーバーの発言でも，明

らかになっていた。

1-4　ニューメディアの教育利用の進行
アンケートの結果によれば，すでに1979年の

時点で，教育放送の歴史の長短にかかわらず，

VTRの普及が教育番組利用の普及に大きく貢

献している状況が明らかにされていた。

「衛星，CATV，文字放送などのニューメディ
アの教育利用」に関する設問を初めてアンケート

に含めたのは1983年で，イギリス，オランダ，

西ドイツ，フィンランド，カナダ，ブラジルからは，

具体的な事例紹介も寄せられ，「メディアを利用

した教育」が既存のラジオ・テレビ番組による

教育だけでなく，多様なメディアによる教育に

移行している状況が浮き彫りにされた（文字放

送システムによる聴覚障害者向け字幕サービス

や，文字放送と語学番組を合体させた新しい

語学教育システムなど）。この年のアンケートや

セミナーでの発言から，“メディアの変革は，放

送教育システムの改革となり，それは当然，教

育テレビ，教育ラジオ制作機関の性格の変容

をせまるもの”であることが示唆されていた（小

平，1984）。

そして1985年のセミナーでは，開発が進めら

れていたBBCの教育用パソコンソフトやビデオ

ディスクの具体例，公共放送としてのマルチメ

ディア政策の内容が，この年のコンクール審査

委員長を務めたBBC教育局長自身から報告さ

れ，参加者の注目を集めた。BBCが変化に即

応するため，放送を中心とした“総合教育メディ

アセンター”とでもいえる発想で，公共放送とし

ての教育放送の将来方向を見据えている姿勢，

そうすることで教育番組を存続，発展させてい

くという毅然とした態度を示した点が印象的で

あった（小平，1986a, 1986b）。

2年前の1983年のセミナーでは，「多メディア

の中で何が教育用の最適メディアとして生き残

るか。放送は生き残ることができるかどうか」と

いう観点からの議論が多かったが，その後新し

いメディアの長所短所を体験的に知る機会も増

えたためか，1985年のセミナーでは，より具体

的に「どのような社会状況で，どのような教育

目的の場合に，どのようなメディアの利用が可

能で，効果的なのか。費用と効果のバランスは

とれるのか」といった観点が強調される中で，

“放送メディア”の役割が議論されるようになっ

ていた（小平，1997b）。

1989年のシンポジウム（教育番組制作者会議）

「多様化の中でのチャレンジ	～新しい教育放送

の時代に向けて～」では，1985年に来日した

BBC教育局長の後任の局長から，学校放送番

組に連動したCD-ROM教材の開発等，1985年

以降のマルチメディア展開の状況が報告された。

アンケートの結果からも，ニューメディアの教育

的利用がさらに世界的に広がりをみせてきた様

子が顕著になっていた（小平，1990）。①ラジ

オやテレビ教育番組をパッケージの形で配送す

るサービスが，“録音・録画サービス”，あるいは

“販売”，“貸し出し”など，様々な形態で広がり

をみせ，②CATV，衛星，文字放送テレテキス

ト，コンピューター，ビデオディスクの教育的利

用も1985年時点からさらに多様化していた。

1-5　教育放送をめぐる国際交流への関心
1980年代後半には，教育放送に関わる国際

的な交流が進展をみせていたことから，1989
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年のアンケートでは「教育放送の国際交流の実
態と関心」という新たな項目も設けてみた。多様

なニーズに応えた質の高い教育番組を，十分視

聴者に提供していくために，テレビ番組の交流

（①海外からの購入，②販売，③共同制作）へ

の関心が活発になる傾向がみられた。特に共同

制作への関心が高く，外国語，科学・環境，地

理/歴史/文化などが対象となることが多い分

野であった（小平，1990）。

海外の番組を受け入れた場合にも，自国の状

況に応じた形で視聴者に提供し，いずれは自国

の制作力で番組を開発したいと考える場合が多

く，これは特に教育番組では重要な意味を持つ

ものである。アンケート結果にも「制作者の国際

ワークショップ・研修会」（特にアジア・中南米

諸国）や「教育放送発展のための国際セミナー」

（全地域）に対する関心の高さが表れていた。

新しいメディア環境や放送システムの変化の中で，

各国で変容を迫られている教育放送（教育サー

ビス）のあり方を検討するにあたっても，国を越

えたアイデアの交流，あるいは教育放送を共通

項とする国際連携パワーが重要になるであろう

との観点から，国際的な協力関係を求める傾

向が世界の放送教育関係者たちの間で強まっ

ていたといえよう。

1-6　教育放送の将来予測にみる， 
先進国と途上国の違い

第20回コンクール（1993年）のアンケートでは，

変化が著しい世界の教育放送の現況を捉える新

たな視点として「自己評価による教育放送の現
況評価と将来予測」という設問を設けて，「1. 教

育番組の質」「2. 番組制作における新しい技術

の利用」「3. 制作のための財政状況」「4. 教育

における放送利用への一般の関心」「5. 放送機

関における教育放送のステイタス」「6. 各種教

材の中での教育放送番組の位置づけ」の6項目

について，「現況（5年前と比べて良くなったか悪くなっ

たか）」と「将来予測（5年後は現在より良くなってい

ると思うか，悪くなっていると思うか）」について，自己

評価を求めた。

「現況（1993年）」では，「財政状況｣ 以外

の5項目は，若干なりとも状況が良くなっている

と自己評価する回答が多かった（特に「1」「2」

の評価が高い）。地域別にみると，アジアでは，

「財政状況」も含めて全般に教育放送の状況が

5年前より好ましい状況に向かってきたとの認

識が強いのに対して，ヨーロッパや北米では，

「財政状況」をはじめ，他のいずれの項目でも

アジアの場合ほど明るい評価がみられない点が

顕著であった。

「将来予測（5年後）」でも，アジアや中南米

ではより明るい見通しを示したのに対して，ヨー

ロッパでは「財政状況」「放送機関内でのステ

イタス」の面での困難を予測する傾向が示され，

1980年代のアンケートやセミナーで指摘されて

いた懸念がここにも表れていた。

この点については，翌1994年に，「世界の教

育放送の現状と将来：わたしたちは今，どこまで

1994 年11月15日，NHK文研ホールで開催

第21回「日本賞」コンクールのフォーラム風景
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きているのか」と題して，日本の放送発祥の地，

東京都港区愛宕山の文研ホール（当時）で開催

された「日本賞｣フォーラムでも，テーマとして

取り上げられ，各国からの参加者たちの発表や

フリーディスカッションが，さらに具体的な問題

を浮き彫りにした。そして，国際協力の高まり

についても，いわゆる教育放送先進国がそれ

以外の国々から様々な援助を求められるという

“一方向の関係”という時代ではなくなっている

ことが，参加者たちの間ではある程度共通の認

識となっていた。

Ⅲ−2  教育番組の多様化が進む
1980年代

続いて，前節のような環境下にあった時代，

まず1980年代の「日本賞｣コンクールに寄せら

れた世界の教育番組に目を向けていく。

2-1　効果的なテクノロジー利用が顕著
なグランプリ受賞番組（成人対象）

1980年代は，1970年代から引き続き，世界

的に高等教育や成人学習への関心が高く，こ

の分野の教育番組が注目された時期であったが，

一方では，CGや高度な特殊撮影技術が次 と々

先進国のテレビ番組制作に登場する状況もあっ

た。「日本賞」参加番組でも，新しいテレビ技

術を効果的に取り込む番組が増えており，特に

1980年代後半3回のコンクールでテレビ部門の

グランプリを受賞した番組（いずれも成人が主な視

聴対象）には，そのことが象徴的に表れていた。

◆1985年『動物の生理	～飛ぶ鳥のメカニズム

～』（イギリス公開大学/BBC，テレビ成人教育部門）

イギリス公開大学の番組がもたらした意義に

ついては前章でも取り上げたが，「日本賞」開始

20年の節目となった第15回コンクール（1985

年）でテレビ部門のグランプリを受賞したのは，

この大学の動物生理学講座シリーズの1本で

あった。動物生理学，航空力学の裏づけと，高

速度撮影やアニメーションを駆使する高度な映

像制作技術で，鳥の飛翔のメカニズムを分析し

たものである。

筆者も多くのメンバーと一緒にこの番組を視

聴していたが，審査委員やオブザーバーに極め

て強いインパクトを与えていた。それまでの「日

本賞」を経験していたメンバーたちが，一様に

最高の評価を与えていたことが思い出される。

単発の科学番組として一般視聴者が見ても十分

教育的な価値があるものだが，放送大学の講

座の中の1本である点に驚きをみせた参加者も

少なくなかった。

誰もが関心を持つ身近なことでありながら解

明されていなかったテーマを取り上げたアイデア

と，研究者と長期間にわたる協力関係の中で，

最新研究の結果を，高速度撮影やアニメーショ

ンを使った効果的，かつ美しい映像と平易な解

説で紹介したアイデアが相乗効果を生んで，高

く評価された番組といえる。

大学講座の番組であるため，付随する印刷

教材も充実しており，この点も含めて，この年

『動物の生理	～飛ぶ鳥のメカニズム～』
（イギリス公開大学/イギリス放送協会）

NO IMAGE
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に審査委員を務めた坂元昻教授（東京工業大学）

は，日本の放送大学でも参考にするところが大

きいとして，のちに番組の視聴を含む研修研究

会も開催している（香月・坂元ほか，1986）。

◆1987年『メカニカルユニバース	～ローレン

ツ変換の話～』（カリフォルニア工科大学/南カリフォ

ルニア・コンソーシアム＊，テレビ成人教育部門）

＊当コンソーシアムは，南カリフォルニア地区のコ
ミュニティーカレッジとの協力関係でテレビによ
る成人学習コースを実施している協会。

物理学の法則「ローレンツ変換」を解説し

た，大学の教養課程レベルのテレビシリーズの

1本で，言葉や平面上の図解では説明が困難な

事柄を，アニメーションやコンピューター・グラ

フィックスを効果的に用いてわかりやすく解説し

た点が評価された番組である。コンクールでは，

成人部門に集まる番組の性格が次第に変容して

きたこともあって，この年からこれまでの「成人

教育部門」と別に「教育的一般番組」という部

門も登場させたが，このグランプリ受賞番組は，

いわゆる“純”教育番組の代表例であった。

1987年コンクールの重要な規約改正
1） それまでの「初等教育番組」「中等教育番組」「成

人教育番組」に加えて，「教育的一般番組」という
部門が登場した。1970年代以降，世界的に生涯
教育・学習，あるいは広い意味での教育への関心
が高まりをみせ，コンクール参加番組を分析してみ
ても，特に成人部門では，それまでの「日本賞」
の「教育番組」の概念（「明確な教育目標を有し，
系統的に編成され，シリーズ性を持つもの」）には
収まらないが，教育に役立つと考えられる番組（教
養番組やドキュメンタリー番組で，往々にして単発
番組）が増加している傾向がみられた。こうした現
実をふまえて，新たな部門が設置された。1987年
の「教育的一般番組部門」の最優秀賞受賞は，
NHKの『日本動物記	～カッコウ～』で，超小型カ

メラの技術を駆使して，カッコウの生態を克明に描
いた科学番組であった。

2） また，ラジオ・テレビ教育番組の制作が放送局   
以外で行われる傾向も広がってきたことから，参加
機関についても，放送機関だけでなく，放送用の
教育番組を制作している教育研究所や大学，ある
いは独立プロダクションにまで拡大された。

◆1989年『驚異の小宇宙	人体	～免疫～』
（NHK，テレビ教育的一般番組部門）

突然，再生不良性貧血で入院した少女が，

骨髄移植手術を受けて回復するまでをつづった

ドキュメンタリー番組で，最新の映像技術を駆

使した骨髄や免疫の仕組みのわかりやすい解

説が，ヒューマンドキュメントと自然に溶け合っ

ている点が高く評価され，グランプリ受賞となっ

た。『人体』シリーズの番組は，家庭での一般

的な視聴だけでなく，中学校や高等学校の授

業でも利用されてきた。

2-2　メディアに関する教育番組の台頭
このように1980年代は，テクノロジーやメディ

アの進展が教育番組の表現を進化させた時代

であったが，“メディアに関する教育”という面

でも，世界の動向を先取りする形で，優れた学

校放送番組が登場していた点が注目される。80

年代前半の「日本賞」には，メディア教育先進

国から，初等教育部門の最優秀番組となる2つ

の番組が登場していた。

1981年（第13回）の『メディア	～コマーシャル

ができるまで～』は，オーストラリアの学校放送

番組で，銀行のテレビコマーシャル制作の過程

を追いながら，わずか60秒のためにどれほど多

くの人が，どれほど多くの時間をかけているか

を提示して，子どもたちにその意味合いを考え

させる番組であった。
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1985年（第15回）の『アニメ映画をつくる』

は，教育番組専門機関であるスウェーデン教育

放送（SR/UR）の小学校低学年向け学校放送

（国語）の1番組で，子どもがアニメの要素・原

理（画，動き，音）を学び，高校生の助けを借

りながら自ら，アニメーションでストーリー作りに

挑戦するというものである。近年，メディア教育

の重要な要素として“自ら制作してみる”ことの

意義が指摘されているが，この番組は，そのこ

とを見事に示して，子どもたちの創作意欲を搔

き立てることにも成功している点が評価された

番組であった。

2-3　その他の1980年代
テレビ教育番組の特徴

1980年代全体を通してみると，科学・数学

や地理・歴史分野の番組は相変わらず多いの

に対して，1970年代までは多かった語学（国語・

外国語）や音楽・芸術の番組が減少している点

が，顕著な特徴である。その背景としては，ラ

ジオ番組の減少傾向を挙げることができる。

1980年代は，成人視聴者が対象の番組のグ

ランプリ受賞が特徴的だった中で，唯一初等教

育部門のテレビ番組でグランプリを受賞したの

は，NHK学校放送の小学校5年生向け算数シ

リーズの1本『数の世界	～円周の長さ～』（1983

年）であった。直径と円周との関係を様々な実

写デモンストレーションとアニメーションで解明し

て，円周率3.14を導き出すという内容であった

が，論理的にしっかり構築されている点に対す

る評価が高い番組であった。

そのほかに注目された番組としては，この時

期に増加していた，教科の枠に収まらない，現

代社会の今日的課題を取り上げた番組が挙げら

れる。そのひとつ，環境教育の分野では，中

等教育部門で，アメリカやドイツの公共放送局

の環境教育番組が高い評価を得ていた（後述

p.122）点が指摘できる。また，1981年の国際

障害者年にエントリーが多かった分野の番組の

ひとつで，障害児の教育施設での生活を紹介

して，障害児教育に対する正しい理解を深めよ

うとするモロッコの『障害児とともに』（1981年，

ユニセフ賞，成人教育部門）も，その後のこの分野

の番組の発展を予感させるものであった。

同じ1981年に，テレビ中等教育部門の最優

秀賞を受賞したテレビ静岡＊の『14歳の小径』

は，登校拒否を続ける女子中学生の生活を長

期取材し，少しずつ心を開いていく過程を丁寧

に描きながら，背景にある問題を考えさせるド

キュメンタリーとして評価された番組であった。

日本の民放局として初めて部門の最優秀賞を

受賞したことも特記される。

＊同放送局の番組では，1983年にも，ホスピス
施設を取り上げた『生きる』という番組が，成
人教育部門で最優秀賞を受賞している。

そして，1980年代最後となる1989年（第17

回）に，初等教育部門の最優秀賞を受賞した

フィンランド放送協会の『わたしはだあれ？	～赤

ちゃんはどこから来るの～』は，男女の出会い，

心のふれあい，結婚，受胎，胎児の成長から誕

生までのプロセスを，コンピューターアニメーショ

ンやスキット等を効果的に用いて感動的に描い

た新しいタイプの性教育番組であった（学校放

送の科学シリーズの1番組として位置づけられていた）。

子どもの誕生を扱う番組は，すでに第4回

（1968年）のイギリスのテレビ番組『子どもはどう

して生まれるか』（初等教育）の審査委員賞受賞

以来，西ヨーロッパの国からのエントリーが続い

ていたが，文化によるテーマの扱いや考え方に

大きな違いもあり，各国から集まる審査委員た
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ちの一致した評価を得ることが難しいまま，

テーマとしては常に注目されてきた。1989年に

登場したフィンランドの番組は，人間の男女の

結びつきは他の生物にはみられないプロセスが

あることに気づかせ，2人で人生を分かち合い2

人に似てしかも全く新しい命を生み出すための

行為であることを，11歳の子どもたちに自然の

流れの中で伝えている点で，評価を得たことが

注目される。

2-4　1980年代のラジオ教育番組
ラジオ番組の参加は1970年以降減少傾向が

進んでいたが，ニューメディアの時代にあっても

重要なメディアであるとの判断から1980年代

いっぱいはコンクールの対象に含まれ，発展途

上国だけでなく先進国のエントリーも続いてい

たのは重要な点といえよう。

1980年代に開催された5回のコンクールでも，

インド，西ドイツ，ベルギー，オランダの番組が

ラジオ部門のグランプリ「日本賞」を受賞して

いるほか，スウェーデン教育放送や，カナダの

放送局，そしてNHKもラジオの各部門（初等，中

等，成人）の最優秀番組賞を受賞していた。NHK

は1983年に『ラジオ音楽教室4年生』が初等

教育部門の最優秀賞を受賞，そしてラジオ最終

年の1989年にエントリーした『ラジオ音楽教室

6年生』は，佳作であった。

1989年のラジオ部門最優秀番組『水のなげ

き』（韓国放送公社・「その他 （環境汚染）」）は，近

代化とともに汚染が進む海水にスポットを当て

て，人類にどのような悪影響をおよぼすかを，

音楽効果音，実音などを巧みに組み合わせて

詩情豊かに，ドラマチックに構成したラジオ番

組であった。ナレーションの女性の声が，水の

嘆きを見事に表していた。筆者にとって，「日本

賞」で出会った記憶に残るラジオ番組のひとつ

である。

シュラム博士インタビュー

　1981年に筆者は，1969年以来 「日本賞」に
関わりを持ってきたアメリカのコミュニケーション研
究者ウィルバー・シュラム博士に 「ニューメディア
と教育」をテーマとするインタビューを行う機会に
恵まれた。この中で，博士は，新しい技術を取り
入れたアメリカの教育の事例から，中国や南太平
洋の島々での衛星利用による新しい可能性にま
で触れたうえで，1980年代後半を予測して次の
5点を挙げていた（秋山・今泉，1982）。

・双方向性を活用した家庭での生涯学習の実現
・遠隔学習・教育の拡大（中国テレビ大学など）
・学校への放送以外の視聴覚メディアの普及
・ラジオの復権
・メディアによる授業の“教育方法の研究”の充

実/重視

※ラジオに対するシュラム氏の考え方は，1969年
のコンクールで，初めてテレビ番組の参加数が
ラジオ番組を上回った際にも，“テレビが急速な
勢いで各国に広まり，教育面で利用されること
が増えたことの表れであり，先進諸国，途上国
を問わず，ラジオがなお教育手段として重要で
あることに変わりはない”（第5回報告書）と強
調していたことにも顕著であった。ラジオ番組
の参加が減少する中で，1989年まで「日本賞」
がラジオ部門を継続できたことに，大きな影響
を与えたと考えられる。

Ⅲ−3  初等･中等教育番組充実の
1990年代：テーマの拡大と
演出面での工夫

1990年代のコンクール規約の変化
1991年（第18回）　テレビ番組のみが対象のコンクー

ルとなり，再度毎年開催が始まる。
　「初等教育」「中等教育」「成人教育」「教育的一般番

組」の4部門制で，グランプリ ｢日本賞｣ と部門最
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優秀賞はダブル受賞となる。
1993年　「初等教育部門」から「就学前教育部門」を

独立させ，「教育的一般部門｣を廃止。
1998年　すべての部門で単発番組の参加が可能にな

る。
1999年　「初等教育部門」と「就学前教育部門」を併

合し，「中等教育部門」「成人教育部門」も改称
（「子ども部門」「青少年部門」「一般教養部門」）。
「教育ジャーナル部門」※を新設。

※ジャーナリスティックな視点で教育を捉えた問題を提
起する番組を，広い意味で教育番組と考え，コン
クールの対象に加えることで，世界共通の今日的課
題の糸口を見出したいという願いから生まれた新設
部門。

1990年代の世界の教育放送は，1993年実

施の国際アンケート（前出p.117）にも示された

とおり，メディア環境の変化と放送界の変化の

中で，新たな挑戦の時代を迎えていた。そうし

た中で，テレビ番組のみがコンクールの対象だっ

た1990年代の参加番組・受賞番組の特徴を

分析してみると，初等・中等教育の番組（子ど

も向け教育番組）が，内容の多様化と演出面の

工夫という点で充実していたこと，そして，幼

児向け教育番組の成長が顕著であった点も注目

される。

このことは，1990年代に9回開催されたコン

クールのうち7回までのグランプリ受賞番組が，

就学前・初等・中等教育の番組であったことに

も象徴されているが，以下，各種受賞作を中心

に具体的な内容をみていくとともに，この時期

に開催されたシンポジウム等の動向（p.130）に

も目を向ける。

3-1　社会の課題を子ども自身に考えさ
せる番組の増加

1970年代から1980年代，さらに1990年代へ

と時代が進み，社会の変化が大きくなるにつれ

て，社会が直面する様 な々課題，今日的な課題

を取り上げる番組の増加が顕著になっていく。

環境問題，異文化理解，戦争と平和，貧困や

児童労働，薬物，エイズ，いじめや差別，子ど

もの心をめぐる問題，親子・家族の問題，教

師と生徒の関係等，教育番組のテーマは多様

化し，世界に共通する課題も増えてきた。そう

した中で，1990年代以降は，かつては大人が

考えるべき課題として取り上げられていたテーマ

が，子ども自身も対処すべきテーマとなってきた

点が重要な特徴といえる（小平，1997b, 2003）。

これは，1990年代の「日本賞」グランプリ受

賞番組をはじめ参加番組全般にも表れている。

【環境問題を取り上げる番組】
『3-2-1コンタクト	環境スペシャル	～ゴミの真

実～』（1991年グランプリ，初等部門）は，『セサミ・

ストリート』と同じCTWが制作して，公共テレ

ビで全米に放送されていた科学シリーズの特別

番組で，13歳の少女が案内役となって，捨てら

れたごみの行方を追ったり，ごみ処理場を見学

したり，ごみを減らす実験をしたりという科学的

な実証と同時に，魔法使いも出てくる楽しい演

出で，環境問題を楽しく学ぶことを示した番組

であった。環境をめぐる教育番組は，1980年

代にも数多く登場しており，中等教育部門で部

門最優秀賞を受賞した番組（1985年アメリカの

公共放送局WHROの『私たちの社会	～危険

な廃棄物～』，1989年ドイツZDFの『クローズ

アップ	～土は生きている～』）等も印象に残る

番組だが，1990年代に登場したこの番組は，

より年齢の低い小学生を対象に，自分の住ん

でいる社会のごみ問題の重大性に目を向けさ

せ，問題解決に向けて自分たちでできる行動に

結びつけることに成功している点が高く評価さ
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れた番組であった。

これをきっかけとして，発展途上国も含めて

世界全地域で初等部門への環境番組の参加が

増加したともいえる。1996年コンクールでは，

参加全171番組のうち ｢環境｣ を取り上げた番

組が，NHKの小学校高学年向けの『たったひ

とつの地球	～ごみを食べた動物～』（1996年開

始の学校放送番組。日本放送教育協会賞受賞）も含

めて20を超えていたが，特に注目すべき特徴

は，本格的な産業の発展を目指す発展途上の

国々で環境教育の重要性を認識して，この分野

の番組が開発・制作されていた点である。1996

年コンクールで奨励賞（参加国のニーズに的確に応

えた優れた企画であり，教育的効果が顕著な番組が対象）

を受賞した番組の中にも，就学前児童対象のヨ

ルダンの番組や小学校高学年対象のフィリピン

の番組など，環境保全をテーマとした例がみら

れた（小平，1997a）。

【子どもの心の問題を考える番組】
『健全な心	～いじめをやめよう～』（1996年グ

ランプリ，初等教育）は，イギリスのカールトン・テ

レビ制作で，成長期の体の変化，心身の障害，

さらには低年齢化する薬物の問題なども含めた

心身の健康を取り上げる7〜11歳向け学校放

送番組シリーズの1本。多くの国々に共通する

学校生活の深刻な問題となっていたいじめを

テーマとしており，イギリスの小学校での実態の

詳細な調査に基づいたドラマ形式の番組で，番

組内で問題解決を行うのではなく，子どもたち，

先生，親たちもすべて含めていじめに関するディ

スカッションを活性化させようというねらいを持

つ番組であった。立場の異なる多様な観点から

いじめについての深い洞察が行われており，安

易な解決策を示さずに，それぞれの立場で考え

るべき問題点を投げかけてひとりひとりが考え

る，という問題提起型の絶好の番組であるとし

て，同テーマの数多くの他の力作を抑えて最高

の評価を得た番組であった（松本，1997）。

『健全な心	～いじめをやめよう～』
（カールトン・テレビ）

1990年代には，学校でのいじめや差別のほ

かにも家庭内での暴力や性的虐待に苦しむ子

どもたちに向けて，解決の糸口を知らせるため

の番組も登場しており，カナダの『キッドゾーン	

～ケリーの物語～』（1996年中等教育部門）は，

里親から性的虐待を受けている妹に気づいた

姉が虐待に関する専門機関に相談する決心に

至る過程を描いて，法的保護の紹介や相談の

窓口としてのソーシャルワーカーの紹介なども含

む番組であった。

【厳しい社会の現実を直視する番組】
戦争や貧困など，世界の子どもたちが置かれ

ている厳しい現実に目を向けて，子どもたち自身

に考えさせる番組が増加している点も，1990年

代の教育番組の特徴である。その背景にあるの

は，世界各地で長引く民族間の紛争や貧困の

問題，新たに生じる国際間の緊張関係である。

1996年の「日本賞」には，ボスニア・ヘル

ツェゴビナから『サラエボのアルバム』というイ

NO IMAGE
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ンパクトの強い番組が参加した（ユニセフ賞受

賞）。授業中の教室を砲弾が直撃して目の前で

友だちや先生が死んでいくという「日常」を体

験してきたボスニアの子どもたちの現状を伝える

もので，戦争がどれほど子どもを傷つけ不幸に

するかを強く訴える番組であった。

同じ年に視聴した，デンマーク公共放送の

10〜14歳向け学校放送番組『脱出（EXIT）～

貧しさの中で：ハイチのこどもたち』も，当時の

日本にはなかった種類の番組として印象的で

あった。自国と大きく異なる，発展途上国に暮

らす子どもたちの厳しい社会状況を子どもたち

に認識させ，考えさせる観点から，戦時下の子

どもや，経済的事情で家計のために過酷な労働

を強いられている子どもの生活を取り上げる10

番組シリーズだが，同じ人間としての尊さや，彼

らのたくましさを伝えることを重視している点も，

教育的に重要な特徴であった。

同様のテーマを，自国の課題として捉える小・

中学生向けの番組が中南米やアジアの国々で増

えてきたのも，この時期のことであった（小平，

1997a）。

3-2　子どもを番組に引き付ける演出面
の工夫
～カリキュラム，教科型番組にみるアイデア～

現実社会に目を向け，今日的課題を取り上げ

る教育番組が広く世界各地で増加し，内容面

でも注目されることが多い中で，1990年代には，

イギリス，アメリカをはじめ世界各地で，子ども

の基礎学力向上に注力する教育改革が始まっ

たこともあって，科学や数学，国語・文学・歴

史や地理等，学校のカリキュラムに基づく教科

番組も，引き続き重要な位置を占めていた。こ

こでは，ともすると単調になりがちな教科番組

に，子どもを引き付けるための工夫が進んだこ

とが注目される。身近で現実的，対象年齢の子

どもにとってわかりやすい事例に引き寄せた説

明，クイズ形式等子どもの参加感の重視，番

組進行役や登場人物やキャラクターの魅力，そ

して1980年代以降大きく進展したテレビ映像

技術の効果的な活用も大切な要素といえる。

【科学・数学番組にみる工夫】
『ステップ＆ジャンプ	運動と速さ	～慣性～』

（1992年グランプリ，中等教育部門）は，NHKの伝

統的な学校放送の理科20番組シリーズ（中学・

高校向け）の1本で，アイザック・ニュートンを案

内役にして，アイデアを凝らした斬新な発想の

様々な実験を通して慣性の法則をわかりやすく

紹介した番組である。テーマ自体は，過去の理

科番組でも何十回も取り上げてきたものだが，

制作者たちの好奇心と探究心の強さが，映像

を用いた理科学習の理想的な姿を予感させ，

対象年齢の子どもに身近な事例を取り上げる中

で意外性に注目し，知識や情報の伝達を超え

て，科学の面白さや不思議を伝え，探究心を育

てようとしている点が評価された。

受賞後，担当プロデューサーは，「NHKの学

校放送番組は，放送した後も，常に教育的意

味やその効果について現場の先生や研究者の

『ステップ＆ジャンプ	運動と速さ	～慣性～』
（日本放送協会）

NO IMAGE
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協力を得ながら，フォローしていくことを続けて

きました。今回の受賞は，1本の作品に対して

与えられたのではなく，こうした長年の蓄積と

継承に対して与えられたものと思います」と述べ

ているが（今西，1993），シリーズとして一定の

まとまりを持つ教育番組が発展する過程が評価

された喜びを率直に表した言葉といえよう。

1990年代には，NHKの小学校5年生向け学

校放送の理科番組『わくわくサイエンス	～動物

のたんじょう～』（1995年初等教育部門の最優秀番

組）も，視聴対象を的確に捉え，少女が家でハ

ムスターを飼うという親しみやすい状況設定と

科学的な映像展開がうまく融合され，生命の不

思議と生命への愛情を育む番組として評価され

ている。

また，アジア諸国での科学番組の成長も顕著

で，例えば，1980年代末にNHK学校放送の

理科番組シリーズをタイ語に吹き替えて放送し

始めていたタイ国営放送（チャンネル11）から，

独自制作の番組が誕生して，1995年には子ど

もの興味を引く工夫が施されたマガジンタイプの

科学番組がエントリーされていた。これは，タイ

の小学校での調査を通して，NHK理科番組の

利用効果研究（Utamachant & Kodaira，1991，

小平，1994）を実施した経験のある筆者にとっ

ては，感慨深いことであった。

そして，1990年代最後の年には，NHK学校

放送の小学校1，2年生向け算数番組『マテマ

ティカ	～さんにんでさんかく～』（1999年子ども部

門の最優秀番組）が，教育目的が明確で，視聴

対象にふさわしい方法で学習内容をイメージ豊

かな表現で伝えており，三角形の概念が知らず

知らずのうちに身につく番組であるとして，高い

評価を得た。1970年代，1980年代とは違った

観点で同じ教科の番組が国際的に評価された

ことの意味は大きいといえよう。

【ことば・文学に関する番組の例】
『ことばの特急列車	～句読点がなかったら？～』

（1994年初等教育部門の最優秀番組）は，9〜11歳

の子どもの言語活動の充実を目的とするBBC

学校放送シリーズの番組。句読点の働きを学ぶ

という，退屈になりがちな内容を，愉快なアニ

メーションと実写，スキット，句読点に悩まされ

ている子どもたちやBBCのコメンテーターたち

の証言等を上手に取り込み，進行役のお姉さん

がテンポよく番組を進めることで，子どもたちを

番組に引き込んでいる点が高く評価された。ア

ニメキャラクター化された句読点たちが，句読

点のない街（Sentence City）の混乱状態を救

うために活躍するというストーリーの構成は，子

どもたちが実際に句読点を使ってみたくなる気

持ちを起こさせるアイデアに満ちた楽しい番組と

して，強く印象に残っている。

『ことばのみりょく	～お話を書くひとたち～』
（1995年初等教育部門の最優秀番組）というオース

トラリアの小学校低学年向け学校放送番組は，

視聴対象と同年齢の少女が不思議な人形キャ

ラクター（超能力を持つ宇宙の生物という設定）との

ユーモラスなかけあいで，言葉の世界を探って

いく楽しいシリーズの1本。絵本を読んで作者と

いう存在に関心を持った2人が，マジックを使っ

てストーリーの作者やテレビ番組の台本作家に

話を聞き，物語創作の発想や苦労を知る。そし

て，2人が試行錯誤しながら自分たちのオリジ

ナルストーリーを創作し，起承転結という話の

構成要素を学んでいくというもので，子どもの

大好きなマジックを使って，楽しく番組を展開さ

せ，自分でも書いてみたいという子どもの創造

力を育む番組として優れているとの評価を得た。
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このシリーズには，マンガ，テレビ，広告等メディ

ア理解の学習に適した番組も含まれ，メディア

教育の歴史があるオーストラリアらしさも感じら

れるものであった。

【重視されにくい教科を支える教育番組】
最後に取り上げる『芸術の生まれるとき	～ロ

バート・ギル・デ・モンテズ～』（1993年グランプ

リ，初等教育）は，アメリカの制作会社ラーニング・

デザインと公共放送局のWNETによる，小学生

に絵画や音楽，舞踊など芸術の世界を紹介す

る10番組シリーズの1本。受賞番組では，画家

が白いキャンバスに色をつける瞬間からひとつの

作品を完成させるまでをドキュメントで追って，ひ

とりの芸術家の創作の想いを伝えていく。番組

では「色｣そのものにも注目して，コンピューター

による色のマジックの実験や，人気コメディアン

を起用した楽しいデモンストレーションを随所に

織り交ぜて子どもの興味を持続させながら，奥

深くバラエティー豊かな芸術の世界に子どもたち

を誘い，創作意欲を刺激するものとなっている。

シリーズの企画者は，基礎教科の教育中心

の当時のアメリカの学校教育では，芸術教育に

対する支援が十分でないことを懸念して，テレ

ビの力を活用することを考えたと語っており，番

組に合わせた教師用ガイドブックも入念に準備

されたものであった。

「日本賞」初期の時代には，テレビでもラジオ

でも数多く登場していた芸術（音楽・美術）分野

の番組は次第に減少していたが，この番組は，

制作意図も含めて，筆者にとっては，「日本賞」

で出会った数多くの番組の中でも，強く印象に

残っている番組のひとつである。

3-3　世界に広がる幼児向け番組の成長
幼児を明確な対象とする番組が世界的に普及

し始めたのは1970年代以降であるが，多チャン

ネル化が進み，子ども専用チャンネルも普及す

る中で，1990年代は，幼児向け番組が大きく

成長した時期で，そのことは「日本賞」の参加

番組にも表れていたといえる。

コンクールでは，1993年には「初等教育部

門」から「就学前教育部門」を独立させたが，

その初回はBBCの『文字あそび	～靴屋さんと

小さな妖精～』，翌1994年には，オランダ学校

教育テレビとイギリスのチャンネル4の共同制作

の『フォーウェイ農場	～水にうつってるの，だあ

れ～』が，それぞれ部門最優秀賞を受賞した。

後者の番組は，身の回りに題材を求めてストー

リー展開を楽しみながら科学的なテーマを理解

させる人形アニメシリーズの1本。姿が池に映る

ことへの疑問から「反射」という現象を理解さ

せるという難しいテーマだが，子どもの興味を巧

みにつなげつつ，自然の仕組みの理解を実現さ

せている点が高く評価され，このシリーズは日本

でも放送された。

1997年には，イギリスBBCの低年齢幼児向

け番組『テレタビーズ	～あめあめふれふれ～』

が久々に，就学前教育番組として，グランプリ

を受賞した。この番組は，かつての『セサミ・
番組の一場面（左）と 
教師用ガイドブック（右）

『芸術の生まれるとき	～ロバート･ギル･デ･モンテズ～』
（ラーニング･デザイン/WNET）

NO IMAGE
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ストリート』と同様に，放送開始当初は賛否両

論であったが，「日本賞」コンクールでは，該当

年齢の幼児を入念に調査研究した成果が反映

され，意識的な反復や擬声語を使いながら，

ゆったりした時間の流れを作ることで，幼い子

どもが十分理解できる楽しい番組になっている

点が高く評価された。

そして，1998年には，日本以外のアジアのテ

レビ幼児向け教育番組が初めて部門（カテゴ

リー）の最優秀賞を受賞して注目された。『バ

ティボ		小さいけれど力もち』というフィリピンの

番組で，もともと『セサミ・ストリート』の影響

を受けて1984年にスタートしたが，この時点で

は完全にフィリピン独自の番組として制作されて

いた。子どもの司会者をはじめ，出演者が豊か

な地域色を出しており，障害，性差別などのシ

リアスなテーマも正面から取り上げ，愛情に満

ちた番組で感性と知性が見事に結びついている

として評価された。

NHKから『おかあさんといっしょ』の番組の

提 供と制作指 導の支 援を受けて完 成した

『ローク・バイチュー』という番組を1989年から

放送していたタイ国営放送が，1995年には独

自制作の2〜6歳向け幼児シリーズ『タ・チン・

タン（そうぞうりょく）』をエントリーしていたことも，

注目される。それ以外にもこの時期には，韓国

では複数チャンネルで幼児向けテレビシリーズを

放送しており ｢日本賞｣ へも参加，南アフリカ

からも『ドラゴン家族ガルビー』というマガジン

タイプの番組が参加しており，1990年代には幼

児向けテレビ番組が世界に広がっている様子が

うかがえた。

『セサミ・ストリート』といえば，アメリカ国内

での番組の発展だけでなく，1970年代以降，

国際共同制作版が世界各地に普及し，それら

の番組も今日に至るまで「日本賞」に数多く参

加してきた。こうした全体状況も含めて，1996

年のコンクールでは，「斬新なアイデア，内容，

演出技法によって制作されており，長い歴史を

通じて終始子どもの目線から番組づくりを行い，

就学前教育番組の最も優れた見本となってい

る」として，シリーズ全体に対して，審査委員特

別賞が贈られた。

さらに1998年には，イスラエルとパレスチナ

に住む子どもたちを対象とした国際共同制作版

セサミ，『共に生きること（Rechov Sumsum Shaara 

Simsim）～みんな仲良し～』（イスラエル教育テレビ・

パレスチナ教育テレビ・アメリカCTWの共同制作）が

“国家・民族間における相互理解と文化の交流

に貢献する優れた番組”に与えられる特別賞

（国際交流基金理事長賞）を受賞している。

3-4　障害のある子どもに関する番組
1990年代の「日本賞」参加番組として，その

ほかにぜひとも触れておきたいものに，障害の

ある子どもに関する3つの番組がある。

そのひとつは，1994年（第21回）にグランプ

リを受賞したNHKの『こどもの療育相談	シ

リーズ	療育の記録	～姉と兄に見守られて～』
（成人教育部門）である。障害児の療育のあり方

について家庭向けに放送されるシリーズの1本

で，視聴者から寄せられた育児記録をもとに構

成され，ダウン症の5歳の男の子と彼を支える

家族を描いたドキュメンタリーである。いったん

は絶望に陥った母親だが，10歳の姉と8歳の

兄が，彼を弟として自然に受け入れたことで，

いかに自分自身が勇気づけられたかを率直に

語っている。緻密な取材をもとに家族の中に溶

け込み，カメラを全く意識させない撮影を重ね

ている。日常的な家族の姿の中に，人間の普
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遍的な可能性，そして人間の成長とは何かを改

めて思い起こさせる番組として高い評価を得た。

受賞後に，担当ディレクターが撮影までのい

きさつや撮影中の一家の様子を放送教育の専

門誌に寄稿しているが（熊埜御堂，1995），そ

こには，育児記録を投稿してくれた母親の気持

ちを真摯に受け止め，何よりもこの家族の子ど

もたちに大きく心を動かされた作り手の感性が，

審査委員も含めた多くの視聴者の心に強く訴え

かける教育番組の実現を可能にしたことがうか

がえる。

1993年の成人教育部門の最優秀番組『ピー

ターに教えること』（アメリカ）も，ダウン症の子ど

もが登場する番組であった。普通学級に編入し

た小学校3年のダウン症の少年が，最初は困難

を伴いながらも，熱心な先生とクラスメイトの努

力で相互理解が進み，少しずつクラスに受け入

れられていく過程を記録したドキュメントである。

クラスのひとりが言った「ピーターに教えるこ

とって，彼から学ぶことだったんだ」という言葉

にも表れているように，障害者に対する人間と

しての平等感が自然に描かれ，示唆に富む番

組として評価された番組であった。

3つ目の番組は，1999年に新設された「教育

ジャーナル部門」＊の最優秀番組に選ばれた『シ

リーズ	オフリミット	負けるもんか！』（イギリスのチャ

ンネル4）である。社会・健康・教育などについ

て考える「オフリミット」という，中等教育向け

学校放送シリーズの，聴覚障害者と健常者のコ

ミュニケーションの可能性を考える5本シリーズ

の1本。10代の少女ゾーイの学校や家庭での

葛藤と行動を通して，聴覚障害者の心の内面

を伝えるとともに，コンピューター等の新しい技

術に出会って自分を表現する手段を得た彼女が，

努力の末に自立していく姿が感動的に描かれた，

力強い教育メッセージを投げかける番組である。

障害者と健常者の双方が独自の文化を持つ対

等な存在であることを強調したうえで，理解し

尊重し合うことの大切さを訴えかけている点が

印象的であり，さらにコンピューターをはじめと

する新しい技術が障害者に非常に有用であるこ

とを具体的に描いている点も，情報を必要とす

る人びとに具体的な示唆を与えるという意味で，

高く評価された。

＊ジャーナリスティックな視点で教育を捉えた問題
を提起する番組を，広い意味で教育番組と考
え，コンクールの対象に加えることで，世界共
通の今日的課題を解決する糸口を見出したいと
いう願いから生まれた新設部門。1999年コン
クールには，その期待に応えた番組の積極的な
エントリーがあった（小泉，2000）。

3-5　21世紀デジタル時代を予感させる
番組

1990年代半ば以降の初等・中等教育の教

科番組では，イギリスを中心に，科学や歴史・

地理，言語・文学の分野で，番組と連動させて

CD-ROMが開発されていることが，「日本賞」

参加番組を通しても明らかになっていた。ただし，

この時点でのコンクールの対象は，テレビ番組

のみであった。

そうした中で，1990年代後半は，インターネッ

トや衛星を利用した教育などマルチメディア時代

を反映した番組や，電話回線やインターネットの

利用で視聴者（学習者）との双方向性を取り入

れた教育番組が注目された時期でもあった。

前者の例には，1998年に“教えること，学ぶ

ことの素晴らしさを伝える優れた番組”に贈ら

れる特別賞の日本放送教育協会賞を受賞した，

アメリカのジョージ・ルーカス教育財団の『21世

紀へ	～メディアと教育～』（成人教育部門）があ

る。テクノロジーの発達によって学校教育が将
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来どのように変わっていくのか，様々な学校で

の実例を紹介するとともに，ビル・ゲイツ氏等

各界の専門家の論評等も盛り込みながら情報

を提供して，人びとに新しい時代の教育につい

て考えさせる番組であった。

後者の例としては，ハンガリー国営テレビの

『レペタ・みんな勉強しようぜっ！』（1997年中等

教育部門の最優秀番組）が挙げられる。高校の定

期試験や大学受験の準備をしている生徒を対

象とする放課後の家庭視聴向けの番組で，番

組の半分では，国語・数学・科学・社会の復

習（学習）内容を楽しく学ぶ方法で取り上げ，

残り半分では，スポーツや職業をはじめ勉強以

外の若者の関心事項を取り上げている。

若者が好きなバラエティー形式で，彼らが本

当に必要としている情報を提供する姿勢と，電

話回線やインターネットを使って視聴者と双方向

の関係を持とうとしている点など，従来の教育

番組にはみられなかった革新的な演出方法が，

審査委員の間でも注目され，高く評価された番

組であった（鈴木，1998）。

番組制作者は，授賞式のための来日はかな

わなかったが，新しい手法で開発した番組が受

賞した喜びを，ビデオメッセージで伝えるという

方法で，授賞式会場のスクリーンに登場した。

これも，「日本賞」が新しい時代に向かっている

ことを感じさせる出来事であった。

Ⅲ−4  21世紀の教育とメディアを
考えるシンポジウム

1990年代には，本章の冒頭で紹介した国際

アンケートをベースに開催する参加者全員参加

のシンポジウム・セミナーとは別に，時代の要

請に応じたテーマを特定したパネルディスカッ

ション形式の ｢日本賞｣ シンポジウムが開催さ

れ，番組化も行われた（p.130および付表1を

参照）。1992年から1997年までは，コンクール

参加番組の傾向を反映させる形で，環境問題，

平和・異文化理解，子どもの生きる権利，子ど

もの心の内面等が，テーマとして取り上げられ

ていたことがわかる。

そして，1990年代最後2回の「日本賞」では，

インターネットの普及やデジタル化の進展が21

世紀の教育の世界にもたらし得る新たな可能性

に目を向けたシンポジウムが開催された。特に，

1998年の「メディアが教育を変える	～世界の潮

流・日本の選択～」は，第49回放送教育研究

会全国大会・東京大会との合同シンポジウムと

して，NHKホールで開催された大規模なイベン

トであった（坂元ほか，1999）。「日本賞」の審

査委員2名（英･米）を含めた4名がパネリスト

として登壇し，21世紀の教育とメディアの関わ

りについて活発な議論が交わされた。

インターネットを使って“環境”をテーマに共

同学習を行っている日本，イギリス，シンガポー

ルの小学校とつないで，世界の学校教育現場

のホットな現況が会場に届けられ，登壇者との

双方向のやり取りも行われた。筆者も多くの人

びとと一緒に会場にいたが，各国から集まった

「日本賞」参加者にとっても，教師を中心とする

日本の放送教育関係者にとっても，21世紀の

学校教育現場におけるメディアの可能性を考え
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るにあたって，インパクトの大きいシンポジウム

となっていたことを実感した。と同時に，「日本

賞」の対象が放送番組のみの時代から，新たな

メディアにも広がっていくのではないだろうか，

とも感じていた。

この予想がどのように展開していくかについ

ては，次章で詳細にみていくこととする。

1990年代開催のシンポジウムから

　1990年代には，本章の冒頭で紹介した国際アンケートを
ベースに開催する参加者全員参加のシンポジウム・セミナーと
は別に，審査委員を中心とするコンクール参加者たちの登壇
も得て，時代の要請に対応したテーマを特定したパネルディス
カッション形式のシンポジウムを開催し，番組化されていた。例
えば……

◆1992年には，「世界の環境教育	～美しい地球を未来
に～」というテーマで，アメリカ，オランダ，ジンバ
ブエ，日本の代表者が登壇して，自国の番組の紹
介を交えながら，「人類が手を組んで解決すべき地
球環境の問題を，次代を担う子どもたちに放送を通
じてどう伝えたらよいか」が議論された。

◆戦後50年の節目で平和や異文化理解を訴える多く
の番組が参加した1995年には，「子どもたちが平
和について考えるために，教育番組は何ができる
か」をテーマとするシンポジウム「平和な世界を	～
子どもたちへのメッセージ～」が開催された。

◆いじめをテーマとするイギリスの番組がグランプリを
受賞した1996年は，全体を通していじめ・貧困・
戦争など世界各地の子どもたちが置かれている厳し
い社会状況を取り上げた番組の参加が目立ってい
たが，こうした状況に合わせて，人権を侵害されて
いる子どもたちを救うためにメディアは何ができるの
かをテーマとするシンポジウム「こどもの声が聞こえ
ますか	～生きる権利とテレビ～」が開催された。

◆続く1997年も，いじめ・家庭崩壊・薬物など子ど
もの内面，心の問題を取り上げる番組の参加が多

く，こうした環境を作り出している大人の責任をど
う考えるかといった観点からのシンポジウム「子ど
もの心に未来を託す」が開催された。このシンポジ
ウムには，日本の精神医学，環境科学の専門家も
登壇した。

　1990年代最後2回の「日本賞」では，インターネットの
普及やデジタル化の進展が教育の世界にもたらす新たな可
能性に目を向けた企画が開催された。

◆1998年のシンポジウム「メディアが教育を変える	～
世界の潮流・日本の選択～」は，第49回放送教
育研究会全国大会・東京大会との合同シンポジウ
ムとしてNHKホールで開催。「日本賞」の英･米の
審査委員2名を含めた4名がパネリストとして登壇
し，21世紀の教育とメディアの関わりについて活発
な議論が交わされた。またネットを使って“環境”
をテーマに共同学習を行っている日本，イギリス，
シンガポールの小学校と結んで，世界の学校教育
現場のホットな現況が会場に届けられ，「日本賞」
参加者にとっても，日本の放送教育関係者にとって
も，インパクトの大きいシンポジウムとなった。

◆1999年は「教育改革		メディアの役割」と題するシ
ンポジウムで，さらに2000年は（「日本賞」スペ
シャルディスカッション）「デジタル時代の教育・教
養番組のゆくえ」として，今日につながる新しい教
育とメディアの関係性の議論が展開された。

【「日本賞」コンクールの対象の変化】

テレビ番組

ラジオ番組
テレビ番組

テレビ番組

対象の変更が続く

マルチメディア・
　コンペティション

1980・1990年代

1965年

1989年
1991年

2000年

2001年

2002年以降…

コンピューターやイン
ターネットが教育の
世界に浸透し始める
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Ⅳ メディア多様化時代の
教育番組・コンテンツ
～2000年以降～

1990年代後半に始まる，インターネットの

普及を中心とするメディア環境の様々な変容が，

教育の世界にも変化をもたらす中，「日本賞」で

は，新たな時代に対応すべく，放送番組以外

のコンテンツも視野に入れるようになった。

2002年の「ウェブ部門」新設に始まり，

2008年にはコンクールの名称変更も伴う大改

革が実施され，「日本賞」は，放送番組のほか，

映画やビデオ作品，ウェブサイト（放送番組と

の連動の有無を問わない），各種双方向コンテ

ンツなど「教育的な意図で制作された音と映

像を用いた作品全般」を対象とするコンクール

となった。

その結果，参加機関の多様化もさらに進み，

テレビ番組とその他のメディアを組み合わせて，

学びの世界を広げたり深めたりするクロスメディ

アの作品や，過去のアーカイブを再構成して学

びを促進させる作品，ゲーム形式で学びを楽し

みながら促進できるコンテンツなどが続々登場

し，高い評価を得る例も増えている。

ただしコンクール参加作品全体を俯瞰してみ

ると，現在でもテレビ番組が中心的な位置を占

めていて，人間の根源に迫るテーマや，異なる

ものへの正しい認識・理解を含む，人と人との

関わりへの関心が，これまでにも増して高まって

おり，こうした内容をじっくり取り上げて人びと

に考えさせるテレビドキュメンタリーや映画が高

く評価されていることも重要な特徴である。

近年の「日本賞」では，コンクール期間中に，

数多くのイベントが開催されているが，世界の

教育が共通の課題としている異文化理解やいじ

め，防災等とメディアの役割をテーマとするもの

もあれば，新しいメディアの教育における可能

性を考えるためのものもあり，教育・学習の内

容と方法をめぐって「日本賞｣が取り上げるべき

テーマの幅広さを物語っている。

本章では，ダイナミックに変容する2000年

以降の状況を，コンクール対象の変化，参加

作品の特徴，“教育とメディア”に対する人びと

の関心の特徴といった観点でみていく。

Ⅳ−1　2000年以降にみるコンクール対
象（部門・カテゴリー）の変化
1-1　放送番組以外に拡大する審査の対象
1-2　デジタル時代を見据えた大幅な改革
1-3　テレビ番組制作を支援する番組企画部門

Ⅳ−2　ウェブ部門参加・受賞作品にみ
る特徴（2002～2007）
Ⅳ−3　2008年以降登場のデジタルコン
テンツの特徴
Ⅳ−4　2000年以降の教育番組・コンテ
ンツの内容･演出面での特徴
4-1 　斬新な切り口で社会の現実に向き合う作品
4-2 　障害に対する正しい認識を求める作品
4-3 　子どもの心の内面を考える多様な番組
4-4 　歴史から現在を考える番組・コンテンツ
4-5 　科学に対する子どもの関心を高める番組
4-6 　学校の課題に対応する番組・コンテンツ
4-7 　10代向け教育番組の多様な展開
4-8 　幼児向け番組にみるテーマの多様化
4-9 　高齢化社会を考える作品
4-10　新しいメディア環境を意識したメディ

ア・リテラシー教育の番組・コンテンツ
Ⅳ−5　番組企画部門にみる応募・受賞
傾向

Ⅳ−6　多様化する「日本賞」参加型イ
ベント
6-1　クロスメディア・フォーラム
6-2　教育コンテンツ世界制作者会議



132 │ NHK 放送文化研究所年報 2018

Ⅳ−1  2000年以降にみるコンクール 
対象（部門・カテゴリー）の変化

2000年以降の部門・カテゴリーの変化
2001年　マルチメディア・コンペティションの実施
2002年　番組連動のウェブサイト対象の「ウェブ部

門」を新設
2003年　「番組部門」「ウェブ部門｣ に加えて「番組

企画部門」（2006年以降は「企画部門」）を新設
2008年　大改革：コンクール参加対象を“教育的な

意図で制作された音と映像を用いた作品全
般”に拡大。コンクール名称も変更
【「日本賞｣教育コンテンツ国際コンクール」】
「コンテンツ部門」「シリーズ番組部門」「企画
部門」の3部門制となる。（｢ウェブ部門｣ は

「コンテンツ部門」に吸収される）
・ 2008年時点の ｢コンテンツ部門｣ のカテゴ

リーは，「幼児向け」「児童向け」「青少年向
け」「生涯教育」（年齢層別）と，「福祉教育」

（新規で対象年齢の限定なし）の5つ。
・ グランプリ「日本賞」は「コンテンツ部門」

の各カテゴリーの最優秀作品の中から1作品
がダブル受賞として選出される。

……以降カテゴリーは何度か変更を経て，
2017年現在は，「幼児（0〜6歳）向け」「児童（6〜12歳）

向け」「青少年（12〜18歳）向 け 」「一般（18歳以
上）向 け 」「クリエイティブ・フロンティア カテゴ
リー」（年齢制限なし）の5カテゴリー。
年齢別の4カテゴリーは，テレビ番組，ビデオ，
映画が対象，最後のカテゴリーは，ウェブ，ゲー
ム，その他の双方向コンテンツ，クロスメディ
ア作品が対象となっている。

【付表4を参照】

1-1　放送番組以外に拡大する審査の対象
「日本賞」は1965年の開始以来，放送番組が

対象のコンクールであったが（1989年まではラジオ

番組とテレビ番組，1991年以降はテレビ番組のみが対象），

1990年代後半以降の急速なインターネットの普

及やデジタル化の進展に伴って，①「日本賞」

参加番組にも，電話回線やインターネットを利用

して，視聴者との双方向性を取り入れた学習者

参加型番組が登場し，②また，NHK，BBC，

PBSをはじめとする各国の公共放送機関を中

心に，教育番組に連動したウェブサイトや教育

関連のポータルサイトの開発が進み，放送とは

異なる専門性を有する各種機関の教育サービス

への参入も，世界的に広まり始めていた。

こうした全体状況の中で，2000年代に入ると，

「日本賞」では，放送以外の教育コンテンツを

コンクールの対象に含める方向での検討が具体

的に進められた。

まず2001年（第28回），「日本賞」初の試み

として，放送番組と連動して教育効果を発揮す

るCD-ROMやDVD，ウェブサイトの参加を呼

びかけて「マルチメディア・コンペティション」＊

を開催したところ，10か国の19機関から23件

の応募があり，内容面でも意欲的で多彩なコン

テンツの存在と教育メディア関係者たちの関心

の高さを確認する結果となった。

＊コンペティションには，「ウェブ部門」（9か国16
機関から16作品参加）と「パッケージ部門」（6
か国7機関から7作品参加）が設けられ，前者
ではアメリカの小・中学生向けのアメリカ近代
史学習用の生放送番組に連動したウェブサイト，
後者では，ドイツの公共放送SWRの小学生対
象の外国語（英語）学習番組に連動したCD-
ROMがそれぞれ最優秀賞を受賞，さらにNHK
の小学校向け英語番組『えいごリアン』のウェ
ブサイトが，審査員特別推奨を受賞した。

この結果を受けて2002年には，番組に連動

したウェブサイトを対象とする「ウェブ部門」が

正式に新設され，「日本賞｣コンクールは新たな

時代を迎えた。

1-2　デジタル時代を見据えた大幅な改革
さらに，放送機関だけでなく様々な制作会社

や大学・研究所等の教育機関においても，双

方向教材や教育ゲームを開発する動きが進行す
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る中で，2008年（第35回）の「日本賞」から，

参加対象はさらに拡大されることとなった。テレ

ビ番組や映画等の映像作品，ウェブサイト（放

送番組との連動の有無は問わない）や教育ゲー

ム，その他の双方向コンテンツ等も含めた「教

育的な意図で制作された音と映像を用いた作

品全般」が参加可能になるという，大幅な改革

となり，コンクールの名称も「日本賞｣教育コン

テンツ国際コンクール（JAPAN PRIZE Inter-

national Contest for Educational Media）に変

更されるに至った。これにより，テレビ番組と

ウェブサイト等の双方向コンテンツが同じ土俵で

審査されることになったのである＊。

＊2008年以降 ｢ウェブ部門｣ は「コンテンツ部
門」に吸収され，グランプリは「コンテンツ部
門」の最優秀作品の中から最優秀と認められた
作品ひとつに与えられることになった（付表4 
p.172を参照）。

1-3　テレビ番組制作を支援する
番組企画部門

以上のように，新しいメディア環境を教育に

生かしていくねらいで，デジタルコンテンツをコ

ンクールの対象に含めていく一方で，放送番組

のコンクールとして始まった「日本賞」の原点を

重視して，“優れた企画や旺盛な意欲がありな

がら，予算や機材の条件が十分でないために制

作が困難な国･地域の制作機関のテレビ番組

制作企画に対して賞を贈呈し，制作を支援す

る”目的で，2003年には「番組企画部門」を

新設し，2017年で15年の節目を迎えた。

この部門では，毎回1次審査を通過した企

画について，5名のファイナリストが来日し，審

査委員やオブザーバーたちの前で企画説明と質

疑応答を行う，プレゼンテーション審査方式が

採用されている。審査委員たちは，企画内容

の価値，教育的効果，妥当性などについて議

論し，番組制作手段が限られていながらも成功

する可能性が最も高く，かつ賞金の授与が企画

の実現の大きな助けになるであろうという観点

で最優秀企画，そして2005年からは優秀企画

も選出してきた。2017年10月までに，79の国

と地域から618件の企画が応募され，28の企画

に対して支援が行われている。

以上が，2000年以降の ｢日本賞｣コンクール

の枠組み変更の大きな流れであるが，以下の節

では，こうした状況下におけるコンクール参加作

品（放送番組・各種教育コンテンツ・番組企画）の特

徴を，いくつかの観点から整理して具体的にみ

ていこう。

Ⅳ−2  ウェブ部門参加・受賞作品
にみる特徴（2002〜2007）

上述のような背景のもとに誕生した「ウェブ

部門」には，2002年から2007年までの6回のコ

ンクールに，25か国から144の放送番組に連動

したウェブ作品がエントリーされた（表5 p.134）。

北米とヨーロッパを中心にインターネット先進諸

国からの応募が圧倒的に多いが，限られた機関

ながら，アジアやアフリカからも複数回エント

リーしている機関が存在している。内容面では，

幼児向けから成人向けまで多岐にわたる教育番

組に連動したウェブサイトが参加しているが，こ

の時期に受賞という形で高い評価を受けたもの

は，子ども向け教育番組のウェブサイトと，子ど

もの教育や育児をテーマとするウェブサイトとい

う結果になっている。新しいメディアを子どもの

教育に活用しようという世界的な関心の表れと

もいえよう。
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ウェブ部門の最優秀賞
2002年『TVOキッズ・ドットコム（tvokids.com）』…

カナダ，オンタリオ州の公共放送局による小学生・
幼児向け番組のポータルサイト。番組の人気キャラク
ターを登場させ，好奇心を刺激するゲームを開発し
て，子どもたちを自然に学びの世界に引き込むこと
に成功している点や，州の教育カリキュラムに沿った
内容が組み込まれ，教師や親向けに提供されている
ウェブサイト活用案の充実ぶりなどが評価された。

2003年『南極（Antarctica）』…NHKの小学校向け
学校放送シリーズのサイト。南極と地球の環境を守
るための協力を，番組と連動して呼びかけるサイト
で，絵文字を利用して，国を越えた子ども同士のコ
ミュニケーションを可能にした工夫などが評価され
た。

2004年『サイバーチェイス・オンライン（Cyberchase	
Online）』…アメリカの公共放送局WNETの小学生

（8〜11歳）向け算数番組シリーズのサイト。子ども
が何度でも戻ってきてゲームを楽しみながら学習を
続けたくなる双方向性の工夫が評価された。

2005年『フィルム・ガレージ（Garage	about	films）』
…スウェーデン教育放送による，10代の若者たちに
創造的に表現することを促す番組に連動したサイト
で，この年代の心をつかむために，インターネット文
化を効果的に教育に取り込んだ点が評価された。

2006年『子どもの居場所（A	Place	of	Our	Own/Los	
Niños	en	su	Casa）』…乳幼時期の子育てに関わる
保護者や保育関係者，保育士を目指す人びとを支援

するプロジェクトとして，カリフォルニアの公共放送
局KCETが始めた，番組（英語版/スペイン語版）
に連動したウェブサイト。内容の充実に加えて，複
雑な機器操作を得意としない利用対象者が多いこと
を配慮して，多岐にわたる情報をわかりやすく整理・
提供している点が評価された（小平，2007b）。

2007年『ティーチャーズ・テレビ（Teachers	TV）』…
イギリス教育省のバックアップで2005年に始まった，
デジタルテレビ放送とウェブサイトによる世界初の教
育関係者向け専門チャンネルのポータルサイト。多
様な教師の授業方法を学ぶことができる番組，内
外の教育問題を論じる番組，各教科の授業で教材
として利用するための教育番組や映像クリップ集等，
サービスの内容は多岐にわたり，ダウンロードも可能
である。教師同士の情報交換の場が国を越えて提
供され，世界中の教師が優れた教授法を共有可能
になっている点も評価された。

Ⅳ−3  2008年以降登場のデジタル
コンテンツの特徴

さらに，ウェブサイト以外のデジタルコンテン

ツも審査の対象となった2008年以降の新たな

コンクールの枠組みの中では，テレビ番組とそ

の他のメディアを様々な形で組み合わせて学び

の世界を広げたり，深めたりするクロスメディア

作品，過去のアーカイブを再構成して学びを促

進させる作品，放送との関連性は持たずにゲー

ム形式で学びを楽しむ，あるいは深刻な課題

解決に生かすコンテンツなどが次々登場してき

た様子がうかがえる。その代表的な作品を，経

年的にみていこう。

テレビ番組とウェブサイト等の双方向コンテン

ツを同じ土俵で審査することになった最初の

2008年には，カナダの先住民族の伝統・文化

を学ぶ目的の放送番組に連動したウェブサイト

『アナッシュ・インタラクティブ』が，児童向けカ

テゴリー（6〜12歳対象）の最優秀作品に選出さ

れた。子どもにとって魅力的な新しい手法で自

表5　ウェブ部門への参加状況（2002～2007年）
世界全体（経年） 地域別にみた参加合計本数

参加国 参加本数 アジア 23
2002年 15 25 オセアニア 8
2003 12 22 中東 0
2004 9 20 ヨーロッパ 51
2005 15 27 北米 54
2006 14 23 中南米 2
2007 14 27 アフリカ 6

計 25 144 144

2002～2007年のエントリー合計数が多かった国・地域（3本以上）

1. アメリカ 28 8. スウェーデン 6
2. カナダ 26 9. デンマーク 5
3. イギリス 15 10. フィンランド 4
4. ドイツ 9 オーストラリア 4
5. 日本 8 ニュージーランド 4
6. フランス 7 13. 台湾 3

　  中国 7 南アフリカ 3

（各回の報告書の情報をもとに筆者が作成）
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国の伝統に接し，関心を高める機会を提供して

いる点が評価されている。

続く2009年には，生涯教育カテゴリーで，

放送番組との連動はない教育ゲーム『シャーク

ワールド』が最優秀作品に選ばれている。この

分野の先進国オランダのゲーム制作会社による，

企業経営がテーマのオンライン・シミュレーショ

ンゲームだが，受賞者は，ようやく教育ゲーム

が認められる時代になった喜びを授賞式の挨拶

で感慨深く語っていた。

その後も，2011年には，アメリカの大学のゲー

ムサイエンスセンターが開発した，小学生向け算

数オンラインゲーム『ゲームで学ぼう	分数』が，

子どもの学習傾向や具体的なつまずきに個別対

応が可能な設計となっている点が高く評価され，

児童向けカテゴリーの最優秀賞を受賞した。

2012年に，イノベイティブ･メディア カテゴ

リーの最優秀賞を受賞した，オランダの制作会

社が開発したシミュレーションゲーム『アルツハ

イマー病を知る』は，専門的な内容を一般社会

に広める極めて優れたゲーム教材であった。患

者には現実の世界がどのように認識されている

かを理解するためのドラマ化された多数の映像

クリップを通して，家族や介護士がそれぞれの

立場で，どのように対応したらよいのかを学ぶ

ために開発された，介護の質の向上を目的とす

る双方向ウェブサイトで，他のテーマ（病状等）

にも応用できる教育的価値の高い作品として注

目された（小平，2013）。

このように，放送機関以外による教育コンテ

ンツの制作が拡大する中にあって，放送機関で

も新たな動きがみられた。2013年の「日本賞」

では，優れた教育番組やウェブサイトの制作で

定評のあるアメリカの公共放送（メディア）局

WNETが，歴史教育専門組織やゲーム制作専

トで，2004年の ｢ウェブ部門｣ 最優秀賞を受賞した放送

機関）。

子どもたちが様々な時代の同年齢の人物の目

を通して自国の歴史を体験することで，歴史に

興味を持たせようというゲームで，知識習得だ

けでなく，クリティカルな思考力や体系的なもの

の考え方や決断力，コミュニケーション能力等，

問題解決力の育成に役立つことも意図している

点や，授業中に友だちと一緒にプレイすることも

自宅でひとりでプレイすることも想定して設計さ

れている点が評価された。学校での利用に向け

ては，教師用ガイダンスもウェブ上で提供されて

いる。受賞対象となったのは奴隷制がテーマの

ゲームであるが，多様な時代を取り上げるシリー

ズものとして継続開発中で，タブレットアプリに

対応するゲームも登場させている（小平，2014）。

また，複数メディアが複合的な効果を示すク

門会社と共同で開発した“放送番組とは連動し

ていない”中学生向け歴史学習用オンライン･

ロールプレイングゲーム（無料）『ミッションUS	自

由への飛翔』が，青少年（12〜17歳）向けカテ

ゴリーの最優秀賞に選出された（WNETは『サイ

バーチェイス・オンライン』という算数番組連動のウェブサイ

『ミッションUS	自由への飛翔』
（Thirteen /WNETニューヨーク公共メディア）

NO IMAGE
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ロスメディア作品で高い評価を得る作品の登場

も続いた。2013年のグランプリ『カルチャー

ショック』（生涯教育カテゴリー）は，自らテーマを

設定する旅を通して若者たちが異文化に触れ，

理解を深めていく視聴者参加型テレビ番組を中

心に，ラジオ，ウェブ，モバイルを駆使したイタ

リアのクロスメディア作品。そして翌2014年の

『ネットウォーズ』（クリエイティブ･フロンティア カテゴ

リーの最優秀賞）は，ネットに接続されたコンピュー

ターがサイバー戦争に利用され得る危険性とい

う現代社会の重要課題を，テレビドキュメンタ

リー，ウェブサイト，モバイル向けのアプリといっ

た具合に多様な方法で，幅広い年齢層に訴える

ことに成功しているドイツのクロスメディア作品

であった（小平，2015）。

日本の作品で受賞対象となった最近のデジタ

ルコンテンツの例としては，学校の授業でも利

用されているNHKの『クリエイティブ･ライブラ

リー』（NHKアーカイブスの番組や番組から切り出した映

像や音声を，表現･創作活動に利用できる創作用素材と

して提供する，無料のオンラインサービス：2013年イノベイ

ティブ･メディア カテゴリー最優秀賞）や，『プロフェッ

ショナル　仕事の流儀』の番組フォーマットを生

かして自分の生き方について語るビデオクリップ

制作が可能な番組連動アプリケーション・ソフト

ウェア『プロフェッショナル　私の流儀』（2016

年クリエイティブ･フロンティア カテゴリーの最優秀賞）な

どの例がある。

2017年のクリエイティブ･フロンティア カテゴ

リーの最優秀賞も，日本の作品が受賞した。島

根大学が開発した『EyeMoT（アイモット）：成

功体験をベースにした視線入力訓練ゲーム』と

いうアプリケーション･ソフトウェアで，障害者の

コミュニケーション，そして学習機会を拡大する

うえで重要な，アイトラッキング（視線入力）が，

スムーズにできるようになるために工夫された10

段階のゲームであるが，日々達成できないこと

の繰り返しを経験している重度障害者が，成功

体験を通して将来的に学習を広げていく可能性

を持つコンテンツである点が高く評価されたもの

であった。

ここで，参考までに，2002年のウェブ部門

創設以降のコンクール参加作品の傾向を，“映

像系”と“デジタルコンテンツ系”の比率という

観点で分析した結果をみておこう（表6）。

2002〜2007年については，【映像系】（テレビ

番組）vs.【デジタルコンテンツ系】（番組に連動した

ウェブサイト）の比率が88.5％対11.5％であるのに

対して，コンクール参加対象が大幅に拡大され

た2008年以降は，【映像系】（テレビ番組/映画

（film）/ビデオ作品）vs.【デジタルコンテンツ系】

（ウェブサイト･ゲーム･その他）の比率が80.7％対

19.3％であり，デジタルコンテンツ系作品の参加

比率が高くなってきている。

ただし，映像系作品の参加数そのものは，

2002〜2007年の1年あたりの平均が185作品

に対して，2008〜2017年の平均は235作品で，

後者のほうが多い。

表6　映像系/デジタルコンテンツ系別の作品数と比率

映像系※1 デジタル
コンテンツ系 合計※2

2002～2007年の
6回の合計

1,111本
（88.5%）

【185本】※3

144
（11.5）
【24】

1,255

【209】

2008～2017年の
10回の合計

2,352
（80.7）
【235】

562
（19.3）
【56】

2,914

【291】

合　　計 3,463
（83.1）

706
（16.9） 4,169

 （毎回の報告書発表データを用いて筆者が作成）
※1： 「映像系」は，2002～2007年は「テレビ番組」，2008 年以降は，「テ

レビ番組・映画（film）・ビデオ作品」を指している。「デジタルコンテ
ンツ系」は，2002～2007年は「番組に連動したウェブサイト」，2008
年以降は，「ウェブサイト（番組への連動の有無は問わない）・ゲーム･
ゲームアプリ・アプリケーションソフト・クロスメディア」を指している。

※2：ここでの合計には，「企画部門」へのエントリー数は含まない。
※3：【　】内は，コンクール1回あたりの平均参加作品数。
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Ⅳ−4  2000年以降の教育番組・コンテ
ンツの内容・演出面での特徴

前節までは，2000年以降のメディア環境の急

速な進展を映し出す形で，ウェブサイトやゲー

ム，アプリケーションソフト等，デジタルコンテン

ツの傾向に焦点を当て紹介してきたが，コンクー

ル参加作品全体を俯瞰してみると，この期間も

放送メディアであるテレビ番組が，参加数だけ

でなく，受賞実績の面でも中心的な位置を占め

ている状況が存在する。

2000年から2017年までに開催された18回の

コンクールのグランプリ受賞作品はすべて映像

系の作品で，成人を対象者としたものが15作品

と，圧倒的に多い。残りの3作品は，ひとつが

久々の幼児向けカテゴリーの番組『きみのニュ	

ースはな～に？』（2009年イギリス），そして青少年

（12〜17歳）向けのグランプリ2作品は，NHKの

『課外授業	ようこそ先輩	～みんな生きていれば

いい～』（2008年）とフランスの『炭鉱の子ども

たち』（2017年，後述p.146）であった。

グランプリ受賞国の内訳は，日本とカナダが

4作品ずつ，アメリカとイギリスが，それぞれ両

国による国際共同制作の1番組を含めて3作品

ずつ。イスラエル，スペイン，イタリア，オランダ，

フランスが1作品ずつであった。グランプリに限

らず2000年以降の受賞番組全体をみると，カ

ナダの作品（英語圏・フランス語圏ともに）が

高い評価を得ていることがわかる。特に，NFB

（カナダ国立映画制作庁，あるいはカナダ国立

映像委員会と訳される）5）の作品が，様 な々カテ

ゴリーで受賞している。

また，2002年以降は，各カテゴリーの最優

秀賞作品につづく評価を得た優秀番組が2作品

ずつ「優秀作品（Runners-up）」として発表されて

いるが，それらも含めてみていくと，ドイツ，フィ

ンランド，スウェーデン，デンマーク等のヨーロッ

パ諸国，インド，台湾，中国，インドネシア，タ

イ等アジア，そして近年はアルゼンチン，コロン

ビア，エクアドル等中南米諸国の作品も含まれ

ていることがわかる。

個別の作品の詳細については別稿（小平，

2011ほか）に譲るが，教育ニーズへの対応とい

う観点から，この時期の番組やコンテンツの内

容・演出面での特徴を10項目に整理して，前

節までに登場していない重要なテレビ番組を中

心に，作品の紹介を進めていく。

4-1　斬新な切り口で社会の現実に 
向き合う作品

1990年代に引き続き，社会の厳しい現実に

向き合う教育番組は，相変わらず重要な位置を

占めているが，2000年代に入ると，新鮮な切り

口が採用される傾向が顕著になってきた。当事

者の登場によって教育的効果をもたらすタイプ

の番組の登場・増加が注目される。例えば，映

画の時代から教育映像の制作の実績があるカ

ナダNFBが制作し，2000年代最初の「日本賞」

グランプリを受賞した『レンズのむこうの真実』

『レンズのむこうの真実』
（カナダ国立映画委員会）

NO IMAGE
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（一般教養部門）は，警察官グループと麻薬常習

者たちの間に生まれた信頼関係で実現したド

キュメンタリーだが，視覚と感情に強く訴えると

いうテレビの特性が発揮される中で，自分たち

のようにならないでほしいという当事者から若

者たちに向けた強いメッセージが伝わる作品で

あった。DVD化された教材は，若者たちだけ

でなく新任警察官の研修にも活用されたという。

1990年代半ばからコンクールへの参加が増え

てきたエイズ教育をめぐる番組も，2000年代に

はさらに多様な展開をみせ，2005年には，国

の施策として学校や地域での教育の普及を急ぐ

アフリカ諸国の番組が注目された。ボツワナ国

営放送の『エイズを語ろう』（教育ジャーナルの部）

という学校教育・社会教育向けのシリーズは，

手話付きで，印刷教材も充実しており，深刻な

社会問題に国を挙げての教育を必要としている

ことが強く感じられた。

また，エイズについて家庭や社会でオープン

に話し合うことを促す目的で繰り広げられた，南

アフリカの教育キャンペーンの一環として制作さ

れた『私に話して』（2005年，南アフリカとアメリカの

共同制作。教育ジャーナルの部の最優秀番組）は，3

家族のVTR取材とスタジオトークで構成され，

問題の受け止めから，考え方を深めていくとい

う番組であった。この国では，エイズウィルス

に感染している5歳の女児という設定の人形が

登場し，エイズに対する正しい認識の普及を日

常的に進めようとする幼児向け番組『タカラニ

セサミ』が，2000年から放送され（日本賞にも参

加経験あり），大人も含めて人気番組となってい

たが，『私に話して』はその特別番組に位置づ

けられ，視聴者へのアピール力も強く，番組視

聴の結果，エイズについて語る機会を増加させ

たとの調査結果も報告されている。

戦乱の影響を受ける子どもたちを取り上げる

番組の増加も，残念ながら2000年以降の特徴

といえる。2011年のシリア内戦以降，最近は，

シリアの子どもたちに注目した番組が少なくない。

『ぼくの町は難民キャンプ』（2016年児童向けカテゴ

リー最優秀作品）は，多様な子どもたちの生活を紹

介するBBCのドキュメンタリーシリーズMY LIFE

の1番組。内戦で故郷が破壊され，ヨルダンに

ある世界最大級の難民キャンプで暮らすことに

なったシリアの少年が，キャンプ内の学校や家

族の生活を紹介し，子どもたちがそれぞれの夢

を語る様子を記録したドキュメント。容易にカメ

ラが入ることができない場所で撮影されたもの

で，難民や難民キャンプの生活に対する固定観

念を払拭する役割も果たす内容だが，「自由に

羽ばたいて平和になった故郷シリアの町に帰り

たい」と語る少年の言葉がずしりと重く，大人

たちに自らの責任を考えさせる番組ともいえる。

2017年の ｢日本賞｣にも，シリアから戦火を逃

れてスイスにやってきた10歳の少年を取り上げ

たスイスの公共放送の番組『アイハム	僕の新し

い生活』（国際交流基金賞，児童向けカテゴリー）が

『
私
に
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て
』（
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参加していた。

4-2　障害に対する正しい認識を求める
作品

聴覚障害を取り上げる番組は，「日本賞」に

は多数登場してきたが，2001年グランプリ受賞

の『音のない世界で』（一般教養部門）は，それ

までに視聴した番組とは全く異なるインパクトを

持つアメリカの作品であった。人工内耳の移植

で聴覚が回復する可能性が高まる時代となり，

幼い聴覚障害児に移植手術を受けさせるか，

それともありのままに育てるかの難しい選択を

迫られた2組の夫婦（夫が兄弟どうし）とその

家族に迫ったドキュメンタリー。それぞれの家

族が決断に至るまでの意見のぶつかり合いや

葛藤を克明に描写しており，同時に十数人が手

話で議論する迫力ある場面も，カメラが見事に

捉えている。人工内耳移植をめぐる議論を超え

て，家族，アイデンティティー，障害，子どもの

権利，聴覚障害者の文化について，ドラマティッ

クに訴えかけてくる。番組はDVD化され，中

学・高等学校での利用（社会科，国語，生物）向

けに教師用授業案も提供されているものであっ

た。2006年には，家族の6年後をテーマとした

番組・DVDも制作されている。

自らの子どもや家族を登場させることで，教

育的なメッセージを効果的に伝えているテレビ

番組や映画の増加傾向も，近年の特徴として注

目される。2013年「日本賞」で福祉教育カテゴ

リーの最優秀賞を受賞したカナダの『星の子ア

ルフェ』は，遺伝子障害のある愛娘アルフェの

成長と，それを見つめる家族の愛情を，映画監

督である父親が温かい眼差しで記録したドキュ

メンタリー映画だが，子どもひとりひとりにとっ

ての成長とは何か，真の幸せとは何かなど，随

所に教育の本質を考えさせる内容を含む作品で

あった。多くの人にとって体験する機会がなく，

理解が難しい世界を内面から伝える映像は，重

要な教育効果をもたらす力を秘めていることを

示す例といえよう。

ダウン症の人たちの非凡な思考力と感性豊か

な生活を，彼ら自身が描いたアニメーション，彼

ら自身のナレーション，インタビューの組み合わ

せという独自の手法で紹介する『自分でできる

よ』（2010年福祉教育カテゴリーの最優秀賞受賞）は，

静かな映像と語りの中に，ダウン症に対する正

しい理解を求め，固定観念を打ち破って，違い

に対する理解を促す迫力を感じさせる，カナダ

NFB制作のテレビ番組である。8歳以上の子ど

もも含めた幅広い人びとを対象としており，学校

教育での視聴も想定した教師向け情報も充実し

ている。

そのほか，性同一性障害の子どもをめぐる番

組の増加も，特に2010年代の特徴といえる。

4-3　子どもの心の内面を考える多様な
番組

いじめや差別，子どもの虐待など，解決の糸

口を見つけるのが難しい課題が深刻さを増す中，

テレビをはじめとするメディアの役割は大きくな

り，「日本賞」にも新しい視点の番組が登場し

ている。

いじめをテーマとする教育番組は，2000年

以降も多くの国々で制作されているが，この時

期の特徴は，いじめが生じない環境を積極的に

育てようという趣旨のテレビ番組が，小学校低

学年の子どもたちと教師に向けて開発されてい

る点といえよう。2002年コンクールに登場した

BBCの5〜7歳向け学校放送番組『ウオッチ：

いじめ』においても，いじめの摘発が目的では
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なく，皆が楽しく過ごせるクラスにするための環

境を作ろうという前向きな姿勢が重視されてい

た。その後も，BBCでは小学校低学年の授業

や教員研修用に『気持ちをみつめる』という学

校放送6番組シリーズを開発して（2005年コン

クールには，「怒り」をテーマとする番組が参加），この

時期にイギリス教育界で力を入れ始めていた，

“様々な感情に適切に対応し，良好な人間関係

や社会的な関係を築いていく力（Emotional 

Literacy）”の育成を支援していた（小平，2006）。

スウェーデン教育放送の『友だちになるには』
（2010年児童向けカテゴリー）は，仲間はずれ等の

身近な事例を短いドラマにして，クラスでディス

カッションしながら，誰にとっても楽しい教室，

学校を目指そうという小学校低学年向け学校

放送シリーズ。毎回辛い結末と楽しい結末の2

種類が提示され，ちょっとした勇気が事態を好

転させ得ることを伝えるという形で，単に解決

策を示すのではなく，子どもと教師に内省の機

会を与えている点が特徴的な，丁寧な作りの教

育番組といえる。

2007年，青少年番組部門の最優秀作品に選

ばれた『少年の内面』は，アスペルガー症候群

に苦しみ，学校でもいじめの対象となっていた

12歳の少年の母親が自ら制作したカナダのド

キュメンタリー番組だが，当事者である少年や

家族が，問題の所在を視聴者にストレートに伝

えることで，視聴者の心を動かし，アスペルガー

症候群に対する正しい認識と理解を広めること

に成功している点が高く評価された。少年をい

じめていた少年からも，この番組は自分の気持

ちを変えたという反響が寄せられ，学校での利

用向けにDVD教材化もされている。

子どもに対する性虐待という極めて深刻な

テーマを取り上げた番組も注目される。インドの

『さらけ出して，あの日あの時』（2006年教育ジャー

ナルの部の最優秀賞）は，性についてオープンに

語られる文化のない中で，取り上げることが難

しい問題に，真正面から向き合い，評価された

番組である。児童期に虐待を受けた6人の大人

をインタビュー形式で追って，性虐待とはどうい

うものなのか，その後の精神発達にどのような

影響を及ぼしたのかを深く掘り下げ，大人の問

題意識を喚起し，解決策を模索させようとする

重厚な番組であった。

そして，2016年コンクールで筆者が注目した

のが，深刻な社会問題でありながら，顕在化し

にくく解決が難しい家庭内の子どもの性的虐待

を取り上げたイギリスのテレビ番組『スリーピン

グ	ライオン』（ユニセフ賞，青少年向けカテゴリー）で

あった。13〜16歳対象のPSHE（健康的な人

間関係について学び，安全でいられることを

目指す教科）のカリキュラムに連動しており，放

送終了後はBBCの学校教育向けサイトBBC 

Bitesizeの動画教材として随時視聴できる形に

なっている。ドラマ形式の番組は，きめ細かい

配慮のもとで，映像的にも言語的にも露骨な描

写を用いず，演技や音楽の工夫で，タブー視さ

れてきた難しいテーマをわかりやすく取り上げて

いる。授業での取り上げ方が難しいテーマであ

ることを配慮して，専門家が準備した教師向け

『少年の内面』
（カナダ・ＭＳＫプロダクション）

NO IMAGE
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ガイドも，番組ウェブサイトで提供されている優

れた教育番組である（小平，2017）。

4-4　歴史から現在を考える 
番組・コンテンツ

歴史に関する作品は，戦争に関する節目の年

などを中心に熱心な参加がみられるが，2010

年のコンクールでは，様 な々映像アーカイブを活

用した第二次世界大戦をめぐる番組やウェブサ

イトの参加が目立った。受賞対象にはならな

かったが，特に印象に残ったのは，オランダの

公共放送局NPSが小学生（8〜13歳）向けに開

発した，『戦争についての13のシリーズ	～炎に

包まれた町～』という，テレビ13番組と各番組

に連動するオンラインゲームで構成されるクロス

メディア・シリーズの初回の番組であった。戦争

を取り上げるテレビ番組もゲームもそれまでに存

在していたが，両者を組み合わせた例がなかっ

た点に着目して，テレビの“物語る”力とイン

ターネットの双方向性を結びつけて，子どもたち

自身に戦争について具体的に考えさせることを

目的としており，戦争が善悪だけの簡単な結論

では捉えきれないことを伝えている。番組とゲー

ム以外に，印刷教材も充実しており，授業での

利用も想定して，学校放送のウェブサイト上でア

クセス可能である。

“ホロコースト”をテーマとする番組も，「日本

賞」にはたびたび登場してきたが，2016年コン

クールに参加したイギリスの『子どもたちのホロ

コースト』（青少年向けカテゴリー）は，作品の視線

や映像が革新的かつ新鮮で心を揺さぶられると

して審査委員に高く評価され，審査委員特別

賞を受賞している。番組は，ナチスの厳しい迫

害から生き延びて，イギリスへ逃れた6人の実

話を，細部まで周到に設計された印象的なアニ

メーションと，晩年を迎えた歴史の証言者のスト

レートインタビューを重ね合わせて，かつて起

こった悲劇を生 し々く伝えている。BBCの中等

教育用教材として作られたこの番組は，第二次

世界大戦中の史実を学ぶだけでなく，差別や

偏見についても問いかけるものとなっている。

一般市民の映像を活用した教材という観点で

も，興味深い例が登場している。地域に存在

する過去の映像を学校教育に生かすことは珍し

くない時代だが，歴史専門のケーブルテレビと

研究者の協力で，ケベック州在住の家族から1

万本以上の1920年代から1980年代までの一般

の人びとの日常生活の映像を集めて，記録映像

サイト『映像に刻まれた思い出』（2010年青少年

向け）を制作した例である。ケベック州の文化と

伝統を記録したユニークな社会人類学的ポート

レートといえるが，州の教育カリキュラムに沿っ

た整理が行われ，小学校から大学までの教育

で幅広く活用できるようになっている点に，参

加者たちの教育的な関心は集まっていた。

4-5　科学に対する子どもの関心を 
高める番組

子どもたちの科学離れが懸念され始めて久し

いが，科学的思考の育成を目指す教育番組は

2000年以降も多様な形で開発され，「日本賞」

への参加も多い。科学の専門家自身が登場し

て，ユーモアたっぷりに子どもたちを科学の世

界に引き付けるテレビ番組，番組連動のウェブ

サイトの双方向ゲームに工夫を凝らすなど，様々

な方法で子どもたちを科学の世界に引き込もう

とする例が，小学生はもちろん，幼児向けにも

登場している。

そうした中，2010年の「日本賞」で児童向け

カテゴリーの最優秀賞を受賞した，NHKで放送
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中の『大科学実験	～音の速さを見てみよう～』
（日本とカタールの共同制作）は，CGや特殊撮影に

頼らず，スケールの大きい実験や実写映像で自

然界の法則を検証するという，テレビの特性を

効果的に発揮する方法で，科学の楽しさや奥深

さをわかりやすく伝えようとしている点が評価さ

れた番組であった。この手法は日本以外の国か

らも共感を得て，国際共同制作としてのその後

の展開もみられた番組の例でもある。

そのほかにも，伝統的に科学番組を得意とし

てきた実績が顕著なドイツでは，CGと実写を

効果的に組み合わせ，オーソドックスで手堅い

構成を保ちながら，映像そのものにユーモアや

ちょっとした驚きの要素を含めて，視聴者を引

き付ける工夫を施し，15分という短時間に様々

な動物の目に関する情報を伝える，南西ドイツ放

送協会（SWR）の『驚異の映像図鑑	～目～』
（2005年青少年番組の部最優秀賞）のような番組が

健在であることも見逃せない。

4-6　学校の課題に対応する 
番組・コンテンツ

生徒と教師の関係やクラス経営の課題も，

1990年代以上に深刻かつ重要なテーマとなり，

世界各地から番組や双方向コンテンツの参加が

続いている。南アフリカの『YIZO	YIZO	2	～

よみがえれ	学校～』（2001年教育ジャーナル部門最

優秀賞）は，学校と地域が犯罪に立ち向かいな

がら教育の質を高めることを目指して，教師と

生徒が直面する教育，社会，道徳に関する多

様な問題を取り上げて考察する，迫力ある教育

ドラマシリーズの番組。学校の手に負えなくなっ

た問題を生 し々く映し出し，スクールコーチ制導

入で教師と親や生徒の関係の改善を試みる様

子を描いた，ドイツZDFの『学校SOS	～第1

回	教室からの悲鳴～』（2007年教育ジャーナルの

部。シリーズの1本で，その国・地域の教育ニーズに的

確に応えている優れた作品に対する特別賞としての前田

賞を受賞）。学校への無人カメラ設置のほか，生

徒にカメラを渡して生徒目線の撮影も加えなが

ら，学校の日常や子どもと教師の本音をカメラ

に収め，教育現場の“今”を丁寧に描くことで，

多くの学校や国に共通する問題点を明らかにし

た，アイルランドの『ある中学校の一年』（2010

年青少年向け）。これらはその一例である。

この分野では，ウェブサイトを活用した教師向

け双方向教材の登場も注目される。イギリスの

ティーチャーズ・テレビ（前出p.134）の『問題行

動への挑戦』（2010年）は，学校での生徒の問

題行動にいかに対処すべきかをウェブサイト上

で学習できる，教師向けアプリケーションソフト

である。模擬教室での3種類のトラブル事例が

提示され，ユーザーが複数選択肢の中から対

処法を選ぶと，その結果，事態がどう展開して

いくかが映像で示され，行動学の専門家の分

析やアドバイス，そしてユーザーが選んだ対処法

について生徒はどう感じるかなどのインタビュー

も盛り込まれている。経験の浅い教師の急増

で生徒の問題行動への対応に悩む教育現場に

向けた対話型ソフトとして注目され，中等教育

編に続いて初等教育編も開発されている。

4-7　10代向け教育番組の多様な展開
10代の子どもたちをテレビ，特に教育番組に

引き付ける難しさは，世界共通の長年の課題だ

が，メディア環境の変化の中で，新しい展開も

みられる。そのひとつは，テレビ番組を中心に，

ウェブサイト，ソーシャルネットワーク，印刷メディ

アを組み合わせたクロスメディア展開で思春期

の子どもたちの抱える身近なテーマを取り上げ，
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彼ら自身が解決する力を育てようとする傾向で

ある。こうした番組の中では，ADHD（注意欠

陥多動性障害）の子どもが，自分の状況をクラス

メイトに知らせて理解を求めていく様子など，不

安と葛藤，両親や親友の協力を丁寧に描くと

いった試みも行われている。

もうひとつの特徴は，欧米では1990年代頃

からすでに活発になっていた，子ども自身の番

組制作参加が，放送の歴史の浅い国々にも広

がってきたことである。特に注目されるのは，

2009年の「日本賞」で企画部門の最優秀賞を

受賞して，2010年に番組として完成したスワジ

ランドテレビの『ねぇ，知ってる？』である＊。

ニュースに接することが少ない10代の子どもた

ちに，世の中を知ることや情報を伝えることの重

要さを学ぶ機会を提供する目的で，放送局が

技術的なトレーニングだけでなく，ジャーナリズ

ムの基礎も指導しながら，「若者による若者の

ための」番組制作を進めた例である。取り上げ

るテーマには，隣国で開催されたワールドカップ

もあれば，児童虐待という自国の深刻な社会問

題も含まれている。単なるメディア制作体験にと

どまらず，社会にしっかり目を向けて自ら考え，

社会を牽引していく人間としての10代の成長を

強く意識している点が，注目される。

＊番組制作過程を取材した様子は，『世界の教育
コンテンツ最前線 〜進化する双方向スタイル〜』

（NHK教育テレビ，2010年10月30日放送）の一
部として紹介された。

『Deaf	Jam	～聴いて！	私の手話の詩（うた）～』
（2012年青少年カテゴリー最優秀作品）は，異文化

理解やコミュニケーションの要素を複層的に折

り込みながら，10代の若者を引き込む工夫に

満ちた番組であった。アメリカ公共放送のドキュ

メンタリーシリーズIndependent Lensの1本とし

て放送されたテレビ番組で,授業利用向けの教

材もウェブ上で提供されている。アメリカ手話に

よる詩の創作に夢中なイスラエル出身で聴覚に

障害のある少女と，パレスチナ出身で詩の朗読

が好きな少女が意気投合して，声による朗読と

手話による表現のコラボレーションという創作活

動を始める。国や宗教，文化の違いを越えて，

尊敬し合い，友情を築きながら，自分たちの思

いを伝えるパフォーマンスの練習に励み，多くの

人びとを魅了する。若者の魅力的なアイデアを

生き生きと描くことに成功しており，多くの人び

とにインパクトを与える作品として高く評価され

た。

「日本賞」創設50年の節目となる2015年に

は，スウェーデン教育放送が制作したテレビ番

組『独裁者の部屋』（市民としての権利や自由を奪

われ，独裁者の指令のもとで8日間過ごす若者たちの様

子を台本なしのリアリティー番組の手法で描いた番組で，

青少年向けカテゴリーの最優秀賞）と，16〜22歳向

けに開発したウェブサイト教材『民主主義って

何だ？』（クリエイティブ・フロンティア カテゴリーの最優秀

賞）が，そろって高い評価を得たことが記憶に

新しい。10代の若者たちにとって取り付きにく

い内容ながら，民主主義とは何かを考えさせる

ことを重要な教育テーマと捉えて，番組制作手

法やウェブ展開を工夫した，公共放送の見識が

評価された例といえよう。

4-8　幼児向け番組にみるテーマの多様化
幼児向け教育番組の「日本賞」参加は，2000

年以降も活発であるが，1990年代までとの比

較で特徴的なのは，幼児の生活に起こる多様

な現象を現実として取り上げていくスタンスで

制作される番組が増えていることと，番組ウェ

ブサイトの積極的な開発といえよう。
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人の死を幼児にどのように伝えるかというテー

マが，アメリカの『セサミ・ストリート』制作者

たちの間で議論されたのは，1980年代にさか

のぼるが，このテーマ以外にも，幼児番組では

社会状況に合わせて重要となっている深刻な

テーマを取り上げることが増えている。

ZDFの『獣になったボクの親』（2010年）は，

離婚後の両親の苦悩する姿を幼児の目線で描

いた優しいタッチのアニメーション番組である。

子どもが直面する現実と揺れ動く心を細やかに

描いており，離婚率が高い現在の社会環境の

中で，同様の状況に置かれた自分を冷静に見つ

めたり，友だちを思いやる心を育てたりする意

味で，「離婚」の意味を十分理解できない幼児

にとっても教育的価値の高い番組との印象を

持った。幼児が社会の厳しい現実に向き合って

いる現実を認識する意味で，親や保育者たちに

も視聴してほしい番組である。

2000年以降の「日本賞」で，幼児対象の作

品のうち唯一のグランプリ受賞番組であるイギリ

スの『きみのニュースはな～に？』（幼児向け専門

チャンネルのNickJr. UKで放送）は，家族中心の環

境から多くの人びとと関わる世界に踏み出してい

く4〜6歳児たちに，身近な出来事を自分なり

に捉えて，自らの言葉で表現して周囲とコミュニ

ケーションを図る機会を提供することに，見事

に成功している番組である。幼児の生活の中で

起こる身近な出来事（ペットが逃げたこと，新しい靴を

買ってもらったこと，歯が抜けたこと等）をニュースと見

立てて，番組のウェブサイト等を通じて寄せら

れる子どもたちのニュースを，番組で取り上げて

いく。アニメーションと実写の映像合成には最

新技術を効果的に取り入れるなど，“対象者の

真のニーズを満たし，最適な学習の方法を検討

して，そのねらいのためにメディアの可能性を

最大限に活用している”点が，高い評価につな

がった番組といえる（2009年）。

NHKの幼児番組では，2003年に『ピタゴラ

スイッチ	～第25回	みかたをかえてみる～』が，

“多様な物の見方と考え方”という映像化が難

しい概念を，考え抜かれた創造的な映像セグメ

ントを用いてわかりやすくユーモアを持って幼児

に伝えることに成功している点が評価され，子

ども番組の部（幼児番組と小学生向け番組を含む）

の最優秀賞を受賞したほか，2011年には『みい

つけた！』，2014年には『ミミクリーズ	～きいろ

とくろのヒミツ～』，2015年には『デザインあ』

がそれぞれ該当カテゴリー（幼児向けカテゴリー）

の最優秀作品として表彰されている（内容は付表

2を参照）。

4－9　高齢化社会を考える作品
高齢化社会をテーマとする教育番組としては，

1987年に中等教育部門の最優秀賞を受賞した

『シンガポールの未来	～高齢化へ向かうシンガ

ポール～』（教育省制作の学校放送番組）等が思い

出されるが，2012年の ｢日本賞｣ でグランプリ

を受賞した『皺（しわ）』は，このテーマを新し

い切り口で取り上げたインパクトの大きい作品で

あった。

これは，老人ホームを舞台に高齢化社会の課

題を取り上げたスペインの大人向け長編アニメ

（福祉教育カテゴリー）で，映画として初のグランプ

リ受賞作である。アルツハイマー病を患った主

人公がホームに入居したところから話が始まり，

同室者や様 な々入居者たちとの触れ合いが描か

れている。実写では難しい描写を伝統的なアニ

メーションで見事に描き，人間はひとりでは生き

ていけないことや，友情は人生の最後まで続く

ことを伝える中で，すべての人間が直面する人



145

｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

生の終焉という重要なテーマを正面から取り上

げている点が，教育性が高いとして評価された。

丁寧な描写やエピソードが，一本一本刻まれた

皺のように積み重ねられているのが印象的で，

静かに強いメッセージを伝えることに成功してい

るように思われた（小平，2012, 2013）。　

4-10　新しいメディア環境を意識したメディ
ア・リテラシー教育の番組・コンテンツ

新しいメディアを利用した教育コンテンツの実

態については，すでに前節（Ⅳ－2, 3）で紹介

したが，“メディアに関する”教育・学習への高ま

りも「日本賞」参加作品の中に，2つの異なる

タイプとして顕著に表れている。

ひとつは，懸念されるメディアの影響に対処

するねらいの番組やコンテンツである。様 な々メ

ディアに露出している性表現をテーマとして，大

人たちが気づいていない，あるいは対処に苦慮

している問題に対して具体的戦略を示したカナ

ダNFBのテレビ番組『有害情報と子どもたち』
（2008年生涯教育カテゴリー，ユニセフ賞），ネット情

報が正しいものかどうかを科学的に解明して，

青少年の情報評価力を育成する台湾公共テレビ

の『うわさの真相をあばけ！』（2008年青少年向

け），ブログやソーシャルネットワークにつながる

ティーンエイジャーが体験する問題を取り上げる

ドイツのドラマシリーズ番組『ブログハウス	～い

つわりの名声～』（2010年青少年向け），インター

ネットの魅力と若者が陥りやすいリスクを紹介

するチェコのドキュメンタリー番組（2017年青少

年向け）等々。

そのほか，オンラインの危険から身を守るため

の知識と対処法を楽しく子どもに身につけさせ

る，カーネギーメロン大学（アメリカ）制作の，ダ

ウンロード可能なゲームも含む無料のウェブサイ

ト『サイバー世界とのつきあい方』（2009年児童

向け）等も登場してきた。すでに紹介したテレビ

番組を核とするドイツのクロスメディア作品

『ネットウォーズ』（2014年）も，このジャンルの代

表例といえる。

もうひとつは，より積極的，中立的なスタン

スでメディアと関わる力を育てること（メディア・

リテラシーの育成）を目的とするものである。こ

の分野の教育で定評があり，「日本賞」には初

回から毎回欠かさず参加してきたフィンランドの

公共放送YLEが2008年にエントリーしたメディ

ア教育用のサイト『メディアコンパス	Media-

kompassi』は，その代表的な例といえる。メ

ディア特性や情報分析の学習と映像制作体験

が可能で，学年に対応した難易度の異なる教

材や，教師・親向けの情報を提供する総合的

なポータルサイトとして統合されており，あらゆ

る人びとにとってメディアの学習が重要なことを

明示する教材となっている（小平，2012）。

そのほかにも，映画監督が語るドキュメンタ

リー論と160を超える映像作品を集めた『監督

たちが語るドキュメンタリー集』（2010年生涯教育）

というカナダNFBのサイトは，単なるデータベー

スでなく，企画立案に始まるドキュメンタリー制

作の様 な々過程を学ぶことが可能で，情報の評

価，識別する能力やジャーナリズム論にも言及

があり，メディアの発信/受信双方の観点から

学習ができるもので，教育利用に向けたガイダ

ンスも提供されている。
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2017年のグランプリ受賞作品

　2017年「日本賞」のグランプリを受賞したの
は，青少年向けカテゴリーの最優秀賞でもある
『炭鉱の子どもたち』というフランスのドキュメンタ
リーであった（シャスール・デトワール，フランステ
レビジョン，CNC，プロシレプ，アンゴワ，ジャバ・
フィルム。2017年3月に公共テレビF2で放送）。
　貧困と失業が蔓延するフランスのかつての炭鉱
町に暮らす15歳と10歳の兄弟の生活を追ったも
ので，貧困や同性愛，いじめ，学校からのドロッ
プアウト等の問題を，少年たち自身の声を通して，
ありのままに描きながら，それぞれが葛藤を抱え
ながらも，懸命に自分自身の人生をつかみ取ろう
と生きる姿を描いた点が高く評価された。
　学校を退学して働くことを選択した15歳の少年
は，制作者との緊密なコミュニケーションを重視し
て丁寧に進められたこの撮影を通して，生きるこ
とへの自信を獲得していったといい，授賞式のた
めに来日した制作者は，今回の受賞の喜びを真っ
先に少年に伝えたい，と興奮気味に語っていた。
　フランスの作品がグランプリを受賞したのは，
1995年の『もうひとつの学校』（成人教育）以来。

Ⅳ−5  番組企画部門にみる応募・
受賞傾向

2003年から2017年までの期間に番組企画部

門に応募されたのは，79の国と地域からの618

件である。地域別にみると，当初からアジアが

圧倒的に多く，続いてアフリカ，中南米の順で，

15回合計の内訳でみると，アジアが400件で

全体の65％，アフリカが111件で2割弱，中南

米が57件で1割弱を占めている。

最優秀賞（放送文化基金賞）と優秀賞（2005年

から加わった日本ユネスコ協会連盟賞）1件ずつの受

賞の計28件についても，絶対数ではアジアの

受賞が圧倒的に多いが，2009年以降は，アフ

リカや中南米諸国の企画提案も評価が高まり，

興味深いテレビ番組が完成している。

番組企画のテーマは，多岐にわたっている。

誰もが教育を受けることの重要性を説くものや，

様々な形で学校教育や教師を描くもの，識字

教育の充実や，児童婚等の社会の因習を乗り

越えることを目指す企画，さらには将来を担う

10代の子どもたちにニュースの重要性を知らせる

もの（p.143）や，民主主義への期待を扱うも

の，自ら将来を切り開こうとする女性のドキュメ

ントを通して若者を勇気づけようとするもの，子

どもの外国語（英語）学習を支援する企画など

も登場している。

2011年の受賞企画を番組化したインドの番組

『農場が私の教室』が，2012年のコンクールで

児童向けカテゴリーの最優秀賞を受賞したこと

は，「日本賞」が番組企画部門を創設した成果

が顕著に反映された例といえよう。

番組企画部門　最優秀賞と優秀賞一覧
（上段は最優秀企画賞，下段は優秀賞）

2003年
　氷河を越えて …………………………… （ブータン）
2004年
　炎の抵抗 ……………………………（ウズベキスタン）
2005年
　すべては読み書きから ………………（アフガニスタン）
　学ぼう，自分のために，未来のために 

………………………………………（バングラデシュ）
2006年
　ひとりで教えるスーパー授業 ……………… （インド）
　名前を書きたい ………………………… （ナミビア）
2007年
　ヤング・デモクラシー …………………… （ブータン）
　ボートは僕らの学校だ：明日への希望 

………………………………………（バングラデシュ）
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2008年
　そこに道はある …………………………（スリランカ）
　ほら見て，わたしの手 ……………………（ネパール）
2009年
　ねえ，知ってる？ ………………………（スワジランド）
　ツェハイ　文字を学ぶ ……………… （エチオピア）
2010年
　乳房の告発 …………………………… （カメルーン）
　教育―社会の光 ……………………（バングラデシュ）
2011年
　テレビはダンボール箱 …………………… （マラウイ）
　農場が私の教室 …………………………… （インド）
2012年
　自分を信じて ……………………………（ネパール）
　キッズ，カメラ，アクション！ …………… （コロンビア）
2013年
　通学路は大自然 …………………………（スリランカ）
　光あれ ………………………………（バングラデシュ）
2014年
　ミーアキャットの冒険 …………………… （ナミビア）
　バイジャルプル村の少女 ………………（ネパール）
2015年
　ルイスとロバの英語教室 …………… （コロンビア）
　自然が先生 …………………………（バングラデシュ）
2016年
　未来は私のもの ……………………（バングラデシュ）
　ゲレンデに夢を	～アフガニスタン少女の挑戦～
　　　　　……………………………（アフガニスタン）
2017年
　理想郷への手紙 …………………………（ミャンマー）
　レッツ・プレイ ………………………… （コロンビア）

　・放送文化基金賞（最優秀企画に対して）
　受賞企画の概要は，下記のサイトから一覧できる。
　http://www.hbf.or.jp/awards/article/jp_past

Ⅳ−6   多様化する｢日本賞｣参加型
イベント

第Ⅱ章，第Ⅲ章でもみてきたとおり，1990年代

までも「日本賞」では，作品の審査と並行して，

来日する参加者対象の催しは活発に行われてい

た。オブザーバー参加メンバー向けに視聴ルー

ムが準備され，そこでは様々な工夫により形態

も変えながら，番組視聴後のディスカッションが

繰り広げられてきた。制作者自身が参加している

場合には，制作の背景やプロセス等について，

具体的，かつ詳細な質疑応答も行われてきた。

特定のテーマを定めたシンポジウム/セミナー

の開催も続けられてきたが，2000年代には，「日

本賞」が審査の対象を放送番組以外に広げる

ようになったこととも連動して，このイベントは

さらに活発になっている。

6-1　クロスメディア・フォーラム
コンクールの対象を大幅に変更した2008年

（第35回）からは，「クロスメディア・フォーラム」

の名称のもとで，教育番組・コンテンツの質を

高めることを目的とした，メディア制作者，教育

関係者のための研鑽と交流の場を開設し，番

組上映・意見交換会や，テーマを特定した

「Meet the Experts」「トーク＆スクリーニング」，

学生対象のセミナー等も実施するようになった。

この枠組みの中で2011年までに取り上げられ

たテーマをみてみると（p.148），日本も含めて

まだこの時期には世界全体でも根強かった，“教

育”と“ゲーム”は相反するものといった捉えら

れ方を払拭するねらいで“教育ゲーム”に関す

るセッションが多かったことが注目される。

また，2010年は，参加者に過去の「日本賞」

受賞番組を視聴する機会を提供して，教育番組

の将来を考えるきっかけにしたいというコンクー

ル事務局の意向を受けて，筆者が，本稿でも

取り上げた中からいくつかのテレビ番組の上映

も含めて，プレゼンテーションを担当した。そし

て，2011年には，コンクール開催の半年前に起

きた，東日本大震災をきっかけとするセッション

も設けられたが，ここでも新しい教育メディアと

してのゲームの持つ可能性の紹介と議論が繰り

広げられた。
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「Meet	the	Experts」「トーク＆スクリーニング」で
取り上げたテーマ

2008年
　「ゲームと教育メディアのキーパーソンが語る」
　1. ゲームとその教育効果を語るトークイベント
　2. ゲームと哲学※

2009年
　「教育コンテンツにおけるエンターテインメントの

役割とは？」※

　「シリアスゲームとは？ 教育現場でGAMEがもた
らす力」※

2010年
　「映像のリアリティーとは？ 〜多様性と相対性を

めぐって〜」
　「最先端メディア，従来メディア 〜教育コンテン

ツ制作における効果的な利用法〜」
　「アンジェイ･マレシュカと語る夕べ」
　「日本賞グランプリにみる，世界の教育コンテン

ツの潮流」※

2011年
　「子どもが思わず身を乗り出すコンテンツとは？」※

　「災害・社会危機にインタラクティブ・コンテン
ツは何ができるか？ 〜ゲーム，ウェブサイト，その
他の双方向コンテンツの新たな可能性〜」

・ この年の「日本賞」では，NHK東日本大震災
プロジェクトの特別上映も実施され，コンクー
ル参加者の注目を集めた。

 ※は，NHKメンバーが登壇したことを示す。

6-2　教育コンテンツ世界制作者会議
2012年（第39回）コンクールからは，「教育コ

ンテンツ世界制作者会議（IPCEM：Interna-

tional	Producers	Conference	for	Educational	

Media）」の名称のもとで，メディア・コンテン

ツの最新情報や世界の教育事情がわかる催し

が，pp.150〜151のとおり，数多くのセッション

を設けて実施されている。コンクール参加番組・

コンテンツの内容面での特徴だけでなく，少し

先を見据えた，新しいメディア環境下での教育・

学習のあり方といった点にも目を向けて，多様

な観点からテーマを設定していることが，重要

な特徴といえる。

【新しいメディア環境下での教育・学習形態】
例えば，2012年には，“オンラインで，いつで

もどこでも高品質の教材が無料で入手できる環

境は，教育を「教わるもの」から「学ぶもの」

へと変える可能性があるのではないか”という

観点から，膨大な教育リソースを再構築中の

BBC教育部門（BBCラーニング）の担当者，

アメリカのCoursera（世界の大学と協力して，コース

のいくつかを無料でオンライン上に提供している，スタン

フォード大学教員が創設した組織）や，TEDエデュ

ケーションのメンバーを招いて，オープンソース・

エデュケーションに関するディスカッションが行わ

れた（セッション3＊）。

続く2013年には，大学のコースをオンライン

上で受講できる，大規模公開オンライン授業

MOOCs（Massive Open Online Courses）の最先

端動向について，アメリカから大学関係者を招

いて事例を紹介したうえで，その可能性と課題

をめぐる議論が行われた（セッション1＊）。

＊この2つのセッションは，2012年にアメリカで
Coursera, Udacity, edXの3つのサービスがス
タートして，MOOCs元年と称され，2013年に
は日本でも東京大学がCourseraに，京都大学
がedXに参加し，日本オープンオンライン教育
推進協議会（JMOOC）が設立される等の動き
がある中で開催されたものである。

【公共放送のデジタルラーニング政策】
「日本賞」の参加機関が多様な時代となり，

ゲーム制作の専門家や，アニメーション制作の

専門家が登壇する機会も増えているが，放送

番組からスタートしたNHK主催の国際コンクー

ルということもあって，公共放送（あるいは公共メ

ディア）としての教育デジタル展開や，放送機関
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の教育サービスの方向性を探るテーマも常に重

視されている。

2014年には，BBC，WNET，NFB，NHK

の代表者が，それぞれのデジタル戦略を紹介し

てディスカッションを繰り広げた（セッション1）。公

共メディアには，教師，親，子どものニーズや

関心に焦点を当てた複層的なアプローチで，ク

リエイティブで魅力的，かつ楽しめる教育コンテ

ンツを，幅広い年齢の子どもたちに提供する重

要な役割があることが確認され，子どもたち

（人びと）を学びに積極的に巻き込んでいくた

めに，ウェブベースのコンテンツとモバイル機器

を使ったデジタルプラットフォームは，放送局が

教育コンテンツを届けるうえで絶好のチャンスを

生んでいるという点が，登壇者たちから強調さ

れた。

2017年のセッション「BBCのデジタル・ラー

ニング」では，日本でも関心が高い「プログラミ

ング教育」への対応も含めたBBCの最新動向

が紹介され，参加者の注目を集めた（セッション

5）。BBCは1980年代に，使い勝手のよいBBC

マイコンを開発して全英の学校に普及させ，様々

な教科の教育番組の補助教材となるパソコンソ

フトの開発を進めた経験があるが（小平，1997b, 

2015b），今回はBBCが主体となり，多くの組

織と共同で ｢micro:bit（マイクロビット）」とい

う超小型コンピューターを開発し，2015年に全

国の学校を通して7年生（11〜12歳）全員に無

償で配布して，授業での活用が進んでいる。マ

イクロビットは，クレジットカードよりも小さいサ

イズの基板に，動作をプログラミングできる様々

な装置を搭載したもので，これを用いて“動く

ものをプログラミングして作る”実体験をするこ

とで，子どもたちが論理的思考能力を身につけ

られるようにデザインされている。

自分の持ち物としていつでも自由に操作でき

ることで，コーディングやプログラミング，デジタ

ル技術，あるいは広い意味でのコンピューター・

サイエンスに対する興味を喚起し，多様な分野

でデジタル時代をリードする子どもたちの育成を

目指す“環境を提供する”というこのプロジェク

トは，新しい教育サービス提供の形として参加

者に大きな刺激を与えたようであった6）。

2015年のセッションに登壇したミルトン・チェ

ン博士＊は，デジタル技術が学習に与える効果

を，①以前より圧倒的に豊富な知識を提供でき

るようになった，②頭と心そして手，子ども自身

の体のすべてを使って学ばせることが可能に

なった，③子どもが主人公となり主体的に学ぶ

ことができるようになった，の3点に整理したう

えで，“あなたが学びの中心に（いる）”という意

味で“EdYOUcation”という表現を披露した

（セッション3）。このように新しいメディアが教育・

学習にもたらす意味合いを考えていく場を設け

ることも，今後ますます重要になっていくであろ

う。

＊ジョージ・ルーカス教育財団特別顧問。1990
年代から「日本賞」に関わりを持ち，2002年
に第29回コンクール審査委員長を務めたあと
も，教育メディアの分野で世界を牽引するひと
りとして ｢日本賞｣ に貢献してきた，アメリカの
研究者。コンクール創設50周年の2015年には，
NHK会長賞を受賞。

【重要テーマをめぐる新たな国際展開】
教育番組・コンテンツの内容に関連したもの

としては，いじめ，異文化理解，戦争，難民，

防災等の社会の重要課題について，メディアが

どのように関わりを持って役立つことができるか

を議論するセッションが，多数開催されてきた。

2017年のセッションでは，NHKの提案により，

ABUやEBU等の協力を得て始まった，国を越
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えた協力関係の中で，いじめに傷ついている人

びとに立ち直るきっかけのメッセージを届け，世

界からいじめをなくしていこうという国際共同制

作プロジェクト「FACES	:	How	I	survived	being	

bullied」の紹介が行われた（セッション3）。具体

的には，公共サービスを使命とする世界中のメ

ディアが協力して，いじめられたことのある経験

者から，いじめを乗り越えた体験談を集めて2

分の動画として完成させ，ウェブサイトや放送で

発信していこうというものである＊。パネリストた

ちは，このような国際プロジェクトを，世界の公

共放送局が協力して実現させることの意義を強

調し，参加者たちからも高い関心が寄せられた。

いじめ以外のテーマについても応用が可能な取

り組みではないかとの声も聞かれた。

＊プロジェクトは，NHKが学校放送シリーズ『い
じめをノックアウト』を中心に展開している「い
じめを考えるキャンペーン」の一環でもある。
2017年10月25日に国際版のウェブサイトが公
開され，日本，台湾，メキシコ，セルビアで完
成した2分メッセージの動画の視聴が可能であ
る。 http://www.nhk.or.jp/faces/（2017.12.14
現在）

　　いじめを乗り越えた人の体験談を「どのよう
ないじめを受け」「どのように感じ」「その状況
を脱するきっかけは何だったか」「今振り返って
どのように思うか」の4点について，本人がカメ
ラに向かって顔を出して語る姿を映し出すため，
プロジェクトにFACESという名称が用いられて
いる。

2017年10月，NHKみんなの広場ふれあいホールで開催

2017年ⅠＰＣＥＭのセッション風景

2012～2017年のIPCEM（教育コンテンツ世界制作者会議）の
セッションや基調講演等のテーマ

【2012年（第39回）】
《スペシャル･ワークショップ》 「チャレンジ！	哲学的テーマを
子どもに	～「幸せ」って何？～」※

《セッション》
1　「ニュース・リテラシー	～ニュースの受け手，送り手とし
ての子どもたち～」※

2　「インタラクティブメディア・インパクト	～ゲーム参加型
コンテンツが制作に与える影響と新しいメディアとしての可
能性～」※

3　「エデュケーションからラーニングへ	～オープンソース・
エデュケーションの可能性～」※

4　「共同制作の新たな展開:グローカリゼーションとマルチ
メディア化	～『大科学実験』に見るケーススタディ～」※

《基調講演》　「ユーザー発信が変えるメディア･コンテン
ツ」（「初音ミク」の開発者）

【2013年（第40回）】
1　「学校の未来	～MOOCsの可能性と課題～」※･･･無料

で大学の講義を受けられるMOOCs（大規模オープンオ

ンラインコース）は教育の現場をどう変えていくのか，そ
の可能性と課題を議論する。

2　「教育メディア途上国の戦略」※…発展途上国における
教育現場でのメディア活用状況とテレビ番組の教育的効
果について，各国のパネリストによるプレゼンテーション。

3　「いじめに立ち向かう：メディアに何ができるのか」※…世
界中で深刻な問題となっている「いじめ」について，各
国のメディアが様々なアプローチで番組制作に取り組ん
でいる中，メディアの役割について議論する。

4　「Visualize	 invisible：科学番組大集合」※…学校放送
からバラエティー実験番組まで，科学をテーマにした番
組の多様な制作手法をみながら，その教育効果につい
て考える。

5　「アニメーションの可能性」…2012年のグランプリ
『皺』（成人向けアニメ長編映画），海外でも人気の『ク
レヨンしんちゃん』，2人の監督がアニメーションの表現
力を語る。

6　「BOSAI：新しい防災教育とメディアのかたち」※…今必
要なのは，ハードに頼る防災ではなく，一人一人が自然
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を正しく理解し，行動力で被害を防ぐ新しいBOSAIで
あるとの視点から，教育とメディアに何ができるか，各
国の取り組みを通して考える。

【2014年（第41回）】
1　「公共メディアの教育デジタル戦略」※…世界の公共放

送は教育分野でどのようなデジタル戦略を展開し，付加
価値をつけていくのか，主要メディアの最新の試みを探
る。WNET，NFB（カナダ），NHK，BBCのメンバー
が登壇。

2　「今年の日本賞参加作品の傾向」※…世界から集まった
320の作品について，各カテゴリーの1次審査委員の分
析を発表。

3　「セサミストリート　世界展開の秘密」…半世紀も続くア
メリカの長寿教育番組『セサミストリート』はアジア，ア
フリカ，欧州など30以上の国で国際共同制作版が放送
されている。世界で愛される成功の背景にインタビュー
で迫る。

4　「ゲーミフィケーション	～教育の21世紀モデル～」…
「ゲーミフィケーション」とは何か。ゲームを使った学習に
より，教育に変革をもたらそうとする取り組みのパイオニ
アが，その実践と展望を語る。

5　「戦争を語り継ぐ	～教育メディアの責任～」※…2014年
は第一次世界大戦開戦から100年。教育の最も重要な責
任のひとつは，若い世代に戦争体験を伝えていくことだ
が，世界の教育メディアはどのようにこの義務を果たそ
うと努めているのか？

《スペシャルプレゼンテーション》 「作り方を作る」…NHK 
Eテレ『ピタゴラスイッチ』を生み出し，数々のCMを手がけ
てきた佐藤雅彦氏が，世界の制作者に向けて，独特の映
像表現を可能にする「作り方」の秘密を，明らかにする。

【2015年（第42回：「日本賞」50周年）】
1　「教育コンテンツ，その過去・現在・未来	～日本賞50
年に見る～」※…1965年に，世界に唯一の教育番組の国
際コンクールとして始まった「日本賞」。過去の受賞作品
を見ながら，教育コンテンツの歴史を振り返る。

2　「異文化へのリテラシーのために」…民族，宗教，生活，
習慣などの異文化による衝突が世界各地で起こってい
る。こうした事態に対して，教育コンテンツの制作者は
どう向き合うかを考える。

3　「デジタルコンテンツの明日	～クリエイティブ・フロン
ティア	カテゴリーにみる最新トレンド～」…2015年 ｢日本
賞｣ のクリエイティブ･フロンティア カテゴリーの1次審査
通過作品を通して，未来のデジタル学習について考える。

【2016年（第43回）】
1　「“貧困”“難民”“いじめ”…苦境に立たされる若者に
メディアは何ができるのか」…貧困や難民，いじめ等困難
な状況にある若者たちの現状を考えるとともに，メディ

アがどのような手を差し伸べることができるのかを考え
る。

2　「次世代デジタルラーニングの可能性を探る」…次世代
デジタル学習にどのような可能性があるのか，放送とデ
ジタルが共存し，ともに発展していくために作り手側が
できることは何かを考える。

《スペシャルプレゼンテーション》 「ピクサーのデジタル学習
への新たな挑戦」…ピクサー･アニメーションが2015年に
公開したデジタル教材 ｢Pixar in a Box｣ の話を中心に，
ピクサーが手がけるデジタル学習の新たな可能性に迫る。

《スペシャルワークショップ》 「地域に根ざした訴求力のある
教育コンテンツ」（Developing	High-Impact	Local	Content）
…世界中から集まった参加者がグループごとに，“地域に
根ざした訴求力のある教育コンテンツ”を企画して発表す
る，新規のワークショップ。世界各地で「国際共同制作版
セサミストリート」の開発を推進してきた研究者シャーロッ
ト・コール博士が，ファシリテーターを務める。

【2017年（第44回）】
《基調講演》“Listen（聞く），Honor（尊ぶ），Share（共
有する）：StoryCoｒps	人々の物語を聞く”※…市井の人々
同士による対話を記録し，保存，共有する活動でエミー賞，
ピーボディー賞，TED賞などに輝いたアメリカのNPO，
StoryCorpsの活動についての講演と対談。

《セッション》
1　「厚切りジェイソンとアートな子育て」…ゲストを迎えて

ユニークな子育てについて語り合う。
2　「アプリはデジタル時代のおもちゃ？」※…クリエイティブ･

フロンティア カテゴリーの1次審査部会リーダーが，デ
ジタルコンテンツのトレンドを紹介し，さらに2017年の
ファイナリストも加わってのパネルディスカッション。

3　「放送局の国際共同制作で，社会的課題になにができ
るかを考える」※…NHKによって開始された，世界からい
じめをなくすための国際的なキャンペーンプロジェクト

「FACES」を通して，制作者が社会的課題にいかに取
り組むことができるかをディスカッションする。

4　「MINI	 INPUT	×	『日本賞』」※…INPUT（世界公共
放送会議）との共同企画。2016年のINPUTで最も話
題を呼んだ『チャック・ノリスと共産主義』を上映し，
完成に至るまでの道のりについて，ディレクターとプロ
デューサーに話を聞く※。

5　「BBCのデジタル･ラーニング」※…“micro:bit”という
超小型コンピューターを子どもたちに無償で配布し，プ
ログラミング教育をリードするBBCラーニングの責任者
に，その戦略をたずねる。

 ※は，NHKメンバーが登壇したことを示す。

 （各回の報告書の情報をもとに筆者が作成）
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【2015～2017年の公開イベント】
「U18ぼくらの未来」……「日本賞」創設50年記

念。日本の中高生が，世界のネット文化をリー
ドする専門家たちと，学びの将来や社会問題
について議論するイベントを実施。

 （2015.10.17　於：日本科学未来館）
「異文化理解とメディア」……上智大学，70周年

を迎える国連と共同で2回のイベントを実施。
第1回は，異文化理解をテーマにした2013年
受賞作品を上映してのディスカッション，第2
回は，授賞式直後に2015年のグランプリ受
賞作品等と制作者たちの参加を得てのディス
カッションを実施。参加者には高校生も含ま
れていた。

 （2015.6.19＆2015.10.24　於：上智大学）
「映像作品から難民問題を考える」……立教大学

との共催，国連広報センターの協力を得た企
画で，2015年の日本賞参加作品の上映を含
めて，深刻化する「難民｣ をテーマにディス
カッションを実施。

 （2016.10.6　於：立教大学）
「世界の教育メディア最前線」……日本学生支援

機構と共催の「日本賞」作品上映会を実施。
 （2017.7.2　於：日本科学未来館）

ダイナミックな変化の時代となった2000年以

降の「日本賞」では，テレビ番組を中心に，映

画やビデオ作品，多様なデジタルコンテンツが

登場し，メディアが人びとの学びの世界を拡大

していく状況が明らかになったといえる。そのこ

ととも関連して，参加者たちの間では，個々の

番組やコンテンツに対する関心だけでなく，よ

り広い視点から“教育とメディア”を捉えること

への関心が高まる傾向が，1990年代までの時

代よりもさらに顕著になっているといえよう。

Ⅴ 考察

本稿では，教育番組に特化した国際コンクー

ル「日本賞」が始まった1965年以降の半世紀

を，大きく3つの時期に分けたうえで，教育環

境の変化，テクノロジーやメディア環境の変化，

教育とメディアの関係に対する考え方の変化，

社会から求められる教育ニーズへの対応等の多

様な観点から，世界の教育番組・コンテンツを

めぐる動向を捉えてみた。最後に，筆者自身の

「日本賞」体験を通した私見も交えて各時代を

振り返りながら，今後へ向けての展望を述べる

こととしたい。

◆世界が示した放送メディアへの強い期待
1970年代末までの「日本賞」初期は，独立

間もない若い国が多かった発展途上の国々で

も，戦後の人口急増で教育の充実に追われる

先進諸国でも，国の基礎となる教育の充実に

向けて，ラジオやテレビという放送メディアの力

に大きな期待を抱いて，学校教育の充実に向け

た教科番組や，成人向けの基礎教育を中心と

する教育番組の制作と普及を目指した時代で

あった。

世界全体でみると，ラジオからテレビへ，白

黒からカラーへという流れがみられたが，1970

年代後半でもラジオが主要メディアの国や，白

黒テレビ番組で「日本賞」に参加し受賞する国

も珍しくない状況であったことは，“教育とメディ

ア”研究に関わり始めたばかりの筆者にとって

新鮮な驚きであった。

この時期の大方の動向については，筆者は日

本賞ライブラリー等に残されている番組の視聴
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や，印刷媒体の記録，当時を知る人びとへの取

材を通した情報をもとに分析を進めるという制約

があったものの，それでもこの時期の世界各地

域の教育番組（特に先進諸国の経験から学ぼう

とする発展途上の国々の番組）には，教育に対

する情熱や勢いをひしひしと感じることができ

たのである。

◆多様な発展をみせた世界の教育番組と 
教育放送を支えるパワー
続く1980・1990年代は，社会の変化とメディ

アの変化（テクノロジーの進展）の双方が，教

育番組を多様化させた時代であった。社会の変

化が大きくなり，多様化するにつれて，教育番

組が扱うテーマも広がりをみせ，環境，異文化

理解，戦争と平和，貧困や児童労働，薬物，

エイズ，いじめや差別，子どもの心をめぐる問

題等々，教科の枠に収まらない，今日的課題を

扱う内容が増えていった。

様 な々内容を学習者にとって魅力的に提示す

る番組が増えたのも，この時代の特色だが，そ

の背景としては，①新しい映像技術を効果的に

用いて，難しい内容をわかりやすく説明できる

ようになったことや，②身近な事例やクイズ形

式の採用，親しみのある登場人物の起用で楽し

く学習できる演出面の工夫が進んだことが挙げ

られる。

コンクールの対象は，まだ放送番組に限られ

ていたが，世界を見渡すと1980年代以降，教

育現場へのコンピューター導入の動きも始まって

おり，1990年代後半の「日本賞」参加番組の中

には，学習を促進させるためのCD-ROM教材

やウェブサイトが連動した学校放送番組もあり，

こうした新しい動向に，各国の参加者たちは大

いに関心を示し，活発な情報交換とディスカッ

ションが繰り広げられていた。

この時期の「日本賞」では，筆者は毎回参

加者たちと一緒に番組を視聴しながら，様々な

見方や考え方に触れていたが，内容面でも演出

面でも多様な教育番組が登場した時代だけに，

イギリスの『飛ぶ鳥のメカニズム』（p.118）をは

じめ，印象に残る番組も多い。

また，文研の提案で実施した，参加機関へ

の「日本賞」国際アンケートの分析や報告，そ

れをもとにしたシンポジウムやセミナーも担当し

たため，番組の背後にある各国の教育放送を

めぐる全体状況や，各放送機関の教育サービス

に対する考え方を知ることで，それぞれの教育

番組の持つ意味合いを理解できることも実感し

た。

欧米先進諸国で公共放送の商業化傾向が進

み，教育番組が苦境に立たされたこの時期，教

育放送の責任者たちは，教育番組の重要性を

様 な々局面で主張し，新しいメディアの動きを取

り込む等の積極的な戦略も検討しつつ，教育

サービスの新たな時代を切り開こうとしていた。

こうした状況が，「日本賞」参加者たちの間で共

有され，困難な状況を乗り越えるための情報・

アイデア交流の場となっていたことの意味も重

要だったと感じている。

ちょうどこの時期，1993年開催の第20回コ

ンクールで審査委員長を務めたBBC教育局長

のアイブロン・ジョーンズ博士の授賞式でのス

ピーチは，強く印象に残っている。

……21世紀の新しい時代の要請に応えるために，世
界の人びとを教育するという観点からみれば，放送メ
ディアの果たす役割は，誠に重要なものです。…（中略）
…ニュースや時事番組は現在

4 4

を扱い，教養文化番組は
過去
4 4

を重視します。しかし，教育番組は常に未来
4 4

に視
点をおいています。このことは，「教育番組に託されて
いるのは地球の未来です」という，「日本賞」のメッ
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セージの中でも特に強調されています。この目的を果
たすためには，全人類の英知の結集が必要です。

 （小平，1994a）

◆メディア変革期の教育番組・コンテンツが
広げる学びの世界
2000年以降は，メディアの多様化が顕著に

なる中で，コンクールの対象が放送番組以外に

も拡大され，2008年には，「日本賞」は，「教育

的な意図で制作された音と映像を用いた作品

全般」を対象とするコンクールとなった。ウェブ

サイトや教育ゲームをはじめ，双方向メディアの

特性を生かした多様なコンテンツが続々登場し，

教育や学習の形態が拡大していく状況を実感

する時代となった。番組に連動したウェブサイト

のほかに，公共放送局主導で開発された歴史教

育向けの教育ゲーム・シリーズ，障害者の学習

機会の拡大を目指して大学が開発したアプリ

ケーション・ソフトウェア，メディア経験の異なる

幅広い視聴者に同一メッセージを伝えるため，

テレビ・ラジオ・ウェブサイト・モバイル端末と

いった異なるデバイスで提供するクロスメディア

作品等，その形態は多岐にわたる。

ただし，「日本賞」参加作品全体を俯瞰する

と，現在でもテレビ番組は中心的な位置を占め

ている。1990年代までよりさらに厳しい課題が

社会を取り巻く中，異なるものへの正しい認識・

理解や，人間の根源・本質に迫るテーマをじっ

くり考えさせるテレビや映画等の映像作品が高

く評価されていることは，重要なことといえる。

審査委員の経験も含めて，この時期の「日

本賞」にも毎回参加してきたが，参加作品だけ

でなく参加する人びとも多彩になってきたことで，

番組・コンテンツそのもの（教育・学習のテー

マや演出方法）に対する関心だけでなく，多様

なメディアがこれからの教育・学習にどのように

役立つことができるか，ということへの関心も

高まりをみせ，年々ディスカッションも活発になっ

ているように感じられる。

◆これからの「日本賞」に期待されること
こうして振り返ってみると，「日本賞」は，半世

紀を超える世界の“教育”と“メディア”それぞ

れの変容を映し出してきたと同時に，“教育とメ

ディアの関係”を考える機会を世界中の人びと

に提供しながら，それぞれの時代が必要とする

様々な教育番組・コンテンツの制作を活性化さ

せ，参加者間のネットワークを育んできたといえ

よう。

「日本賞」を通して，世界の教育番組・コンテ

ンツの最新動向に触れ，異なる立場で制作や

研究を進めている人びとと情報や意見を交換し

交流を深めた参加者たちは，こうした機会に

「優れた番組・コンテンツとは何か」「どのように

メディアを利用することで教育効果は高まるの

か」といった問いに対する答えの手がかりを得

て，その後の制作活動や教育・研究活動を発

展させていく。

このプロセスは，“教育番組・コンテンツの質

の向上”に向けて今後も重要なものだが，2017

年の「日本賞」参加を通して，もうひとつ重要

なポイントを加えておきたい。2017年の教育コ

ンテンツ世界制作者会議では，世界に共通する

長年の教育課題である“いじめ”に着目し，“世

界からいじめをなくすための国際的キャンペー

ン”として始まった国際共同制作プロジェクト

FACESの活動が披露され，参加者の関心を集

めた。

このテーマでは，1980年代以降，数多くの

番組が「日本賞」に寄せられ，受賞もしてきた
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が，いずれの社会でも解決が容易ではない状

況が続いている。こうした中で，「日本賞」を通

じた経験や人的ネットワークを生かして，NHK

の提案で始まったこのプロジェクトは，新しい

形による提言の発信と捉えることができよう。

筆者は，長年「日本賞｣ 以外の観点でも世

界の教育とメディア動向の研究に携わってきた。

その知見から，公共放送（メディア）の役割と

して「放送，新たなメディア，対面コミュニケー

ションを組み合わせた教育サービスの全体設

計」「学習の場やメンバーを結びつけるオーガナ

イザーとしての役割」「ジャーナリズム機関として

の教育キャンペーンの創出」に注目してきた（小

平，2009, 2014）が，これは国内にとどまるも

のではない。

公共メディア機関を中心とする連携が，世界

の教育の向上や社会的課題の解消に向けて働

きかけることが可能なことを示す例として，

FACESプロジェクトが発展することを期待する

とともに，優れた教育番組・コンテンツが集ま

る場である「日本賞」が，今後ともこうした国際

プロジェクトの起点となるアクティブな場であり

続けてほしいと思う。

最後に，2017年「日本賞」の審査委員長を

務めたマーカス・ニケル氏（イタリア放送協会）

がインタビューに答えて語ってくれた言葉を紹介

しておこう。教育番組の国際共同制作で長年の

経験を有すると同時に，教育に対する公共放

送機関の使命も強く意識している人物の発言だ

けに，重く受け止めたい。

……人びとが出会い，ネットワークを築き，プロジェク
トを立ち上げるためのベース（拠点）として，「日本賞」
はこれまで以上に重要になっていきます。

 （こだいら さちこ）

※本稿の番組写真は，「日本賞」事務局より提供を受
けたものである。

注：
1）そこには，総会に提出された各報告，分科会報告，

会議が採択した勧告等の各全文を含む会期中の
議事と会期中の諸行事が詳細に記述されており，
会議の組織委員長を務めた前田義徳NHK副会
長によるはしがきには「教育放送に対する参加各
代表の熱意と理想と将来に処する覚悟を示す物
的証拠である。本議事録が，東京での学校放送
会議が世界の多くの地域における学校放送の進
歩への有効な媒体であったことを証明するよすが
ともなれば望外のしあわせである。」と記されてい
る。

2）「日本賞」創設に尽力した阿部眞之助会長は，初
回コンクールの開始直前に死去し，副会長であっ
た前田義徳が後任の会長となった。「日本賞」で
は，阿部氏の功績を称えて，初回コンクールから

「阿部賞」を設けていた。
3）例えば，第1回コンクールでは各放送機関，ラジ

オ・テレビそれぞれ最大3番組までエントリーする
ことができたが，第2回では，各2番組へと制限
されている。そして第3回〜第6回までは，“全国
規模の放送機関はラジオ，テレビ各3番組まで，
地域的機関は各1本のみ”とされていたが，次第
に増加する成人教育番組の平均内容時間が大幅
に伸びて審査日程の過密化が続いたことから，そ
の打開策として，第8回（1972年）以降は，前
者が各2番組，後者が各1番組となった。提出番
組の本数，内容時間，参加資格などの規定は，
その後世界の放送界や参加機関の動向の変化や，
コンクール運営上の問題など，多様な要因を勘案
し，何度か修正が行われていくこととなる。コン
クール参加番組（作品）数の増減については，こ
の点も勘案して解釈する必要がある。

4）毎回のアンケート結果は，セミナー等の席上で参
加者に配布するほか，参加機関へもフィードバック
してきた。さらに1980年代までのアンケート結果
やこの時期の世界の教育番組の状況については，
広く世界の関係者に知らせるため文章化して，放
送文化研究所発行の英文誌に発表した（Kodaira, 
1991）。この国際アンケートの結果は「日本賞」
参加関係者以外からも注目され，EBU教育放送
研究者セミナーや，『セサミストリート』国際会議
においても発表を求められ（いずれも1990年），
世界の教育放送の発展に向けての議論に役立て
られた。
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5）2000年代以降「日本賞」への参加が積極的で，高
い評価を得る作品が多いNFB（National Film 
Board of Canada：カナダ国立映画制作庁）は，
1939年にカナダの映画・テレビ産業の育成・振興
を目的に設立された公共機関で，制作や配給，アー
カイブの公開を行っている。学校等教育機関での
利用にも役立つ質の高い教育的な作品を多数制
作しており，教師向けガイド等も充実している。

6）このプロジェクトは，BBCの「デジタル推進プロ
ジェクト：Make It Digital（英国民のデジタルスキ
ルや創造力の向上を図る全国プロジェクト）」の一
環でもある。マイクロビットは世界展開もみせてお
り，日本でも2017年夏から入手が可能になってい
る。（参考：イギリスのプログラミング教育向けマ
イコンボード「マイクロビット」が日本に上陸」
https://switcheducation.com/2017/07/25/
microbit_launching_in_japan/）

主な引用・参考文献：
全体を通して関連する文献以外については，章ごとに，
時系列を原則で掲載。
※印は，「日本賞」に特化していないが本稿に関連の

強い参考文献である。
注：1949年4月創刊の月刊誌『放送教育』（日本放送

教育協会）には，「日本賞」開始前の世界の教育放
送に関する動向，そして「日本賞」開始後は2000
年の休刊まで，コンクールに関連して多数の原稿が
掲載されてきた。本稿では，特に関連の強い文献の
みを掲載するが，初期には通巻号数を優先していた
月刊誌であるため，本誌については，すべての時期
を通して通巻号数で表示し，（　）内に発行年月を
表記した。

全体を通して
・「日本賞」教育番組国際コンクール事務局（1975）
『「日本賞」コンクール10年の歩み』NHK

・「日本賞」教育番組国際コンクール事務局（1994）
『「日本賞」20回のあゆみ』NHK

・「日本賞」教育番組国際コンクール事務局（2004）
『「日本賞」30回のあゆみ』NHK

・「日本賞」事務局発行の第1回〜第43回まで，各回
のコンクール報告書

・「日本賞」コンクール 日英のウェブサイト
http://www.nhk.or.jp/jp-prize/index_j.html
http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html

※ 海外教育放送研究会（1997）『国際協力としての教
育放送』日本放送教育協会

※ 海外教育放送研究会編（2001）『教育放送の国際
展開とその成果 〜総括と展望〜』日本放送教育協
会

・小平さち子（2015a）「〈放送研究リポート〉50年を
迎える『日本賞』コンクール」『放送研究と調査』65

（10），84-87.
※小平さち子（2015b）「海外にみる教育番組・コンテ

ンツの傾向と公共放送の役割」NHK放送文化研究
所編『放送メディア研究　12〈特集・多様化する子
どもの学習環境と教育メディア〉』丸善出版，253-
278．
https://www.nhk.or.jp/bunken/book/regular/
media/media12/3_05.pdf

第Ⅱ章
「日本賞」コンクール開始以前
※ 西本三十二（1962.2）「テレビ教育・アメリカ紀行
（2）」『放送教育』155，12-16.

※ 浅沼博・前田義徳・西本三十二（1962.4）「新学年
を迎えて　放送教育の課題と展望」『放送教育』
157，16-22.

※ 西本三十二（1962.9）「世界におけるテレビ教育の
現状」『放送教育』162，12-20.

※ 西本三十二ほか（1964.4）「特集/第2回世界学校
放送会議のために：①第2回世界学校放送会議に
期待する/メッセージ，②学校放送の新しい動向：
EBUレビュー誌に見る」『放送教育』181，7-33.

※ 西本三十二･長浜道夫（1964.6）「対談 /第2回世
界学校放送会議の成果」『放送教育』183，52-61.

※ 日本放送協会（1965）『第2回世界ラジオ･テレビ
ジョン学校放送会議（1964年4月9日〜15日･東
京）』日本放送協会

※Nippon Hoso Kyokai (1965) Proceedings of the 
Second International Conference of Broadcasting 
Organizations on Sound and Television School 
Broadcasting, Nippon Hoso Kyokai.

※西本三十二（1966）『教育の近代化と放送教育』日
本放送協会

・ 堀紀子（2012）「『日本賞』教育番組国際コンクー
ルの再生」教育放送研究会編『教育放送75年の軌
跡』日本放送教育協会，116-120．

1965年（第1回）コンクール
・西本三十二ほか（1965.12）「第1回『日本賞』教育

番組国際コンクール：コンクール概要，入選作品の
概要，審査報告」『放送教育』201，22-28.

・前田義徳（1966.1）「講演/日本賞と世界の教育放
送」『放送教育』202，24-27.
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・ 西本三十二・吉田正（1966.2）「対談 /日本賞コン
クールの成果と展望」『放送教育』203，16-27.

1966年（第2回）コンクール
・西本三十二・吉田正（1967.2）「対談 /放送教育の

未来を拓く：発展する日本賞コンクールをめぐって」
『放送教育』215，20-29.

1968年（第4回）コンクール
・坂元彦太郎･山崎誠ほか（1969.1）「座談会/日本

賞コンクールの審査を終わって①ラジオは大衆との
対話，②放送の利用分野の拡大と多様化」『放送教
育』238，65-68. ･･･①は1968.11.3 R2で放送，②は
1968.11.2 ETVで放送した内容の要約

1969年（第5回）コンクール
・小島明（1970）「『日本賞』にみる最近の教育放送

番組の傾向」『放送文化』25（2），46-48.
1971年（第7回）コンクール
・西本三十二・鈴木博・宇佐美昇三・佐藤浩一・後

藤田純生（1971.12）「特集/日本賞にかがやく『セ
サミストリート』」『放送教育』273，22-34.

・前 弘（1972）「各国の教育番組　新しい芽：第7回
日本賞教育番組国際コンクール参加作品を見て」

『放送文化』27（2），56-59.
1972年（第8回）コンクール
・吉田正（1973.1）「第8回日本賞コンクールをおえて 

巡回ライブラリーを創設：日本賞の成果を世界各地
に」『放送教育』286，68-70．

・吉田正（1973.8）「インタビュー/国際化の時代に対
応して：国際理解を深めるための教育と放送」『放
送教育』293，66-70．

1973年（第9回）コンクール
・ 寺脇信夫（1973）「教育番組の世界的潮流：1973

年『日本賞』参加作品から」『放送文化』28（12），
10-15.

・武井照子（1974）「幼児のための詩の番組：ラジオ
部門『文部大臣賞』受賞『かきくけこ，かきくけこ』
を制作して」『放送文化』29（1），7-9.

※ 井上英治（1976）「西ヨーロッパの教育テレビ：その
組織と現状」『文研月報』26（8），13-27．

1975年（第10回）コンクール
・井上英治（1977）「『日本賞』―過去・現在・未来：

参加番組から見た『日本賞』の歩み」『文研月報』27
（2），46-58．

第Ⅲ章
1979年（第12回）コンクール
・ 秋山隆志郎（1980）「世界の教育放送の動向：第

12回日本賞教育番組国際コンクールのアンケートよ
り」『文研月報』30（3），16-21.

・西本洋一・秋山隆志郎（1980.1）「対談 /教育放送
に期待するもの：日本賞コンクールセミナーから」（ラ

ジオ第2『教師の時間』11.11の要約）『放送教育』370，
48-57.

・箕浦弘二（1980.3）「放送の教育的な役割：日本賞
コンクールから学ぶもの」『放送教育』372，11-13.

・エルンスト・エムリッヒ（1980.3）「〈特集：放送の教
育特性を考える〉 想像力をかきたてながら創造力を 
〜青少年教育と放送の役割〜」『放送教育』372，
26-33.

1981年（第13回）コンクール
・秋山隆志郎・今泉さち子（1982）「ウィルバー・シュ

ラム博士にきく：ニューメディアと教育放送」『文研月
報』32（3），13-17.

・箕浦弘二（1982.6）「海外の教育放送の動向：『日本
賞』コンクールを通じて」『放送教育』399，30-13.

・秋山隆志郎（1983）「世界の学校放送：日本賞コン
クール国際アンケート調査から」『放送教育研究』
12，53-60.【『放送教育研究』は日本放送教育学会

（現在の日本教育メディア学会）の論文誌である】
1983年（第14回）コンクール
・秋山隆志郎・小平さち子（1984）「世界の教育放送　

最近の動向：日本賞セミナーから」『放送研究と調
査』34（2），52-59.

1985年（第15回）コンクール
・井上英治（1986.1）「テレビ番組から見た『日本賞』

の20年」『放送教育』444，34-37.
・ 秋山隆志郎（1986.1）「海外の教育放送：第15回
『日本賞』コンクール参加作品から」『放送教育』444，
38-41.

・香月秀雄・坂元昻・ 東昭・松永英美・杉依孝（1986. 
10）「飛ぶ鳥のメカニズム」を視聴して：第3回放送
利用の大学公開講座シンポジュウムから（研究のプ
ロセスと映像表現-飛ぶ鳥のメカニズムを視聴して
-）」『MME研究ノート：multi media education』（放
送教育開発センター編）35，1-38.

・ 小平さち子（1986a）「多メディア時代の教育放送と
将来展望：日本賞セミナーより」『放送研究と調査』
36（2），15-27.

※ 小平さち子（1986b）「イギリスにおける教育放送改
革の動向」『NHK放送文化調査研究年報』31，23-
46．

※ 小平さち子（1986c）「メディア複合時代における教
育放送のストラテジー」『放送教育研究』13/14，
1-18.

1987年（第16回）コンクール
・ 小平さち子（1988）「多メディア時代の教育放送：
『日本賞』国際アンケート’87から」『放送研究と調
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査』38（3），16-29.
・ 井上英治（1988.1）「第16回『日本賞』教育番組国

際コンクールをふりかえって 〜今回の特色と受賞番
組」『放送教育』470,58-61.

1989年（第17回）コンクール
・中野照海（1990.1）「展望：世界の教育放送：第17

回『日本賞』教育番組国際コンクールから」『放送
教育』496，11-13.

・小平さち子（1990）「新しい時代に向けての世界の
教育放送：’89『日本賞』国際アンケートを中心に」

『放送研究と調査』40（3），26-37．
・Kodaira, Sachiko Imaizumi（1991）.“Worldwide 

Educational Broadcasting : Diversity and Challenge 
in a New Era” Studies of Broadcasting, 27，221-243.

1991年（第18回）コンクール
・堀紀子（1992.1）「〈第18回日本賞〉環境問題への世

界各国の関心 〜参加状況と受賞作品紹介〜」『放送
教育』522，42-44.

1992年（第19回）コンクール
・ 堀紀子（1993.1）「〈第19回日本賞〉『ステップ＆ジャ

ンプ』がグランプリ」『放送教育』535，52-54.
・ 今西哲郎（1993.1）「〈第19回日本賞受賞番組紹介〉

ニュートンを案内役に身近な現象から『慣性』を探
る」『放送教育』535，55-57.

・秋山隆志郎（1994）「教育放送の国際比較：教育
放送国際アンケート調査による分析」『東京情報大
学経営情報科学』6（3），239-260．

※ Utamachant, Vipha & Kodaira, S. Imaizumi（1991）. 
The Effectiveness of NHK’s Educational TV Series 
for Children in Thailand （Research Paper to 
Hoso Bunka Foundation）

※ 小平さち子（1994）「タイにおけるNHKテレビ教育
番組の効果：小学生を対象とした調査から」『放送
教育研究』19，19-44.

1993年（第20回）コンクール
・堀紀子（1994.1）「〈第20回日本賞〉教育番組に高ま

る世界各国の関心 〜コンクール創設以来最多の162
番組が参加〜」『放送教育』548，48-50.

・ 秋山隆志郎（1994.1）「世界の教育放送の潮流を
読む：『日本賞』オブザーバー・ミーティングから」

『放送教育』548，58-60.
・ 佐野元彦（1994.2）「第20回『日本賞』コンクール

受賞作品紹介：子どもたちの「体感」できる歴史教
育番組を」『放送教育』549，61-63.

・小平さち子（1994a）「世界の教育放送 ’93：第20回
『日本賞』国際アンケー卜を中心に」『放送研究と調
査』44（3），36-49.

・小平さち子（1994b）「海外のテレビ子ども番組最新

動向」『放送研究と調査』44（10），44-53.
1994年（第21回）コンクール
・ 堀紀子（1995.1）「〈第21回日本賞〉世界各国が教育

番組に託す地球の未来」『放送教育』561，48-50.
・熊埜御堂朋子（1995.1）「日本賞を受賞して：『こど

もの療育相談』 〜シリーズ・療育の記録 姉と妹に見
守られて〜」『放送教育』561，51-54.

・水越敏行（1995.2）「展望：世界の教育番組の動向：
『日本賞』国際コンクールから」『放送教育』562，
11-13.

1995年（第22回）コンクール
・堀紀子（1996.1）「〈第22回日本賞〉「多様化する教育

番組への各国のニーズ」『放送教育』573，44-47.
※ 小平さち子（1996）「ヨーロッパの教育放送動向：

BBCの試みを中心に」『放送研究と調査』46（2），
16-31.

1996年（第23回）コンクール
・堀紀子（1997.1）「〈第23回日本賞〉「『教育番組』に託

す各国の願い 〜コンクールを終えて〜」『放送教育』
585，49-51.

・松本勝信（1997.1）「〈第23回コンクール〉日本賞に見る
教育番組に期待されるものと審査の感想」『放送教
育』585，52-55.

・遠藤あゆみ（1997.1）「〈日本賞コンクール受賞番組か
ら〉めぐみちゃんが教えてくれたこと：番組名『北海
道スペシャル 〜ふたりだけの教室・平馬先生とめぐ
みちゃん」『放送教育』585，56-57.

・松並裕子（1997.1）「〈日本賞コンクール受賞番組から〉
環境問題を子どもたちと見すえて：番組名『たったひ
とつの地球 〜ごみを食べた動物〜」『放送教育』
585，60-61.

・小平さち子（1997a）「多様化する世界の教育番組：
『日本賞』教育番組国際コンクールを中心に」『放送
研究と調査』47（3），42-57.

※ 小平さち子（1997b）「教育放送に関する研究の動
向と考察：新しい時代の“教育とメディア”研究へ向
けて」『NHK放送文化調査研究年報』42，49-102．

1997年（第24回）コンクール
・堀紀子（1998.1）「〈第24回日本賞〉社会状況を映し

出す各国の教育番組」『放送教育』597，40-42.
・ 鈴木克明（1998.1）「第24回日本賞教育番組国際

コンクール：日本賞審査を終えて 〜審査委員室から
の報告〜」『放送教育』597，43-47.

1998年（第25回）コンクール
・坂元昻・ポール・アシュトン・ミルトン・チェン・松本

侑子（1999.1）「メディアが教育を変える 〜世界の
潮流・日本の選択」（1999年11月29日NHK教育テレ
ビで放送の国際シンポジウムの要約再現）『放送教育』
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609，18-27.
・堀紀子（1999.1）「〈第25回日本賞〉重視された明確

なメッセージと番組の迫力」『放送教育』609，38-
41.

1999年（第26回）コンクール
・小泉世津子（2000.1）「〈第26回日本賞〉「今，世界で

求められている“教育番組”とは」『放送教育』621，
50-52.

・上田和子（2000.1）「〈第26回『日本賞』グランプ
リ・文部大臣賞　番組名『最後の晩餐　ニューヨー
クを行く』〉『最後の晩餐』へようこそ」『放送教育』
621，54-56.

・ 田中瑞人（2000.1）「〈第26回『日本賞』外務大臣
賞　番組名『マテマティカ』〉 正しい知識ではなく
刺激的な知恵を」『放送教育』621，57-59.

※ 小平さち子（2000）「デジタル時代の教育放送サー
ビス：BBCの試みを中心に」『放送研究と調査』50

（1），26-51．

第Ⅳ章
2002年（第29回）コンクール
・小平さち子（2003）「世界にみる子ども向け教育番

組の動向：『日本賞』コンクールを中心に」『放送研
究と調査』53（1），44-55.

2003年（第30回）コンクール
・小平さち子（2004）「〈放送研究リポート〉多様化す

る世界の幼児向けテレビ番組」『放送研究と調査』
54（10），94-95.

2005年（第32回）コンクール
・ 小平さち子（2006）「〈放送研究リポート〉Emotional 

Literacyに取り組むイギリスの教育番組」『放送研究
と調査』56（2），68-69.

2006年（第33回）コンクール
・小平さち子（2007a）「デジタル時代の教育サービス

の可能性を探る：2006年『日本賞』教育番組国際
コンクール参加作品から」『放送研究と調査』57

（2），2-15．
・小平さち子（2007b）「子育てを支援するデジタル時

代の教育サービス:アメリカの事例から」『視聴覚教
育』61（3），14-15.

・小平さち子（2007c）「〈放送研究リポート〉「日本賞」
コンクールにみる世界の子ども向け教育番組」『放
送研究と調査』57（12），72-73.

※ 小平さち子（2009）「デジタル時代の教育放送サー
ビスをめぐる一考察：90年代以降の国際動向分析
をもとに」『NHK放送文化研究所年報 2009』53，
211-267.

2010年（第38回）コンクール
・小平さち子（2011）「『日本賞』コンクールにみる世

界の教育番組・コンテンツの潮流」『放送研究と調
査』61（3），72-88.

・Kodaira, Sachiko Imaizumi（2011）. Trends in 
World Educational Media：Based on Entries to the 
JAPAN PRIZE since 2000.（小平, 2011を加筆修正
したもの）
http://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/
pdf/report_11080101.pdf

2012年（第39回）コンクール
・ 小平さち子（2012）「『老い』に向き合うアニメ映

画とウェブ教材：第39回「日本賞」コンクール受賞
作品から」『放送研究と調査』62（12），70-71.

・小平さち子（2013）「第39回「日本賞」コンクール
受賞作品から：教育コンテンツの動向」『視聴覚教
育』67（1），10-11.

2013年（第40回）コンクール
・小平さち子（2014）「第40回「日本賞」コンクール

受賞作品から：教育コンテンツの動向」『視聴覚教
育』68（1），14-15.

2014年（第41回）コンクール
・小平さち子（2015）「第41回「日本賞」コンクール

受賞作品から：世界にみる教育コンテンツの動向」
『視聴覚教育』69（2），34-35.

2015年（第42回）コンクール
・小平さち子（2016）「第42回「日本賞」コンクール

受賞作品から：世界にみる教育コンテンツの動向」
『視聴覚教育』70（1），10-11.

2016年（第43回）コンクール
・小平さち子（2017）「第43回「日本賞」コンクール

受賞作品から：世界にみる教育コンテンツの動向」
『視聴覚教育』71（1），12-13.

第Ⅳ章
※ 小平さち子（2009）「デジタル時代の教育放送サー

ビスをめぐる一考察：90年代以降の国際動向分析
をもとに」『NHK放送文化研究所年報 2009』53，
211-267.

※ 小平さち子（2014）「調査60年にみるNHK学校教
育向けサービス利用の変容と今後の展望：『学校放
送利用状況調査』を中心に」『NHK放送文化研究
所年報 2014』58，91-169.
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付表1　「日本賞」コンクールにみる世界の教育とメディアの変容（1965～2017年）

開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

・第2回世界ラジオ・テレビジョン学校放送会議（東京，1964.4）
で，NHK阿部会長が「日本賞」コンクール創設を提唱。

1965 第1回
（東京）

・世界各地域の放送機関から，ラジオ95，テレビ90，計185の
放送番組の参加で，第1回コンクール開催（応募番組は，シリ
ーズ番組の中の1番組であることが条件）。審査はラジオ部会，
テレビ部会の2部会制で実施。それぞれ初等教育，中等教育，
成人教育の3部門。

ラ
ジ
オ
番
組
と
テ
レ
ビ
番
組
が
参
加
・
審
査
対
象　
１
９
６
５
～
１
９
８
９
年

・グランプリ「日本賞」（いずれも中等教育の学校放送番組）
テレビ部門　『自然のカレンダー ～むかしむかし～』
 （フィンランド）
ラジオ部門　『初等英語 ～ライダー夫人と議員さん～』
 （西ドイツ）

・コンクール終了後、放送関係者や放送教育研究者の間で、コンク
ール参加作品試写会を数回にわたって実施 1965

3
12

（ソ）モスクワ中央テレビ，教育専用第3テレビ創設
ユネスコ成人教育推進国際委員会議。議長ポール・ラングランらが

「生涯教育」の考え方を提唱

1966 第2回
（大阪） ・「ユネスコ賞｣を寄贈される（ユネスコ創設 20周年記念）。 ・NHKの番組初グランプリ（テレビ）『幼児の世界 ～反抗～』 1966

1967 第3回
（名古屋）

・応募番組数：全国規模の放送機関は，ラジオ・テレビ各3 本
まで，地域的機関は各1本（～第7回まで）。

・「ユニセフ賞」を寄贈される。

・BBCの番組初グランプリ（ラジオ）　『美術とデザイン ～ビ
ンセント・バン・ゴッホ～』（中等教育，ラジオビジョン）

・チリの番組がテレビ部門のグランプリ　『テレビ婦人学級』

・「日本賞」フィルム・アンソロジー（テレビの優秀番組ダイジェスト
版）制作開始 1967 3 （仏）第3回世界教育放送会議✽，パリで開催。「日本賞｣受賞番組紹介

（✽第1回と第2回は学校放送会議として開催）

1968 第4回
（東京） ・NHKラジオ番組初グランプリ『ピッポピッポボンボン』 1968 ハッチンスの「学習社会」の考え方提唱

1969 第5回
（広島）

・公平を期すためすべて白黒で視聴していたテレビ番組につい
て，カラーによる応募番組は，カラーで視聴・審査を開始。

・テレビ部門参加番組数が初めてラジオ部門を上回る ・「日本賞」テープ・アンソロジー（ラジオの優秀番組ダイジェスト
版）制作開始

・「日本賞」記念講演創設（～第9回・1973年まで）
1969

7
7
11

（英）公開大学（Open Univeristy）創設
（米）アポロ11号が月面から宇宙中継
（米）PBS発足，『セサミ・ストリート』放送開始

1970 第6回
（仙台） 1970 3 （日）万国博覧会開幕

1971 第7回
（東京） 1971 1

10
（英）公開大学が BBCのラジオ，テレビを使って授業開始
（日）NHK 総合テレビが全時間をカラー化

1972 第8回
（札幌） ・参加番組数の制限を強化。 ・コンクール終了後，ホノルルのアメリカ東西センターで，「教育ラジ

オ・テレビ国際会議｣開催 （1972.11） 1972 5
9

（日）沖縄本土復帰
日中国交正常化（共同声明）

1973 第9回
（東京）

・東京・渋谷に完成したNHK放送センターで開催。以降開催
地は常に東京。 1973 11

・
（日）日本教育テレビと東京12チャンネルが総合番組局に切り替え
（日）第1次オイルショック

1974 ・「日本賞」巡回ライブラリー発足。 「日本賞」巡回ライブラリー正式発足 （1974.1） 1974

1975 第10回
（東京）

・放送開始50周年記念日（3月）に合わせて開催。
・番組審査，ラジオとテレビの2部会制から，初等・中等・成

人教育の3部会制に変更。
・「前田賞」（国際間の理解と協力の増進に役立つ番組を対象）

新設。
・「放送文化基金賞」（指定された種目において最も優れた番組

に贈られる。第10回を記念して，放送文化基金から寄贈）
・表彰　コンクール発展の基礎を築いたウィルバー・シュラム博

士，西本三十二博士
・以降，隔年開催となる。

・第10回コンクール・記念シンポジウム
〈テーマ〉「教育放送における国際協力」
ウィルバー・シュラムによる基調講演と各ブロック代表の現状報告

・第11回以降も，シンポジウム，セミナー，制作者会議等の名称で，
参加者間の情報・意見交流の場が拡大

1975

※
3
4
4
5

11

国際婦人年
（日）NHK放送開始50周年
ベトナム戦争が終結

（米）マイクロソフト社設立
（日）ベータマックス方式VTR発売

（仏）ランブイエで，第1回先進国首脳会議（サミット）開催

76 1976 4 （米）アップル・コンピューター社設立

1977 第11回
･オブザーバーおよびゲスト参加のうち4名は，放送文化基金の

招待による研修生（アフガニスタン，ケニヤ，バングラデシュ）
とインストラクターとしてのシュラム博士。

・「日本賞」シンポジウム「教育における放送の役割」
2つの基調講演と参加者間ディスカッション

（ジャック・ライル/ジェームズ・D.ハロラン）
1977 10 （日）NHK教育テレビ，全番組カラー化完了

78 1978 1 ・スウェーデン教育放送（UR）発足

1979 第12回
・コンクール終了後，審査委員の一部が岐阜で開催の放送教育

全国大会に出席，スピーチを行う。
・NHK放送文化研究所が，事務局と共同で国際アンケート開始。

※教育放送シンポジウム「教育放送の役割と課題」 （1979.11.3）
　初の国際アンケートの結果をもとにディスカッション 1979 ※

2
国際児童年

（中）「テレビ大学（中央広播電子大学）」放送を開始

1980 1980 7 モスクワオリンピック（日・米･西独他不参加）

1981 第13回

・コンクール終了後，審査委員の一部が山口で開催の放送教育
全国大会に参加。日本の教師とともに放送利用授業の参観。
その後大阪開催の放送教育国際シンポジウムに講師として出
席「新しい時代を生きるこどもとテレビ」

※教育放送セミナー　過去の受賞番組の視聴，国際アンケート結果
をもとに参加者全員でディスカッション （1981.11.7） 1981

※
・
3

国際障害者年
（日）中教審答申，「生涯教育」「生涯学習」の言葉を定義
（英）マイクロエレクトロニクス教育計画

82 1982

1

1
11

（英）BBCコンピューター・リテラシー・プロジェクト開始 
→BBCマイコン

UNESCO会議でグルンバルト宣言採択
（英）Channel4が放送開始

1983 第14回 ※教育放送セミナー「教育放送の役割−現状と将来展望」 （1983.11.5） 1983 ※
・

国際コミュニケーション年
（英）BBCテレビ学校放送，BBC1からBBC2へ移行

84 1984
5
・

（日）衛星試験放送開始
（英）BBC，商業テレビともに，学校放送連動のパソコン 

ソフト提供開始

1960 年代後半：
・学校放送番組や成人対象の基礎教育番組が主流

　科学，語学（国語・外国語），芸術，社会科ほか
・隆盛に向かうテレビ教育番組
・ラジオ教育番組の質の向上
・一部に今日的課題に目を向ける教育番組の登場も： 

性教育を取り上げる西ヨーロッパの番組

1970 年代：
・大型化へ向かう教育番組：世界的に教育放送への関心

が高まり，カラー化，番組の長時間化，予算や人材の
投入が進行
1971年グランプリ『セサミ・ストリート』はその代表例。

・イギリス公開大学の番組の登場・受賞
1973年ラジオ番組（音楽）でグランプリ
1975年テレビ番組（科学）で成人教育部門最優秀賞
1977年ラジオ番組で成人教育部門最優秀賞
　→ 世界各地の「遠隔教育系」成人教育番組参加のき 
　　 っかけ，通信制大学の講座番組への示唆

・発展途上国の実力向上：特にラジオで顕著。白黒テレ
ビでも，教育効果の明確な番組が続々登場
1977年ラジオ番組グランプリは，ニカラグアの『算数教
室』（初等教育）

1980 年代の国際アンケートや「日本賞」シンポジウムで，ニ
ューメディアの教育利用の進展状況が明らかに（教育用パソ
コンソフトやビデオディスクの開発，放送機関のマルチメデ
ィア政策）

＜参加番組の傾向＞
【「日本賞」初期】　科学，数学，言語（国語･外国語），地理
･歴史等学校教育の充実に向けた教科番組や，成人対象の
語学教育，職業教育，識字教育等，基礎教育番組が中心

【1970 年代末以降】　社会が直面する多様な課題を取り上
げる教育番組が増加の傾向へ：環境問題，異文化理解，
戦争と平和，貧困や児童労働，薬物，エイズ，いじめや差
別，子どもの心をめぐる問題，親子･家族の問題，高齢化
社会，教師と生徒の関係など

<カラー番組の比率>
1970 年　5分の1
1973年　2分の1
1975年　3分の2
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付表1　「日本賞」コンクールにみる世界の教育とメディアの変容（1965～2017年）

開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

・第2回世界ラジオ・テレビジョン学校放送会議（東京，1964.4）
で，NHK阿部会長が「日本賞」コンクール創設を提唱。

1965 第1回
（東京）

・世界各地域の放送機関から，ラジオ95，テレビ90，計185の
放送番組の参加で，第1回コンクール開催（応募番組は，シリ
ーズ番組の中の1番組であることが条件）。審査はラジオ部会，
テレビ部会の2部会制で実施。それぞれ初等教育，中等教育，
成人教育の3部門。

ラ
ジ
オ
番
組
と
テ
レ
ビ
番
組
が
参
加
・
審
査
対
象　
１
９
６
５
～
１
９
８
９
年

・グランプリ「日本賞」（いずれも中等教育の学校放送番組）
テレビ部門　『自然のカレンダー ～むかしむかし～』
 （フィンランド）
ラジオ部門　『初等英語 ～ライダー夫人と議員さん～』
 （西ドイツ）

・コンクール終了後、放送関係者や放送教育研究者の間で、コンク
ール参加作品試写会を数回にわたって実施 1965

3
12

（ソ）モスクワ中央テレビ，教育専用第3テレビ創設
ユネスコ成人教育推進国際委員会議。議長ポール・ラングランらが

「生涯教育」の考え方を提唱

1966 第2回
（大阪） ・「ユネスコ賞｣を寄贈される（ユネスコ創設 20周年記念）。 ・NHKの番組初グランプリ（テレビ）『幼児の世界 ～反抗～』 1966

1967 第3回
（名古屋）

・応募番組数：全国規模の放送機関は，ラジオ・テレビ各3 本
まで，地域的機関は各1本（～第7回まで）。

・「ユニセフ賞」を寄贈される。

・BBCの番組初グランプリ（ラジオ）　『美術とデザイン ～ビ
ンセント・バン・ゴッホ～』（中等教育，ラジオビジョン）

・チリの番組がテレビ部門のグランプリ　『テレビ婦人学級』

・「日本賞」フィルム・アンソロジー（テレビの優秀番組ダイジェスト
版）制作開始 1967 3 （仏）第3回世界教育放送会議✽，パリで開催。「日本賞｣受賞番組紹介

（✽第1回と第2回は学校放送会議として開催）

1968 第4回
（東京） ・NHKラジオ番組初グランプリ『ピッポピッポボンボン』 1968 ハッチンスの「学習社会」の考え方提唱

1969 第5回
（広島）

・公平を期すためすべて白黒で視聴していたテレビ番組につい
て，カラーによる応募番組は，カラーで視聴・審査を開始。

・テレビ部門参加番組数が初めてラジオ部門を上回る ・「日本賞」テープ・アンソロジー（ラジオの優秀番組ダイジェスト
版）制作開始

・「日本賞」記念講演創設（～第9回・1973年まで）
1969

7
7
11

（英）公開大学（Open Univeristy）創設
（米）アポロ11号が月面から宇宙中継
（米）PBS発足，『セサミ・ストリート』放送開始

1970 第6回
（仙台） 1970 3 （日）万国博覧会開幕

1971 第7回
（東京） 1971 1

10
（英）公開大学が BBCのラジオ，テレビを使って授業開始
（日）NHK 総合テレビが全時間をカラー化

1972 第8回
（札幌） ・参加番組数の制限を強化。 ・コンクール終了後，ホノルルのアメリカ東西センターで，「教育ラジ

オ・テレビ国際会議｣開催 （1972.11） 1972 5
9

（日）沖縄本土復帰
日中国交正常化（共同声明）

1973 第9回
（東京）

・東京・渋谷に完成したNHK放送センターで開催。以降開催
地は常に東京。 1973 11

・
（日）日本教育テレビと東京12チャンネルが総合番組局に切り替え
（日）第1次オイルショック

1974 ・「日本賞」巡回ライブラリー発足。 「日本賞」巡回ライブラリー正式発足 （1974.1） 1974

1975 第10回
（東京）

・放送開始50周年記念日（3月）に合わせて開催。
・番組審査，ラジオとテレビの2部会制から，初等・中等・成

人教育の3部会制に変更。
・「前田賞」（国際間の理解と協力の増進に役立つ番組を対象）

新設。
・「放送文化基金賞」（指定された種目において最も優れた番組

に贈られる。第10回を記念して，放送文化基金から寄贈）
・表彰　コンクール発展の基礎を築いたウィルバー・シュラム博

士，西本三十二博士
・以降，隔年開催となる。

・第10回コンクール・記念シンポジウム
〈テーマ〉「教育放送における国際協力」
ウィルバー・シュラムによる基調講演と各ブロック代表の現状報告

・第11回以降も，シンポジウム，セミナー，制作者会議等の名称で，
参加者間の情報・意見交流の場が拡大

1975

※
3
4
4
5

11

国際婦人年
（日）NHK放送開始50周年
ベトナム戦争が終結

（米）マイクロソフト社設立
（日）ベータマックス方式VTR発売

（仏）ランブイエで，第1回先進国首脳会議（サミット）開催

76 1976 4 （米）アップル・コンピューター社設立

1977 第11回
･オブザーバーおよびゲスト参加のうち4名は，放送文化基金の

招待による研修生（アフガニスタン，ケニヤ，バングラデシュ）
とインストラクターとしてのシュラム博士。

・「日本賞」シンポジウム「教育における放送の役割」
2つの基調講演と参加者間ディスカッション

（ジャック・ライル/ジェームズ・D.ハロラン）
1977 10 （日）NHK教育テレビ，全番組カラー化完了

78 1978 1 ・スウェーデン教育放送（UR）発足

1979 第12回
・コンクール終了後，審査委員の一部が岐阜で開催の放送教育

全国大会に出席，スピーチを行う。
・NHK放送文化研究所が，事務局と共同で国際アンケート開始。

※教育放送シンポジウム「教育放送の役割と課題」 （1979.11.3）
　初の国際アンケートの結果をもとにディスカッション 1979 ※

2
国際児童年

（中）「テレビ大学（中央広播電子大学）」放送を開始

1980 1980 7 モスクワオリンピック（日・米･西独他不参加）

1981 第13回

・コンクール終了後，審査委員の一部が山口で開催の放送教育
全国大会に参加。日本の教師とともに放送利用授業の参観。
その後大阪開催の放送教育国際シンポジウムに講師として出
席「新しい時代を生きるこどもとテレビ」

※教育放送セミナー　過去の受賞番組の視聴，国際アンケート結果
をもとに参加者全員でディスカッション （1981.11.7） 1981

※
・
3

国際障害者年
（日）中教審答申，「生涯教育」「生涯学習」の言葉を定義
（英）マイクロエレクトロニクス教育計画

82 1982

1

1
11

（英）BBCコンピューター・リテラシー・プロジェクト開始 
→BBCマイコン

UNESCO会議でグルンバルト宣言採択
（英）Channel4が放送開始

1983 第14回 ※教育放送セミナー「教育放送の役割−現状と将来展望」 （1983.11.5） 1983 ※
・

国際コミュニケーション年
（英）BBCテレビ学校放送，BBC1からBBC2へ移行

84 1984
5
・

（日）衛星試験放送開始
（英）BBC，商業テレビともに，学校放送連動のパソコン 

ソフト提供開始

〔講演者〕
1969年ウィルバー・シュラム/1970 年ヒルド・ヒンメルワイ
ト/1971年C.A.シープマン/1972年I.キース・タイラー，ロ
ベール・ルフラン/1973年C.R.カーペンター

※1979年から1993年までに8回，コンクール期間中開催の
セミナーやシンポジウムでの議論の基礎資料とする目的で，
参加機関対象に教育番組をめぐる状況に関するアンケート
を実施。（NHK放送文化研究所の提案で，コンクール事務
局と共同で実施）　→ 付表3を参照

（※は，NHK 放送文化研究所が企画・登壇に関与したもの）

（「日本賞」コンクールに関して執筆した筆者自身の原稿，およびコンクール事務局発行の各回の報告書の記録をもとに筆者が作成）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
教
育
利
用
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開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

1985 第15回 ・コンクール創設20周年。
・初の女性審査委員長（BBC 教育局長）。 ラ

ジ
オ
番
組
と
テ
レ
ビ
番
組
が
対
象　
１
９
６
５
～
１
９
８
９
年

※教育放送パネルディスカッション「多メディア時代の教育放送と
将来展望」（特別スピーチ：ジャック・ライル） （1985.11.9） 1985 4

・
（日）放送大学，放送による授業開始
（米）ニューヨークの公共放送WNETが LearningLink開始

86 1986

8
10
11
12

（日）NHKテレビ音声多重放送全国拡充完了
（中）中国教育電視台，衛星による放送開始
（日）NHK文字放送全国拡充完了
（日）アジア・太平洋教育シンポジウム開始

1987 第16回

・80 年代の成人教育部門番組数の急増に対応して，「教育的一
般番組部門」を追加して4部門制に。

・コンクール参加資格の拡大：放送機関だけでなく，教育番組
制作を行っている機関にも参加資格が与えられる（放送用の
教育番組を制作している教育研究所や大学，独立プロダクシ
ョンも含まれる）。

・「外務大臣賞」を寄贈される（新設）。「NHK賞」新設（17回ま
で）。

・「日本賞」シンポジウム（教育番組制作者会議）
「国際協力への提言」 （1987.11.10）

・第1回「世界テレビ教育番組展」（国際見本市の性格を持つ番組
展示会）を同時開催。

1987

4

7

9

（仏）公共テレビTF1民営化

（日）NHK衛星による24時間放送を開始

（英）商業テレビITVの学校放送，C4での放送に移行

88 ウィルバー・シュラム（1987.12.27），
西本三十二（1988.1.9）　逝去。 1988 （英）1988 年教育改革法成立

　→ 1989年，はじめて全国共通カリキュラムの導入が始まる

1989 第17回 ・ラジオ番組4部門を1つに統合。ラジオの参加はこの年で終了。
・「日本電子機械工業会賞」を寄贈される（この回限り）。

※「日本賞」教育番組制作者会議「多様化の中でのチャレンジ ～新
しい教育放送の時代に向けて～」 （1989.11.12）

・公開シンポジウム「映像の未来を語る」
・’89 教育番組東京国際見本市を開催

1989

1
6
6
11

（日）昭和から平成へ
（日）NHK衛星放送本放送開始
（中）天安門事件
（独）ベルリンの壁崩壊

1990 1990

2
4
10
10
12

（米）「2000 年のアメリカ：教育戦略」
（日）NHK教育テレビ，生涯学習のチャンネルとして明確化
（日）NHK教育テレビ音声多重放送開始
（独）東西ドイツの統一
（韓） EBS（教育放送）が，KBS第3テレビと教育ラジオを引き継いで

開局

1991 第18回

・コンクールが再び毎年開催となる。
・ラジオ部門廃止でテレビ番組のみが対象となり，4部門制に
（「初等教育」「中等教育」「成人教育」「教育的一般番組」）。

・テレビ4部門の最優秀賞からグランプリ（大賞）を選出するダ
ブル受賞方式となる。

・「特別賞」（恵まれない制作条件下で制作され，教育効果が顕
著な番組を対象）を廃止。「審査委員特別賞」（審査委員から
特に評価された番組を対象）を新設。

テ
レ
ビ
番
組
の
み
が
対
象　
１
９
９
１
～
２
０
０
１
年

・審査期間中のオブザーバー試聴室特設を開始（全参加番組上映の
ほか，個別視聴可能コーナーも設置）

・教育番組制作者セミナー「新映像時代の子どもたち ～教育放送
の新しい可能性を求めて～」（HBF 協力） （1991.11.16）

1991

1

6

8

12

・湾岸戦争始まる

・ユーゴスラビア紛争始まる

・WWWがネット上で利用可能なサービスとして公開

（ソ）ソ連解体 → ロシア連邦

1992 第19回

・「国際交流基金理事長賞｣（国際文化交流を促進し，相互理解
に寄与する番組）を寄贈される。

・開発途上国対象の「奨励賞」（参加国のニーズに的確に応えた
優れた企画で，教育的効果が顕著な番組）を新設（～第24回
まで）。

・4部門最優秀番組発表会を制度化。審査委員，オブザーバー間の
意見交換を図る。

※オブザーバー・ミーティングでアンケート結果報告 （1992.11.15）
・教育番組制作者セミナー「世界の環境教育番組 ～美しい地球を

未来に～」 （1992.11.17）

1992
5

7

（独仏）両国の公共放送が共同で実施する衛星チャンネルARTE（ヨ
ーロッパ文化チャンネル）が放送を開始

（日）バルセロナオリンピック，ハイビジョン中継 

1993 第20回

・すべての部門で，単発番組の参加が可能となる。
・いずれの参加機関も，各部門に1本のエントリーが可能。
・それまで初等教育部門に含まれていた幼児向け番組を「就学

前教育部門」として独立させる（新設）。
・「教育的一般番組部門」は廃止。
・「日本放送教育協会賞」を寄贈される。
・第20回～24回，各部門の最優秀番組に次ぐ番組を優秀番組

として表彰。

※オブザーバー・ミーティングでアンケート結果報告 （1993.11.14）
※20回記念シンポジウム「いま，世界の子ども番組は…」（NHKイ

ンターナショナル主催の関連イベント） （1993.11.16）
・第20回コンクールを契機に「アジア教育番組ワークショップ」を開

始。【各国の教育番組制作の向上に貢献する具体的な実践に踏み
出したイベント】

1993

2
3
9

11

（日）NHKテレビ放送開始40周年
（日）NHK企画国際共同制作『シリーズ：世界の先生』放送
（米）政府が，情報スーパーハイウェイ構想を発表

・ヨーロッパ連合（EU）発足

1994 第21回 ※フォーラム「世界の教育放送の現状と将来～わたしたちは今，ど
こまできているのか～」（文研ホールで開催） （1994.11.15）
1993年のグランプリ「日本賞」受賞者を招聘

1994

3
7
9
11

・
・

（米）「目標2000：アメリカ教育法」制定
（米）PBS，Ready to Learn Service on PBS開始
（米）PBS Onlineスタート
（英）BBC 教育局，インターネットで番組情報提供開始
　　（BBC Education Online）

（日）首相官邸ウェブサイト開設
（米）ホワイトハウス，ウェブサイト開設

1995 第22回

・奨励賞受賞番組を，それまでの2本から4本に増やす。
･オブザーバーの一斉視聴コーナーでは，番組視聴ごとに，ディ

スカッションタイムを設けるとともに，個人視聴コーナーも設け
る。

・「日本賞」シンポジウム　「平和な世界を ～子どもたちへのメッセ
ージ」 （1995.11.15） 1995

1
3
9
10
・
・

（日）阪神・淡路大震災
（日）地下鉄サリン事件
（英）BBC2で，早朝の教育番組集中放送The Learning Zone開始
（日）「NHKオンライン」サイト公開
・ウィンドウズ95 発売（英語版8月，日本語版11月）

（米）インターネット接続を完全商業化

・80 年代前半の初等教育部門の最優秀賞に，メディア教育
をテーマとした番組が登場。いずれもメディア教育先進国
の公共放送局による制作。

1981年『メディア ～コマーシャルができるまで～』
 （オーストラリア）

1985年『アニメ映画をつくる』 （スウェーデン）

・日本の民放局の番組が部門の最優秀賞を受賞
1981年『14歳の小径』（テレビ静岡）
1983年『生きる（ガンとの闘い）』（テレビ静岡）

1980 年代
・ハイテクノロジー時代を反映した，優れた制作技術と演出

技法の番組が増加。1985年から3回のテレビ番組のグラ
ンプリ（いずれも成人対象シリーズの1番組）もその典型
事例。

1985年『動物の生理 ～飛ぶ鳥のメカニズム～』
 （イギリス）
1987年『メカニカルユニバース ～ローレンツ変換の話
～』 （アメリカ）
1989年『驚異の小宇宙 人体 ～免疫～』 （日本）

・1980 年代教科の枠を超えたジャンルのテレビ番組受賞例
1981年『基礎教育 ～障害児とともに～』 （モロッコ）
1985年『私たちの社会 ～危険な廃棄物～』 （アメリカ）
1989年『クローズアップ ～土は生きている～』 （ドイツ）

・ラジオ番組参加最終年1989年の最優秀番組
『水のなげき』……環境問題 （韓国）

1990 年代：内容の多様化と演出面での新たな工夫がみら
れる初等・中等教育向け番組。
<グランプリ受賞番組の例>
①社会の課題を子どもに考えさせる番組：

1991年『3-2-1コンタクト 環境スペシャル ～ゴミの真実
～』 （アメリカ）
1996 年『健全な心 ～いじめをやめよう～』 （イギリス）

②子どもを番組に引き付ける工夫が効果的な教科番組：
1992年『ステップ＆ジャンプ 運動と速さ ～慣性～』
 （日本）
1993年『芸術の生まれるとき ～ロバート・ギル・デ・モ

ンテズ～』 （アメリカ）
1998 年『文学入門 ～満月の恐怖 ホラーって何だろう～』
 （フィンランド）

1990 年代：世界的にみた幼児向け教育番組の成長期
1993年幼児向け番組が独立した部門が新設
　　　 → 英・米・日・オランダ等先進諸国の番組が受賞。
1997年 『テレタビーズ ～あめあめふれふれ～』（イギリス）

……『セサミ・ストリート』以来久々の就学前教育
番組のグランプリ受賞。

1998 年 『バティボ 小さいけれど力もち』（フィリピン）……
日本以外のアジアの国のテレビ番組が，初めて部
門（カテゴリー）の最優秀賞を受賞
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｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

1985 第15回 ・コンクール創設20周年。
・初の女性審査委員長（BBC 教育局長）。 ラ

ジ
オ
番
組
と
テ
レ
ビ
番
組
が
対
象　
１
９
６
５
～
１
９
８
９
年

※教育放送パネルディスカッション「多メディア時代の教育放送と
将来展望」（特別スピーチ：ジャック・ライル） （1985.11.9） 1985 4

・
（日）放送大学，放送による授業開始
（米）ニューヨークの公共放送WNETが LearningLink開始

86 1986

8
10
11
12

（日）NHKテレビ音声多重放送全国拡充完了
（中）中国教育電視台，衛星による放送開始
（日）NHK文字放送全国拡充完了
（日）アジア・太平洋教育シンポジウム開始

1987 第16回

・80 年代の成人教育部門番組数の急増に対応して，「教育的一
般番組部門」を追加して4部門制に。

・コンクール参加資格の拡大：放送機関だけでなく，教育番組
制作を行っている機関にも参加資格が与えられる（放送用の
教育番組を制作している教育研究所や大学，独立プロダクシ
ョンも含まれる）。

・「外務大臣賞」を寄贈される（新設）。「NHK賞」新設（17回ま
で）。

・「日本賞」シンポジウム（教育番組制作者会議）
「国際協力への提言」 （1987.11.10）

・第1回「世界テレビ教育番組展」（国際見本市の性格を持つ番組
展示会）を同時開催。

1987

4

7

9

（仏）公共テレビTF1民営化

（日）NHK衛星による24時間放送を開始

（英）商業テレビITVの学校放送，C4での放送に移行

88 ウィルバー・シュラム（1987.12.27），
西本三十二（1988.1.9）　逝去。 1988 （英）1988 年教育改革法成立

　→ 1989年，はじめて全国共通カリキュラムの導入が始まる

1989 第17回 ・ラジオ番組4部門を1つに統合。ラジオの参加はこの年で終了。
・「日本電子機械工業会賞」を寄贈される（この回限り）。

※「日本賞」教育番組制作者会議「多様化の中でのチャレンジ ～新
しい教育放送の時代に向けて～」 （1989.11.12）

・公開シンポジウム「映像の未来を語る」
・’89 教育番組東京国際見本市を開催

1989

1
6
6
11

（日）昭和から平成へ
（日）NHK衛星放送本放送開始
（中）天安門事件
（独）ベルリンの壁崩壊

1990 1990

2
4
10
10
12

（米）「2000 年のアメリカ：教育戦略」
（日）NHK教育テレビ，生涯学習のチャンネルとして明確化
（日）NHK教育テレビ音声多重放送開始
（独）東西ドイツの統一
（韓） EBS（教育放送）が，KBS第3テレビと教育ラジオを引き継いで

開局

1991 第18回

・コンクールが再び毎年開催となる。
・ラジオ部門廃止でテレビ番組のみが対象となり，4部門制に
（「初等教育」「中等教育」「成人教育」「教育的一般番組」）。

・テレビ4部門の最優秀賞からグランプリ（大賞）を選出するダ
ブル受賞方式となる。

・「特別賞」（恵まれない制作条件下で制作され，教育効果が顕
著な番組を対象）を廃止。「審査委員特別賞」（審査委員から
特に評価された番組を対象）を新設。

テ
レ
ビ
番
組
の
み
が
対
象　
１
９
９
１
～
２
０
０
１
年

・審査期間中のオブザーバー試聴室特設を開始（全参加番組上映の
ほか，個別視聴可能コーナーも設置）

・教育番組制作者セミナー「新映像時代の子どもたち ～教育放送
の新しい可能性を求めて～」（HBF 協力） （1991.11.16）

1991

1

6

8

12

・湾岸戦争始まる

・ユーゴスラビア紛争始まる

・WWWがネット上で利用可能なサービスとして公開

（ソ）ソ連解体 → ロシア連邦

1992 第19回

・「国際交流基金理事長賞｣（国際文化交流を促進し，相互理解
に寄与する番組）を寄贈される。

・開発途上国対象の「奨励賞」（参加国のニーズに的確に応えた
優れた企画で，教育的効果が顕著な番組）を新設（～第24回
まで）。

・4部門最優秀番組発表会を制度化。審査委員，オブザーバー間の
意見交換を図る。

※オブザーバー・ミーティングでアンケート結果報告 （1992.11.15）
・教育番組制作者セミナー「世界の環境教育番組 ～美しい地球を

未来に～」 （1992.11.17）

1992
5

7

（独仏）両国の公共放送が共同で実施する衛星チャンネルARTE（ヨ
ーロッパ文化チャンネル）が放送を開始

（日）バルセロナオリンピック，ハイビジョン中継 

1993 第20回

・すべての部門で，単発番組の参加が可能となる。
・いずれの参加機関も，各部門に1本のエントリーが可能。
・それまで初等教育部門に含まれていた幼児向け番組を「就学

前教育部門」として独立させる（新設）。
・「教育的一般番組部門」は廃止。
・「日本放送教育協会賞」を寄贈される。
・第20回～24回，各部門の最優秀番組に次ぐ番組を優秀番組

として表彰。

※オブザーバー・ミーティングでアンケート結果報告 （1993.11.14）
※20回記念シンポジウム「いま，世界の子ども番組は…」（NHKイ

ンターナショナル主催の関連イベント） （1993.11.16）
・第20回コンクールを契機に「アジア教育番組ワークショップ」を開

始。【各国の教育番組制作の向上に貢献する具体的な実践に踏み
出したイベント】

1993

2
3
9

11

（日）NHKテレビ放送開始40周年
（日）NHK企画国際共同制作『シリーズ：世界の先生』放送
（米）政府が，情報スーパーハイウェイ構想を発表

・ヨーロッパ連合（EU）発足

1994 第21回 ※フォーラム「世界の教育放送の現状と将来～わたしたちは今，ど
こまできているのか～」（文研ホールで開催） （1994.11.15）
1993年のグランプリ「日本賞」受賞者を招聘

1994

3
7
9
11

・
・

（米）「目標2000：アメリカ教育法」制定
（米）PBS，Ready to Learn Service on PBS開始
（米）PBS Onlineスタート
（英）BBC 教育局，インターネットで番組情報提供開始
　　（BBC Education Online）

（日）首相官邸ウェブサイト開設
（米）ホワイトハウス，ウェブサイト開設

1995 第22回

・奨励賞受賞番組を，それまでの2本から4本に増やす。
･オブザーバーの一斉視聴コーナーでは，番組視聴ごとに，ディ

スカッションタイムを設けるとともに，個人視聴コーナーも設け
る。

・「日本賞」シンポジウム　「平和な世界を ～子どもたちへのメッセ
ージ」 （1995.11.15） 1995

1
3
9
10
・
・

（日）阪神・淡路大震災
（日）地下鉄サリン事件
（英）BBC2で，早朝の教育番組集中放送The Learning Zone開始
（日）「NHKオンライン」サイト公開
・ウィンドウズ95 発売（英語版8月，日本語版11月）

（米）インターネット接続を完全商業化

1994シンガポール，1995クアラルンプール，
1996コロンボ，1997マニラ，1998東京

（※は，NHK 放送文化研究所が企画・登壇に関与したもの）
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開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

1996 第23回

･巡回ライブラリーをビデオライブラリーに改名。常設地域セン
ターの設置されていない国々の放送･教育機関にも，状況に
応じて短期の地域センターを設置し，世界各地の関係者に視
聴の機会を増やすこととなった。

テ
レ
ビ
番
組
の
み
が
対
象　
１
９
９
１
～
２
０
０
１
年

・「日本賞」シンポジウム「こどもの声が聞こえますか ～生きる権利
とテレビ」 （1996.11.13） 1996

1
2
6

（日）Yahoo! Japan設立
（米）1996 年電気通信法を制定
（日）NHKのHP「学校放送オンライン」開始，1997年 4月本格運用

1997 第24回 ・「日本賞」シンポジウム「子どもの心に未来を託す」 （1997.11.26） 1997
5
5
12

（米）学校などへのインターネット接続ディスカウントE-rateを設定
（英）BBC，3か年コンピューター・リテラシー・キャンペーン開始
（英）BBCのホームページ，BBC Online全面本格開始

1998 第25回
・第24回までの各部門優秀番組賞を特別賞とする。
（放送文化基金賞，日本放送教育協会賞，前田賞の性格を改正）

・授賞式に，各部門最優秀賞受賞者を招待する。

・「日本賞」シンポジウム　「メディアが教育を変える	～世界の潮流・
日本の選択～」で，インターネットを使って環境をテーマに共同学
習をしている日本，イギリス，シンガポールの小学校を結んで，新
しい時代のメディア利用を紹介。 （1998.11.19）

1998

1
4
9
11

（英）BBC GCSE Bitesize Revision開始
（英）ブレア首相『情報化ビジョン』発表
（英）地上デジタル放送開始
（米）地上デジタル放送開始

1999 第26回

・4部門の内容変更：現代社会が抱える課題をテーマとするジャ
ーナリスティックな番組を対象とする「教育ジャーナル部門」を
新設。年齢別3部門の名称を「子ども部門（Early Ed.）」（就
学前と初等教育を統合）「青少年部門（Youth Ed.）」「一般教
養部門（Adult Ed.）とする。

・「日本賞」シンポジウム　「教育改革・メディアの役割」
 （1999.11.18） 1999

1
1
4

・

（日）NHK教育テレビで字幕放送開始
（米）PBSKidsチャンネルで双方向番組実験
（英） BBCインターネット活用促進キャンペーン 

WebWise開始
ヨーロッパ単一通貨，ユーロの登場

2000 第27回 ・2000 年の節目として，記念コンサートと連動させた「日本賞」
授賞式をNHKホールで開催し，一般に公開。

・「日本賞」スペシャルディスカッション「デジタル時代の教育・教養
番組のゆくえ」 （2000.11.22）
……NHKとWNETのプレゼンテーションをもとにディスカッショ
ン（於：NHKテント2000みんなの広場）

2000

4

12
12
･

（英）BBC,インターネット・リテラシー・オンライン 
コースBecoming Web Wise開始

（日）NHKがニュースのインターネット配信を開始
（日）NHKBSデジタル放送開始
第1回OECD生徒の学習到達度調査（PISA）

2001 第28回

・「マルチメディア・コンペティション」（ウェブ部門とパッケージ
部門）を試行。（10か国の19機関から23件の参加）

・特別賞として，「シリーズを通して教育ニーズに的確に応えてい
る優れた番組」に「前田賞」を授与する（～2007年まで。その
後「前田賞」の性格は改正される）。

・マルチメディア・コンペティション関連スペシャルセミナー開催：
BBCとWGBHメンバーによるプレゼンテーション

・教育フェア2001国際シンポジウム「教育の世紀・メディアは何がで
きるか」 （2001.11）

2001

1
4

9
10

（日）政府によるe-Japan戦略 → 「教育の情報化」始まる
（日）NHKデジタル教材，インターネットで公開 

（『おこめ』『にんげん日本史』）
（米）アメリカ同時多発テロ
（米）米軍，アフガニスタン攻撃

2002 第29回

・放送番組に連動したウェブサイトを対象とする「ウェブ部門」が
新設され，「番組部門」との2部門制となる。グランプリは「番
組部門」から選出される。

・番組部門は，「子ども番組の部」「青少年番組の部」「一般教
養番組の部」「教育ジャーナルの部」の4部で構成される。各
部では最優秀番組のほかに，2番組ずつ優秀番組が発表され
る（～現在まで継続）

・ウェブ部門は，ファイナリスト来日によるプレゼンテーション審
査方式。

テ
レ
ビ
番
組
と
番
組
連
動
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
対
象　
２
０
０
２
～
２
０
０
７
年

・「日本賞」参加メンバーの登壇による国際シンポジウム「子どもの
発達に望ましいテレビ番組とは何か」 （2002.11.5）

・教育フェア関連国際シンポジウム「デジタルメディアが教育を変え
る」 （2002.11.9）

・「日本賞」期間外の国際フォーラム，2002年から「アジアフォーラ
ム」として開始（2002年ケソシティ，2003年バンコク，2004 年香港，
2005年成都，2010 年3月中国，4月マレーシア）

2002

1

・
2
・

（米）No Child Left Behind法制定
　→ PBSの子ども向け教育サービス各種プロジェクト開始

（米）「21世紀スキル協同事業」（P21）設立
（英）BBC，デジタルチャンネルで子ども向け2系統のサービス開始
（米）WGBH，学校教育向けデジタル映像ライブラリーサービス開始

2003 第30回

・「番組部門」「ウェブ部門」に加えて「番組企画部門」を新設（優
れた企画や旺盛な意欲がありながら，予算や機材等の条件が
十分でないため制作が困難な国・地域の制作機関の優れた番
組制作企画に対して賞を贈呈し，制作を支援する目的）。ファ
イナリスト来日によるプレゼンテーション審査方式。

・第30回「日本賞」記念国際シンポジウム「子どもの願い・おとなの
約束 ～明日の地球社会を築くために～」 （2003.11.4） 2003

2

3
7
12

（日）NHKテレビ放送開始50周年，NHKアーカイブス，川口にオー
プン

・イラク戦争（第2次湾岸戦争）
（英）2003年通信法成立 → Ofcom設立へ（12月）
（日）NHK地上デジタル放送開始

2004 第31回 ・番組企画部門の定着・充実を図るため，同部門の参加条件を
1機関1企画から4企画に変更。

・「日本賞」参加メンバーの登壇による，教育フェア関連国際シンポ
ジウム「乳幼児番組は社会のニーズにどう応える」 （2004.11.1） 2004 3

12
（日）インターネット世帯普及率が50％を超える
（日）ニンテンドーDS発売

2005 第32回
・番組企画部門，最優秀賞としての「放送文化基金賞」に加えて，

特別賞として「日本ユネスコ協会連盟賞」が贈られる。
　→ 番組企画部門への応募が大幅増加。

・参加者上映会・意見交換会実施 2005
2

12

（英）世界初の教育関係者向け専門チャンネルTeachers TV（デジタ
ル放送とウェブサイト）開始（イギリス教育省のバックアップ）

（米）動画共有サービスYouTubeサービスを開始

2006 第33回 ・この回から「番組企画部門」が「企画部門」に名称変更。対象
はこれまでどおり「教育に役立つテレビ番組の企画」。 ・参加者フォーラムとして，部門別番組視聴とディスカッション 2006

1
4
4
・

9
10

（英）BBCのデジタルカリキュラム（BBC Jam）開始→2007.3で終了
（日）NHK携帯向けサービス「ワンセグ」開始
（日）放送大学の一部授業科目，インターネット配信を開始
（英）BBC,動画クリップ無料配信サービスClips in the Classroom公

式開始
（英）BBC News School Reportプロジェクト開始
（米）カーン・アカデミー設立

2007 第34回 ・審査の過程をカメラが捉える初めての試みを実施。
・特別講演「日本アニメの世界戦略 ～ポケモン・アニメ10 年間の世

界展開」
・参加者フォーラムや学生セミナーも開催

2007

3

4
12

（米）PBS 教師向けの情報提供/ 研修サービスポータルとしてPBS 
Teachersを開始

（日）全国学力・学習状況調査，43年ぶりに開始
（英） BBC，パソコンでテレビ番組をオンデマンド視聴できるiPlayer

（無料）開始

2000 年代
【グランプリ作品（番組部門）】は，成人対象のテレビ番組
が多い
　2000 年『レンズのむこうの真実』 （カナダ，一般教養）
　2001年『音のない世界で』 （アメリカ，一般教養）
　2002年『時について考える』（イスラエル，教育ジャーナル）
　2003年『子ども 輝けいのち ～4 年1組 命の授業～』
 （NHK,　教育ジャーナル）
　2004 年『体験リポート 飢餓との闘い』
 （アメリカ・イギリス，一般教養）
　2005年『“大地の子”を育てて』 （NHK，一般教養）
　2006 年『ブレインダメーぢ★＃□II.... 』
 （カナダ，一般教養）
　2007年『特別授業 差別を知る ～カナダ ある小学校の試

み～』 （カナダ，教育ジャーナル）

【ウェブ部門】では，子ども向けと，子どもの教育や育児が
テーマのウェブサイトの受賞が特徴的
　※いずれも公共メディア機関のウェブサイト
（2002～2006 年は公共放送局，2007年はイギリス教育
省の支援による公的機関）

　2002年『TVOキッズ・ドットコム』 （カナダ）
　2003年『南極』 （日本/NHK学校放送番組連動）
　2004 年『サイバーチェイス・オンライン』 （アメリカ）
　2005年『フィルム・ガレージ』 （スウェーデン）
　2006 年『子どもの居場所』 （アメリカ）
　2007年『ティーチャーズ・テレビ』 （イギリス）

1990 年代後半：
　インターネットや衛星を利用した教育など，マルチメディ
ア時代を反映した番組，電話回線やインターネットの利用で
視聴者との双方向性を取り入れた教育番組が注目され始め
る。
　1997年『レペタ・みんな勉強しようぜっ！』 （ハンガリー）
　1998 年『さあみんな，コンピューターで絵をかこう』
 （ハンガリー）
　1998 年『21世紀へ　メディアと教育』 （アメリカ）
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｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

1996 第23回

･巡回ライブラリーをビデオライブラリーに改名。常設地域セン
ターの設置されていない国々の放送･教育機関にも，状況に
応じて短期の地域センターを設置し，世界各地の関係者に視
聴の機会を増やすこととなった。

テ
レ
ビ
番
組
の
み
が
対
象　
１
９
９
１
～
２
０
０
１
年

・「日本賞」シンポジウム「こどもの声が聞こえますか ～生きる権利
とテレビ」 （1996.11.13） 1996

1
2
6

（日）Yahoo! Japan設立
（米）1996 年電気通信法を制定
（日）NHKのHP「学校放送オンライン」開始，1997年 4月本格運用

1997 第24回 ・「日本賞」シンポジウム「子どもの心に未来を託す」 （1997.11.26） 1997
5
5
12

（米）学校などへのインターネット接続ディスカウントE-rateを設定
（英）BBC，3か年コンピューター・リテラシー・キャンペーン開始
（英）BBCのホームページ，BBC Online全面本格開始

1998 第25回
・第24回までの各部門優秀番組賞を特別賞とする。
（放送文化基金賞，日本放送教育協会賞，前田賞の性格を改正）

・授賞式に，各部門最優秀賞受賞者を招待する。

・「日本賞」シンポジウム　「メディアが教育を変える	～世界の潮流・
日本の選択～」で，インターネットを使って環境をテーマに共同学
習をしている日本，イギリス，シンガポールの小学校を結んで，新
しい時代のメディア利用を紹介。 （1998.11.19）

1998

1
4
9
11

（英）BBC GCSE Bitesize Revision開始
（英）ブレア首相『情報化ビジョン』発表
（英）地上デジタル放送開始
（米）地上デジタル放送開始

1999 第26回

・4部門の内容変更：現代社会が抱える課題をテーマとするジャ
ーナリスティックな番組を対象とする「教育ジャーナル部門」を
新設。年齢別3部門の名称を「子ども部門（Early Ed.）」（就
学前と初等教育を統合）「青少年部門（Youth Ed.）」「一般教
養部門（Adult Ed.）とする。

・「日本賞」シンポジウム　「教育改革・メディアの役割」
 （1999.11.18） 1999

1
1
4

・

（日）NHK教育テレビで字幕放送開始
（米）PBSKidsチャンネルで双方向番組実験
（英） BBCインターネット活用促進キャンペーン 

WebWise開始
ヨーロッパ単一通貨，ユーロの登場

2000 第27回 ・2000 年の節目として，記念コンサートと連動させた「日本賞」
授賞式をNHKホールで開催し，一般に公開。

・「日本賞」スペシャルディスカッション「デジタル時代の教育・教養
番組のゆくえ」 （2000.11.22）
……NHKとWNETのプレゼンテーションをもとにディスカッショ
ン（於：NHKテント2000みんなの広場）

2000

4

12
12
･

（英）BBC,インターネット・リテラシー・オンライン 
コースBecoming Web Wise開始

（日）NHKがニュースのインターネット配信を開始
（日）NHKBSデジタル放送開始
第1回OECD生徒の学習到達度調査（PISA）

2001 第28回

・「マルチメディア・コンペティション」（ウェブ部門とパッケージ
部門）を試行。（10か国の19機関から23件の参加）

・特別賞として，「シリーズを通して教育ニーズに的確に応えてい
る優れた番組」に「前田賞」を授与する（～2007年まで。その
後「前田賞」の性格は改正される）。

・マルチメディア・コンペティション関連スペシャルセミナー開催：
BBCとWGBHメンバーによるプレゼンテーション

・教育フェア2001国際シンポジウム「教育の世紀・メディアは何がで
きるか」 （2001.11）

2001

1
4

9
10

（日）政府によるe-Japan戦略 → 「教育の情報化」始まる
（日）NHKデジタル教材，インターネットで公開 

（『おこめ』『にんげん日本史』）
（米）アメリカ同時多発テロ
（米）米軍，アフガニスタン攻撃

2002 第29回

・放送番組に連動したウェブサイトを対象とする「ウェブ部門」が
新設され，「番組部門」との2部門制となる。グランプリは「番
組部門」から選出される。

・番組部門は，「子ども番組の部」「青少年番組の部」「一般教
養番組の部」「教育ジャーナルの部」の4部で構成される。各
部では最優秀番組のほかに，2番組ずつ優秀番組が発表され
る（～現在まで継続）

・ウェブ部門は，ファイナリスト来日によるプレゼンテーション審
査方式。

テ
レ
ビ
番
組
と
番
組
連
動
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
対
象　
２
０
０
２
～
２
０
０
７
年

・「日本賞」参加メンバーの登壇による国際シンポジウム「子どもの
発達に望ましいテレビ番組とは何か」 （2002.11.5）

・教育フェア関連国際シンポジウム「デジタルメディアが教育を変え
る」 （2002.11.9）

・「日本賞」期間外の国際フォーラム，2002年から「アジアフォーラ
ム」として開始（2002年ケソシティ，2003年バンコク，2004 年香港，
2005年成都，2010 年3月中国，4月マレーシア）

2002

1

・
2
・

（米）No Child Left Behind法制定
　→ PBSの子ども向け教育サービス各種プロジェクト開始

（米）「21世紀スキル協同事業」（P21）設立
（英）BBC，デジタルチャンネルで子ども向け2系統のサービス開始
（米）WGBH，学校教育向けデジタル映像ライブラリーサービス開始

2003 第30回

・「番組部門」「ウェブ部門」に加えて「番組企画部門」を新設（優
れた企画や旺盛な意欲がありながら，予算や機材等の条件が
十分でないため制作が困難な国・地域の制作機関の優れた番
組制作企画に対して賞を贈呈し，制作を支援する目的）。ファ
イナリスト来日によるプレゼンテーション審査方式。

・第30回「日本賞」記念国際シンポジウム「子どもの願い・おとなの
約束 ～明日の地球社会を築くために～」 （2003.11.4） 2003

2

3
7
12

（日）NHKテレビ放送開始50周年，NHKアーカイブス，川口にオー
プン

・イラク戦争（第2次湾岸戦争）
（英）2003年通信法成立 → Ofcom設立へ（12月）
（日）NHK地上デジタル放送開始

2004 第31回 ・番組企画部門の定着・充実を図るため，同部門の参加条件を
1機関1企画から4企画に変更。

・「日本賞」参加メンバーの登壇による，教育フェア関連国際シンポ
ジウム「乳幼児番組は社会のニーズにどう応える」 （2004.11.1） 2004 3

12
（日）インターネット世帯普及率が50％を超える
（日）ニンテンドーDS発売

2005 第32回
・番組企画部門，最優秀賞としての「放送文化基金賞」に加えて，

特別賞として「日本ユネスコ協会連盟賞」が贈られる。
　→ 番組企画部門への応募が大幅増加。

・参加者上映会・意見交換会実施 2005
2

12

（英）世界初の教育関係者向け専門チャンネルTeachers TV（デジタ
ル放送とウェブサイト）開始（イギリス教育省のバックアップ）

（米）動画共有サービスYouTubeサービスを開始

2006 第33回 ・この回から「番組企画部門」が「企画部門」に名称変更。対象
はこれまでどおり「教育に役立つテレビ番組の企画」。 ・参加者フォーラムとして，部門別番組視聴とディスカッション 2006

1
4
4
・

9
10

（英）BBCのデジタルカリキュラム（BBC Jam）開始→2007.3で終了
（日）NHK携帯向けサービス「ワンセグ」開始
（日）放送大学の一部授業科目，インターネット配信を開始
（英）BBC,動画クリップ無料配信サービスClips in the Classroom公

式開始
（英）BBC News School Reportプロジェクト開始
（米）カーン・アカデミー設立

2007 第34回 ・審査の過程をカメラが捉える初めての試みを実施。
・特別講演「日本アニメの世界戦略 ～ポケモン・アニメ10 年間の世

界展開」
・参加者フォーラムや学生セミナーも開催

2007

3

4
12

（米）PBS 教師向けの情報提供/ 研修サービスポータルとしてPBS 
Teachersを開始

（日）全国学力・学習状況調査，43年ぶりに開始
（英） BBC，パソコンでテレビ番組をオンデマンド視聴できるiPlayer

（無料）開始

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
教
育
利
用
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開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

2008 第35回

★コンクール参加対象をテレビ番組や映画などの映像作品，ウ
ェブサイト（放送番組との連動の有無を問わない），教育ゲー
ム，その他の双方向コンテンツ等も含めた「教育的な意図で
制作された音と映像を用いた作品全般」に拡大する大幅な改
革。

・コンクール名称「日本賞」教育コンテンツ国際コンクールに変
更。

・部門は，「コンテンツ部門」（5カテゴリー※）「シリーズ番組部
門」「企画部門」の3部門制（「ウェブ部門」は「コンテンツ部
門」に吸収）。

※5カテゴリー：幼児向け，児童向け，青少年向け，生涯教育，
福祉教育

・グランプリは，「コンテンツ部門」各カテゴリー最優秀作品から
選出するダブル受賞方式。

教
育
的
な
意
図
で
制
作
さ
れ
た
音
と
映
像
を
用
い
た
作
品
全
般　
２
０
０
８
年
以
降

・クロスメディア・フォーラム【2008～2011年】：
教育番組・コンテンツの質を高めることを目的とした，制作者，教
育関係者のための研鑽と交流の場の提供

2008

3

4

9
9
12

（米）PBS KIDS PLAY!（有料の幼児向けオンライン教育ゲームサー
ビス）開始

（日）『NHK高校講座』全科目の番組（ラジオ・テレビ），インターネ
ット配信
放送大学のテレビ授業科目，インターネット配信を開始

（英）BBC子ども向けチャンネルの番組，ネット上で視聴可能となる
・リーマンショック

（日）NHKオンデマンド開始

2009 第36回 ・主要放送機関が，ウェブ等のコンテンツ応募に力を注ぐ傾向
（BBCやドイツ，アメリカの公共放送局）。 ・クロスメディア・フォーラム 2009 10 （日）NHKクリエイティブ・ライブラリー公開

2010 第37回

・「イノベイティブ・メディア賞」を，特別賞の1つとして新設（革
新的なメディア活用に挑んでいる優れたデジタルコンテンツを
称える賞）。

・1カテゴリーにつきテレビ番組とウェブの両方の応募を可能と
する。→ エントリー総数の増加

・国際審査委員による事前審査（ファイナリスト選出）を開始。

・クロスメディア・フォーラム※ 2010

5
・
10
10

（日）iPad日本発売
（日）電子書籍元年，スマートフォン各種発表
（日）文科省「教育の情報化に関する手引」公開
（英）BBCメディアリテラシーキャンペーンFirst Click開始

2011 第38回

・「コンテンツ部門」の新たなカテゴリーとして，「イノベイティブ・
メディア　カテゴリー」を追加（対象年齢やテーマ等，従来の
カテゴリー枠にはまらず，最も革新的なメディア活用に挑んで
いるコンテンツを表彰）を追加し，コンテンツ部門は6カテゴ
リーとなる。

・クロスメディア・フォーラム※ 2011

3

3
3
4
4

7

（米）ホワイトハウス専任アドバイザーとしてゲーム開発者や研究者を
採用

（日）東日本大震災 → 災害時のネットの有用性が再認識される
･シリア内戦

（日）文科省「教育の情報化ビジョン」発表
（日）NHK学校放送のポータルサイト，「NHK for School」となり，

大幅改善
（日）テレビ放送の完全デジタル化（東北3県は，2012年3月）

2012 第39回 ・企画部門10回記念
・教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM : International 

Producers Conference for Educational Media）【2012年以降】
・「企画部門10回記念フォーラム」実施

2012

7
・

（日）ロンドンオリンピックの競技をネットで生中継
（米）MOOCs（インターネット上で誰でも無料で受講できる大規模な

講義），アメリカを拠点に，世界的広がりをみせる
　　Coursera，edX，Udacity

2013 第40回 ・久々に，海外参加者の小学校訪問を実施。 ・教育コンテンツ世界制作者会議 2013

4

8
9

11

（日）『NHK高校講座』スマートフォンやタブレット端末で視聴可能と
なる

（英）BBC幼児向け番組，携帯向けアプリの提供開始
（日）NHK for Schoolの動画，スマートフォンやタブレット端末で視

聴可能となる
（日）日本オープンオンライン教育推進協議会（ JMOOC）設立
　→ 2014 年 4月講座開講

2014 第41回

★「コンテンツ部門」の再構成：「福祉教育カテゴリー」を終了
し，「クリエイティブ・フロンティア カテゴリー」を新設して，5
カテゴリー制。

「幼児向け」「児童向け」「青少年向け」「生涯教育」の年齢別4
カテゴリーは，テレビ・映画・ビデオ作品，「クリエイティブ・
フロンティア」は全年齢対象で，ウェブ・ゲーム・そのほかの
双方向コンテンツをエントリーするカテゴリー。

・福祉教育分野の優れた作品には，特別賞としての「NHK会長
賞」が授与される。

･都内の小学校訪問実施。

・教育コンテンツ世界制作者会議 2014

4
4
9

（日）NHK for Schoolアプリを公開（体育，図工）
（日）日本拠点のMOOCプロバイダーgacco誕生
（英）学校教育の教科ICTが，プログラミングを含む 

Computingに改訂，義務化
   →BBCは，放送，パソコン，タブレット，スマートフォンを 

介して支援サービス開始
BBC Bitesize,学校教育カリキュラム対応ポータル 
サイトとして大刷新（タブレット，スマートフォンから 
も利用しやすい環境に）

2015 第42回

・日本の放送開始90年。コンクール創設50周年を記念して，「日
本賞」の発展や教育コンテンツの質の向上に貢献した3名に
NHK会長賞を贈呈：ミルトン･チェン博士（米），ジョージ・
オークランド氏（英），モニーザ・ハシミ氏（パキスタン）。

・教育コンテンツ世界制作者会議（50周年企画）※

・コンクール期間外に公開イベント開催 （2015年6月，10月）
2015

3

7

11
・

（英）BBC，2015年の重点プロジェクトとして「デジタル 
推進」を位置づける → BBC micro:bit発表（7月）

（日）NHKインタラクティブ図鑑 ｢ものすごい図鑑」（360 
度観察，超拡大モード観察）公開

（仏）パリ同時多発テロ
この年のPISA調査から，全面的にコンピューター使用型となる。

2016 第43回 ・企画部門受賞者に対してメンター制度実施。
・教育コンテンツ世界制作者会議

・コンクール期間外に公開イベント開催 （2016 年10月）
2016

4
7

7

（日）NHK for School 公式アプリ公開（iOS, Android, Windows10）
（日）文科省「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終

まとめ
（日）ポケモンGO,世界で社会現象となる

2017 第44回 ・企画部門15回記念 ・教育コンテンツ世界制作者会議
・コンクール期間外に公開イベント開催 （2017年7月） 2017 3 （日）新学習指導要領の公示（2020 年からプログラミング教育が必修

に）

2008 年以降
【グランプリや各カテゴリー最優秀作品】はテレビ番組が中心。
《グランプリの例》
2008 年『課外授業　ようこそ先輩 ～みんな生きていれば

いい～』 （NHK，青少年向け）
2009年『きみのニュースはなーに？』……イギリスの幼児番

組が，1997年『テレタビーズ』以来のグランプリ受
賞

2010 年『素数の魔力に囚われた人びと』 （NHK，生涯教育）
2011年『アメリカを振り返る 人種隔離バスへの抵抗』
 （アメリカ，福祉教育）
2012年『皺』……高齢化社会の課題を取り上げた，スペイ

ンの成人対象アニメが，映画作品で初のグランプリ
受賞 （福祉教育）

2013年『カルチャーショック』……視聴者参加型テレビ番組
を中心に，ラジオ，ウェブ，モバイルを駆使したイタ
リアのクロスメディア作品

 （テレビ番組としてのエントリー，生涯教育）
2015年『キミの心の“ブラック・ピーター”』
 （オランダ，一般向けカテゴリー）
2017年『炭鉱の子どもたち』 （フランス，青少年カテゴリー）

……1995年以来のフランスのグランプリ受賞

【各カテゴリー最優秀賞：テレビ番組以外の受賞例】
2008 年　児童向けカテゴリー（6～12歳）最優秀作品は，

先住民族の伝統・文化を学ぶテレビ番組と連動
するカナダのウェブサイト『アナッシュ・インタラク
ティブ』

2009年　成人教育カテゴリーで，放送番組と連動しない教
育ゲーム『シャークワールド』が，初めて最優秀作
品に選ばれる

2011年　アメリカの大学が開発した小学生向け算数オンラ
イン教育ゲーム『ゲームで学ぼう 分数』が，児童向
けカテゴリー最優秀賞（放送との連動はなし）

2012年　オランダの制作会社によるウェブゲーム『アルツハ
イマー病を知る』がイノベイティブ・メディア カテ
ゴリーの最優秀賞

2013年　放送局開発の歴史学習用オンラインゲーム『ミッシ
ョンUS』が，青少年カテゴリーの最優秀賞

2014 年　ドイツのクロスメディア作品『ネットウォーズ』がク
リエイティブ・フロンティア カテゴリーの最優秀賞

＜2016 年，2017年のクリエイティブ・フロンティア カテゴ
リーの最優秀賞は，日本が連続受賞＞
　　　いずれも，アプリケーション・ソフトウェア
2016 年　NHK『プロフェッショナル　私の流儀』
2017年　島根大学『EyeMoT（アイモット）：成功体験をベ

ースにした視線入力訓練ゲーム』

2013年　日本の2番組が特別賞受賞：
・ NHK　『釜石の奇跡 ～子どもたちが語る3.11～』（前田賞）
・ 札幌テレビ放送　『まっすぐに智華子，夢へ ～全盲の少女，
　18歳の軌跡～』（ユニセフ賞）
　……民放番組として2000 年以来の受賞
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｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

開催
年 回 参加対象や審査・受賞面の特徴

エ
ン
ト
リ
ー

の
対
象 参加作品や受賞作品の特徴 コンクール期間中の講演・シンポジウム・セミナー・ 

番組視聴会など/期間外の「日本賞」関連イベント 年 月 日本・世界の教育とメディアをめぐる動向/社会一般動向

2008 第35回

★コンクール参加対象をテレビ番組や映画などの映像作品，ウ
ェブサイト（放送番組との連動の有無を問わない），教育ゲー
ム，その他の双方向コンテンツ等も含めた「教育的な意図で
制作された音と映像を用いた作品全般」に拡大する大幅な改
革。

・コンクール名称「日本賞」教育コンテンツ国際コンクールに変
更。

・部門は，「コンテンツ部門」（5カテゴリー※）「シリーズ番組部
門」「企画部門」の3部門制（「ウェブ部門」は「コンテンツ部
門」に吸収）。

※5カテゴリー：幼児向け，児童向け，青少年向け，生涯教育，
福祉教育

・グランプリは，「コンテンツ部門」各カテゴリー最優秀作品から
選出するダブル受賞方式。

教
育
的
な
意
図
で
制
作
さ
れ
た
音
と
映
像
を
用
い
た
作
品
全
般　
２
０
０
８
年
以
降

・クロスメディア・フォーラム【2008～2011年】：
教育番組・コンテンツの質を高めることを目的とした，制作者，教
育関係者のための研鑽と交流の場の提供

2008

3

4

9
9
12

（米）PBS KIDS PLAY!（有料の幼児向けオンライン教育ゲームサー
ビス）開始

（日）『NHK高校講座』全科目の番組（ラジオ・テレビ），インターネ
ット配信
放送大学のテレビ授業科目，インターネット配信を開始

（英）BBC子ども向けチャンネルの番組，ネット上で視聴可能となる
・リーマンショック

（日）NHKオンデマンド開始

2009 第36回 ・主要放送機関が，ウェブ等のコンテンツ応募に力を注ぐ傾向
（BBCやドイツ，アメリカの公共放送局）。 ・クロスメディア・フォーラム 2009 10 （日）NHKクリエイティブ・ライブラリー公開

2010 第37回

・「イノベイティブ・メディア賞」を，特別賞の1つとして新設（革
新的なメディア活用に挑んでいる優れたデジタルコンテンツを
称える賞）。

・1カテゴリーにつきテレビ番組とウェブの両方の応募を可能と
する。→ エントリー総数の増加

・国際審査委員による事前審査（ファイナリスト選出）を開始。

・クロスメディア・フォーラム※ 2010

5
・
10
10

（日）iPad日本発売
（日）電子書籍元年，スマートフォン各種発表
（日）文科省「教育の情報化に関する手引」公開
（英）BBCメディアリテラシーキャンペーンFirst Click開始

2011 第38回

・「コンテンツ部門」の新たなカテゴリーとして，「イノベイティブ・
メディア　カテゴリー」を追加（対象年齢やテーマ等，従来の
カテゴリー枠にはまらず，最も革新的なメディア活用に挑んで
いるコンテンツを表彰）を追加し，コンテンツ部門は6カテゴ
リーとなる。

・クロスメディア・フォーラム※ 2011

3

3
3
4
4

7

（米）ホワイトハウス専任アドバイザーとしてゲーム開発者や研究者を
採用

（日）東日本大震災 → 災害時のネットの有用性が再認識される
･シリア内戦

（日）文科省「教育の情報化ビジョン」発表
（日）NHK学校放送のポータルサイト，「NHK for School」となり，

大幅改善
（日）テレビ放送の完全デジタル化（東北3県は，2012年3月）

2012 第39回 ・企画部門10回記念
・教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM : International 

Producers Conference for Educational Media）【2012年以降】
・「企画部門10回記念フォーラム」実施

2012

7
・

（日）ロンドンオリンピックの競技をネットで生中継
（米）MOOCs（インターネット上で誰でも無料で受講できる大規模な

講義），アメリカを拠点に，世界的広がりをみせる
　　Coursera，edX，Udacity

2013 第40回 ・久々に，海外参加者の小学校訪問を実施。 ・教育コンテンツ世界制作者会議 2013

4

8
9

11

（日）『NHK高校講座』スマートフォンやタブレット端末で視聴可能と
なる

（英）BBC幼児向け番組，携帯向けアプリの提供開始
（日）NHK for Schoolの動画，スマートフォンやタブレット端末で視

聴可能となる
（日）日本オープンオンライン教育推進協議会（ JMOOC）設立
　→ 2014 年 4月講座開講

2014 第41回

★「コンテンツ部門」の再構成：「福祉教育カテゴリー」を終了
し，「クリエイティブ・フロンティア カテゴリー」を新設して，5
カテゴリー制。

「幼児向け」「児童向け」「青少年向け」「生涯教育」の年齢別4
カテゴリーは，テレビ・映画・ビデオ作品，「クリエイティブ・
フロンティア」は全年齢対象で，ウェブ・ゲーム・そのほかの
双方向コンテンツをエントリーするカテゴリー。

・福祉教育分野の優れた作品には，特別賞としての「NHK会長
賞」が授与される。

･都内の小学校訪問実施。

・教育コンテンツ世界制作者会議 2014

4
4
9

（日）NHK for Schoolアプリを公開（体育，図工）
（日）日本拠点のMOOCプロバイダーgacco誕生
（英）学校教育の教科ICTが，プログラミングを含む 

Computingに改訂，義務化
   →BBCは，放送，パソコン，タブレット，スマートフォンを 

介して支援サービス開始
BBC Bitesize,学校教育カリキュラム対応ポータル 
サイトとして大刷新（タブレット，スマートフォンから 
も利用しやすい環境に）

2015 第42回

・日本の放送開始90年。コンクール創設50周年を記念して，「日
本賞」の発展や教育コンテンツの質の向上に貢献した3名に
NHK会長賞を贈呈：ミルトン･チェン博士（米），ジョージ・
オークランド氏（英），モニーザ・ハシミ氏（パキスタン）。

・教育コンテンツ世界制作者会議（50周年企画）※

・コンクール期間外に公開イベント開催 （2015年6月，10月）
2015

3

7

11
・

（英）BBC，2015年の重点プロジェクトとして「デジタル 
推進」を位置づける → BBC micro:bit発表（7月）

（日）NHKインタラクティブ図鑑 ｢ものすごい図鑑」（360 
度観察，超拡大モード観察）公開

（仏）パリ同時多発テロ
この年のPISA調査から，全面的にコンピューター使用型となる。

2016 第43回 ・企画部門受賞者に対してメンター制度実施。
・教育コンテンツ世界制作者会議

・コンクール期間外に公開イベント開催 （2016 年10月）
2016

4
7

7

（日）NHK for School 公式アプリ公開（iOS, Android, Windows10）
（日）文科省「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終

まとめ
（日）ポケモンGO,世界で社会現象となる

2017 第44回 ・企画部門15回記念 ・教育コンテンツ世界制作者会議
・コンクール期間外に公開イベント開催 （2017年7月） 2017 3 （日）新学習指導要領の公示（2020 年からプログラミング教育が必修

に）

（※は，NHK 放送文化研究所メンバーの登壇あり）

モ
バ
イ
ル
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教
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用
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付表2　「日本賞」コンクール，日本の受賞作品一覧
NHKの受賞作品	 【★はグランプリ「日本賞」，◎は部門･カテゴリーの最優秀賞，※はそれ以外の賞であることを示している。】

番組・コンテンツのタイトル 注 受賞内容と部門・カテゴリー
（賞の名称） 番組･コンテンツの補足説明

1965 第1回 理科教室小学校3年生　
～紙玉でっぽう～ ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞

（郵政大臣賞）
1960 年開始の小学校各学年対応「理科教室」の学校放
送番組

1966 第2回 幼児の世界　
～（第10回）「反抗」～ ★ テレビ部門グランプリ「日本賞」

（成人教育）

幼児期の子どもたちが集団の中で社会性を身につけてい
く過程を毎週1回，3年にわたるシリーズとして取り上げ
た番組

1967 第3回 幼稚園・保育所の時間　なにして
あそぼう ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞

（郵政大臣賞）
幼稚園･保育所向けテレビシリーズのひとつで，『できる
かな』の前身の造形番組 （1966～1969年度放送）

1968 第4回 幼児の時間　ピッポッポボンボン ★
R

ラジオ部門グランプリ「日本賞」
（初等教育）

幼稚園･保育所向けラジオシリーズのひとつで，1964～
1981年度放送の音楽の番組

1968 第4回 理科教室小学校5年生
～もののすわり～ ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞

（郵政大臣賞） 小学校5年生向けテレビ学校放送番組

1969 第5回 お話でてこい　
～海におちたピアノ～

◎
R ラジオ・初等教育部門の最優秀賞 1954 年開始の幼稚園･保育所向けラジオシリーズで，世

界の名作童話や日本の昔話を取り上げる。現在も放送中

1969 第5回 新しい数学 ～対応～ ★ テレビ部門グランプリ「日本賞」
（中等教育）

中学生向け学校放送番組。この時期，世界的に注目さ
れていた“集合論的考え方”を扱った番組

1970 第6回 ラジオ音楽教室6 年生　
～リズムと拍子～

★
R

ラジオ部門グランプリ「日本賞」
（初等教育） 小学校6 年生向けラジオ学校放送番組

1970 第6回 くらしの歴史 ～大仏建立～ ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞
（郵政大臣賞） 1961年開始の小学校6 年生向け社会科の学校放送番組

1972 第8回 テレビ特殊学級「たのしいきょうし
つ」低学年 ～かちかちとけい～ ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞

（郵政大臣賞）
1964 年開始の特別支援教育学校（初等教育）向けシリー
ズの番組

1972 第8回 理科教室中学校1年生　
～生命-卵の21日間～ ★ テレビ部門グランプリ「日本賞」

（中等教育） 1960 年開始の中学校各学年向け理科シリーズの番組

1973 第9回 お話でてこい　
～かきくけこ，かきくけこ～

◎
R

ラジオ・初等教育部門の最優秀賞
（文部大臣賞） 同シリーズで2回目の受賞

1975 第10回 ラジオ音楽教室1年生　
～たのしいリズム～

◎
R

放送文化基金賞（新）
（ラジオ・初等教育） 小学校1年生向けラジオ学校放送番組

1977 第11回 通信高校講座・生物Ⅰ　
～変態とホルモン～ ★ テレビ部門グランプリ「日本賞」

（中等教育）

全国の通信制高校生の自宅学習向けに，テレビでは
1959年から放送が始まった通信高校講座の番組のひと
つ。現在は「NHK高校講座」として幅広い対象向けに
放送されている

1979 第12回 ラジオ音楽教室3年生　
～ふしあそび～

◎
R

ラジオ・初等教育部門の最優秀賞
（文部大臣賞） 小学校3年生向けラジオ学校放送番組

1979 第12回 中学生の数学 ～式のはたらき～ ◎ テレビ・中等教育部門の最優秀賞
（郵政大臣賞） 中学2年生向けテレビ学校放送番組

1981 第13回 人間は何をつくってきたか　
～宇宙船への招待～ ★ テレビ部門のグランプリ「日本賞｣

（成人教育）

NHKスペシャルの番組。米ソ宇宙開発競争の歴史をた
どりながら，将来宇宙船を交通手段として利用すること
の可能性にまでおよぶドキュメンタリー

1983 第14回 ラジオ音楽教室4 年生
～はりきって！運動会です（2）～

◎
R

ラジオ・初等教育部門の最優秀賞
（文部大臣賞） 小学校4 年生向けラジオ学校放送番組

1983 第14回 数の世界（小学校5年算数）　
～円周の長さ～ ★ テレビ部門のグランプリ「日本賞」

（初等教育） 円周率がテーマの小学校5年生向け学校放送番組

1987 第16回 にんぎょうげき ～くもの糸～ ◎ テレビ・初等教育部門の最優秀賞
（郵政大臣賞） 「幼稚園･保育所の時間」のシリーズのひとつ

1987 第16回 日本動物記 ～カッコウ～ ◎
テレビ・教育的一般番組部門の最
優秀賞

（外務大臣賞）

カッコウの“托卵（たくらん）”という習性を長期取材で克
明に描いた科学番組で，この年からの新規部門での受
賞

1989 第17回 驚異の小宇宙・人体 ～生命を守
る・ミクロの戦士たち（免疫）～

★
※

テレビ部門のグランプリ「日本賞」
および日本電子機械工業会賞（教
育的一般番組部門）

NHKスペシャルの番組。「人体｣シリーズは，中学校･
高等学校の授業での利用も多い

※1991年からは，ラジオ部門廃止，部門最優秀賞とグランプリ「日本賞」はダブル受賞となる

1991 第18回 東洋医学　第3部　
～未病を治す 東洋の養生法～ ◎ 教育的一般番組部門の最優秀賞

（東京都知事賞）
「サイエンス･ドキュメント」シリーズの1番組で，未病の
実態に迫るとともに，東洋医学に新たな光を当てた番組

1992 第19回 ステップ＆ジャンプ・理科　
運動と速さ ～慣性～

★
◎

グランプリ「日本賞」および中等教
育部門の最優秀賞（郵政大臣賞）

「ステップ＆ジャンプ」は中学校･高等学校向け学校放送
シリーズ全体の名称（1990～1996 年度放送）。NHK学
校放送番組のグランプリ受賞は，第14回以来9年ぶり

1992 第19回 ナノ・スペース　超ミクロ宇宙への
旅 ～分子の機械が動き出す～ ※

成人教育部門･教育的一般番組部
門の中で演出や制作技術において
新機軸を示す番組に対する賞

（阿部賞）

教育的一般部門にエントリーされたNHKスペシャルの
番組。「ナノ｣の世界へ分け入る人類の情熱と成果を，最
新の顕微鏡撮影技術を駆使して描いた番組

1993 第20回 鳥のように虫のように　
～歩いて作った日本地図～ ※ 初等教育部門の（最優秀賞に次ぐ）

優秀番組（日本放送教育協会賞）

小学生向け夏休み放送，単発の教育番組。葛飾北斎の
視点を借りるという独特の演出手法で，伊能忠敬の努力
を描いたドラマ形式の番組。ハイビジョン映像合成技術
を用いており，歴史番組としても科学番組としても優れて
いるとの評価を得た
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｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

番組・コンテンツのタイトル 注 受賞内容と部門・カテゴリー
（賞の名称） 番組･コンテンツの補足説明

1994 第21回 こどもの療育相談：シリーズ療育
の記録 ～姉と兄に見守られて～

★
◎

グランプリ「日本賞」および成人教
育部門の最優秀賞（東京都知事
賞）

週1回，障害児の療育のあり方を解説し，家庭向けに放
送しているシリーズの1本

1995 第22回 わくわくサイエンス　
～動物のたんじょう～ ◎ 初等教育部門の最優秀賞

（文部大臣賞） 小学校5年生向け理科の学校放送番組

1995 第22回 中学生日記　
～にわかボランティア～ ※ 中等教育部門の優秀番組

（前田賞） 1962年開始の長寿教育ドラマ

1996 第23回 なんでもＱ ～あにまるＱ～ ※ 就学前教育番組の優秀番組
（放送文化基金賞）

幼児向けの生物に対する関心を高めるシリーズ。CGアニ
メーションを使ったクイズ形式の番組

1996 第23回 たったひとつの地球　
～ごみを食べた動物～ ※ 初等教育部門の優秀番組

（日本放送教育協会賞）

1996 年開始の小学校高学年向け環境教育の学校放送
番組で，シリーズでは，自然や環境について自ら考える
力を育成することを目指している

1996 第23回 北海道スペシャル ～ふたりだけの
教室・平馬先生とめぐみちゃん～ ◎ 成人教育部門の最優秀賞

（郵政大臣賞）

1人の教師が1人の自閉症の児童の心を開いていく姿を
通して，教育とは何か，学校のあるべき姿とは何かを問
いかけるドキュメンタリー番組（学校放送番組部制作担
当）

1997 第24回 ことばを覚えたチンパンジー　
～アイちゃん19年の記録～ ◎ 成人教育部門の最優秀賞

（東京都知事賞）

NHKスペシャルの番組（科学番組部制作）。19年の映
像記録をもとに，チンパンジーの言語理解能力･行動能
力を探り，人間の言語の起源も考察する番組

1999 第26回 マテマティカ　
～さんにんでさんかく～ ◎ 子ども部門の最優秀賞

（外務大臣賞）
小学校1，2年生向け算数の学校放送シリーズ『マテマ
ティカ』の第2シリーズ（2007年度開始）の1本

1999 第26回
ETVカルチャースペシャル 最後の
晩餐ニューヨークを行く　
～僕たちが挑むレオナルドの謎～

★
◎

グランプリ「日本賞」および青少年
部門の最優秀賞（文部大臣賞）

名画「最後の晩餐」を素材として，青少年を対象に，個々
の見方を大切にした美術鑑賞の方法を魅力的に提示す
る番組

2000 第27回
未来への教室　
～ワリス・ディリー タブーに挑むス
ーパーモデル～

◎ 教育ジャーナル部門の最優秀賞
（東京都知事賞）

様々な分野の第一線で活躍する国際的な著名人が，彼
らの経験や知恵を若い人たちに伝える特別授業（課外授
業）を行う，2000 年開始のシリーズの1本

2001 第28回 ふしぎいっぱい ～アリのくらし～ ◎ 子ども部門の最優秀賞
（外務大臣賞）

小学校3年生向け理科の学校放送番組。身近な生き物
の営みに対する子どもの好奇心を刺激し，知的意欲を育
むことを目指す

2002 第29回 世紀を刻んだ歌　
イマジン2001−2002 ◎ 青少年番組の部の最優秀賞

（文部科学大臣賞）

20 世紀の名曲誕生の時代背景や，曲にこめられたメッ
セージを通して，若者が直面する課題にどう向かってい
けばよいのかを提示するシリーズの1本

2003 第30回 ピタゴラスイッチ
～第25話 みかたをかえてみる～ ◎ 子ども番組の部の最優秀賞

（総務大臣賞）

2002年開始の，考え方を育てる幼児向け（4～6歳）シ
リーズの1本で，この番組では，ものの見方，考え方を
変えてみることを取り上げている

2003 第30回
マリナ 
～アフガニスタン・少女の悲しみを
撮る～

◎ 教育・教養番組の部の最優秀賞
（文部科学大臣賞）

NHKスペシャルの番組。混乱が続くアフガニスタンのカ
ブールで，監督と貧しい少女の出会いで始まった映画製
作の日々を追いながら，少女の心に深く残る傷跡を描き，
戦争の悲惨さを伝える

2003 第30回
こども・輝けいのち 第3集 涙と笑
いのハッピークラス　
～4 年1組 命の授業～

★
◎

グランプリ「日本賞」および教育ジ
ャーナルの部の最優秀賞（東京都
知事賞）

NHKスペシャルの番組。子どもたちがクラスの仲間に向
けて自分の気持ちを伝えることで，仲間とともに生きる
喜びを実感させようとする小学校教師の試みを紹介し，
教師が子どもたちの成長に目覚ましい力を発揮できるこ
とを実証している

2003 第30回 南極 ◎ ウェブ部門 最優秀ウェブ賞 南極の環境を取り上げた学校放送番組に連動したウェブ
サイト

2004 第31回 課外授業 ようこそ先輩 ～おしゃべ
りマジックで強くなろう～ ◎ 教育ジャーナルの部の最優秀賞

（東京都知事賞）

1998 年開始のシリーズで，日本を代表する著名人が母校
を訪問し，その道を究めるまでの道程を語ったり，実際
に後輩たちに自分がやっていることを体験してもらう等
の方法で課外授業を行い，交流を深める番組

2005 第32回 ＮＨＫスペシャル “大地の子”を育
てて ～中日友好楼の日々～

★
◎

グランプリ「日本賞」および一般教
養番組の部の最優秀賞（文部科学
大臣賞）

中国残留孤児を育てた養父母たちと帰国した子どもたち
を通して，戦争と平和をめぐって，出会いと別れを強い
られた2つの世代の姿を描く。紛争で引き裂かれた人生
を余儀なくされている世界各地の人びとのことを思い，考
えさせる番組ともなっている

※2008 年以降は，｢コンテンツ部門」（それまでの「番組部門」と「ウェブ部門｣を合体）の中にカテゴリーが設けられている。

2008 第35回 課外授業 ようこそ先輩　
～みんな生きていればいい～

★
◎

グランプリ「日本賞」および青少年
向けカテゴリー最優秀賞（外務大
臣賞）

2004 年受賞番組と同じシリーズ。視力聴力を失いなが
ら，大学に進学し，バリアフリー環境の研究を行う人物
が，子どもたちにコミュニケーションの難しさと重要性を
伝える

2008 第35回
NHKスペシャル 100 年の難問は
なぜ解けたのか　
～天才数学者失踪の謎～ 

◎ 生涯教育カテゴリー最優秀賞
（東京都知事賞）

数学者にとっての最大の難問「ポアンカレ予想」の証明
に成功したロシアの天才数学者が失踪したのをきっかけ
に，この難問に魅せられてきた数学者たちの100 年間の
闘いに迫る番組

2010 第37回 大科学実験
～音の速さを見てみよう～ ◎ 児童向けカテゴリーの最優秀賞

（文部科学大臣賞）

NHK/NED/アルジャジーラチルドレンズチャンネル共同
制作。スケールの大きな実験を通して自然界の法則を検
証する科学番組で，CGに頼らない実写映像で，科学の
楽しさや奥深さをわかりやすく伝えることを目指す
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番組・コンテンツのタイトル 注 受賞内容と部門・カテゴリー
（賞の名称） 番組･コンテンツの補足説明

2010 第37回
素数の魔力に囚われた人びと　
～リーマン予想・天才たちの150
年の闘い～

★
◎

グランプリ「日本賞」および生涯教
育カテゴリー最優秀賞（東京都知
事賞）

数学史上最大の難問，リーマン予想と素数の世界の番
組化。素数のなぞに挑んだ天才たちの奇想天外なドラ
マをたどりながら，CGを駆使して難解な理論をわかりや
すく説明（ハイビジョン特集）

2011 第38回 みいつけた！ ◎ 幼児向けカテゴリー最優秀賞
（総務大臣賞）

2009年開始の4～5歳対象のマガジン形式のシリーズ番
組。健康･人間関係・環境･言葉・表現の概念をもとに，
子どもの発達をバランスよく後押しする番組

2012 第39回 NHKスペシャル 宇宙の渚　
第1集 謎の閃光スプライト ◎ 生涯教育カテゴリー最優秀賞

（東京都知事賞）

パイロットや宇宙飛行士によって目撃されてきた謎の閃
光スプライトの正体を解き明かし，地球が宇宙から大き
な影響を受けていることを解き明かす，専門家との協力
で成立した科学番組

2013 第40回 釜石の奇跡
～子どもたちが語る3.11～ ※

テレビを通じてその国･地域の教育
に持続的に貢献し得る番組として
の表彰（前田賞）

福祉教育カテゴリーにエントリーされた番組で，東日本
大震災の巨大津波を自力で生き延びた，岩手県の釜石
小学校の児童の行動を，アニメーションとインタビューで
描いた番組

2013 第40回 NHKクリエイティブ・ライブラリー
（ウェブサイト） ◎

イノベイティブ・メディア カテゴリー
最優秀賞

（経済産業大臣賞）

NHKのアーカイブ映像をオンラインで提供して，すべて
の利用者に創造力や表現力を高める機会を提供するサ
ービスで，学校教育の場でも活用されている

2014 第41回 ミミクリーズ　
～きいろとくろのヒミツ～ ◎ 幼児向けカテゴリーの最優秀賞

（総務大臣賞）

子どもの知的好奇心を触発して観察眼と想像力をみがく
ことで，｢科学する心」を育て「自分で考えること」を促す
幼児向けテレビ番組シリーズ

2015 第42回 デザインあ #85 ◎ 幼児向けカテゴリーの最優秀賞
（総務大臣賞）

身のまわりにある当たり前に存在しているモノをデザイン
の視点から見つめなおし，斬新な映像手法と音楽とで表
現したシリーズ番組。幼児から小学校低学年を主な対象
としている

2016 第43回 プロフェッショナル 私の流儀
（アプリケーション・ソフトウェア） ◎

クリエイティブ･フロンティア カテゴ
リーの最優秀賞

（経済産業大臣賞）

デジタルメディアを活用し，新たな学びの可能性を切り
開く最も優秀なコンテンツとして表彰。自分自身のストー
リーや自分が考える自分の個性を語らせる，自己発見ツ
ールとなるモバイルアプリが，人気番組から派生して作
られた例。DigiBookとの共同制作

注1：2017年までに55の作品が受賞（うち，グランプリが16 番組）。重複受賞があるため，受賞総数としては63件となる。
　　 このほかに，受賞記録リストへの掲載はないが，年によっては，佳作やRunners-up（優秀番組）として発表された作品もある。

NHK以外の受賞作品

番組・コンテンツのタイトル 注 受賞内容と部門・カテゴリー
（賞の名称） 番組･コンテンツの補足説明

1981 第13回 14歳の小径 ◎ テレビ・中等教育部門の最優秀賞
（阿部賞）

テレビ静岡の番組。小学校5年生から登校拒否で家に
閉じこもり14歳（中2）になった少女の生活を取材し，彼
女自身が少しずつ自分を開いていく過程を描きながら，
背後にある問題を考えさせるドキュメンタリー

1983 第14回 生きる ◎ テレビ・成人教育部門の最優秀賞
（阿部賞）

テレビ静岡の番組。1日でも長く生き続けようとする患者
たちの姿を通して，まだ一般にはなじみの薄い「ホスピ
ス」施設への理解と関心を深めようとする番組

1987 第16回 大草原の少女みゆきちゃん ※ 審査委員会特別推奨 北海道放送から，教育的一般番組部門にエントリーされ
た番組

1992 第19回 ベトナムに生まれて
～ベト君・ドク君物語～ ◎ 教育的一般番組部門の最優秀賞

（東京都知事賞）

日本テレビ放送網の番組で，ベトナム戦争の惨禍を背負
った二重胎児の分離手術とその後を追うドキュメント。
民放番組の部門最優秀賞受賞は9年ぶり

1993 第20回 貿易姿勢 ※
成人教育部門の最優秀賞に次ぐ優
秀番組

（阿部賞）

静岡放送とオレゴン公共テレビジョンの共同制作。一般
市民が抱く日米双方へのイメージの隔たりに着目した番
組

1999 第26回 ふつうのままで ※ 審査委員特別推奨
毎日放送から，一般教養部門にエントリーされた番組。
重度の障害者が抱える問題を取り上げ，普通の家庭生活
を営む権利を持つものだという事実に注意喚起した番組

2000 第27回 “With…”　
若き女性美術作家の生涯 ※

困難な状況下にある子どもの生活
や境遇を扱った優れた番組に対す
るユニセフ賞

毎日放送から，教育ジャーナル部門にエントリーされた
番組。阪神・淡路大震災を経験して命の尊さを実感した
女性美術作家がネパールの小学校で教師としてボランテ
ィア活動を行った様子を追った番組

2013 第40回 まっすぐに智華子，夢へ　
～全盲の少女，18歳の軌跡～ ※ ユニセフ賞

札幌テレビ放送から青少年向けカテゴリーにエントリー
された番組。未熟児網膜症で両眼の視力を失いながら，
幼少時から水泳を続けてきた18歳の女性と家族を10 年
間にわたって取材したドキュメンタリー

2017 第44回
EyeMoT（アイモット）：　
成功体験をベースにした視線入力
訓練ゲーム

◎
クリエイティブ･フロンティア カテゴ
リーの最優秀賞

（経済産業大臣賞）

島根大学からエントリーされたアプリケーション・ソフト
ウェアで，障害者のコミュニケーションや学習機会を広
げるうえで重要な視線入力がスムーズにできるようになる
ための工夫が評価された

 （各回の報告書や『NHK年鑑』等の情報をもとに筆者が作成）
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｢日本賞｣コンクールにみる世界の“教育とメディア”の変容

付表3　『日本賞』国際アンケート実施概要と主な特徴

アンケート実施年
（回答国/機関数）
【　】はコンクール 

参加国･機関数

主な設問内容
アンケート回答にみる特徴/結果の活用など

（［　］内は，月報※への発表）
※1982年3月号までは『文研月報』，1984年2月号以降は『放送研究と調査』

1979年（第12回）
（43か国59機関）
【56か国89機関】

＊教育放送の役割
＊教育放送利用促進上の障害
＊学校放送利用促進のための施策
＊教授・学習面でのラジオ・テレビの

効果的利用の事例

コンクール期間中のシンポジウム「学校放送利用をめぐる諸問
題」の基礎資料として，アンケート結果を報告。シンポジウム
でのディスカッションの概要も合わせて，月報に紹介。
 ［月報への発表：1980年3月号］

1981年（第13回）
（28か国37機関）
【54か国98 機関】

＊教科別/対象別にみたテレビ・ラジ
オ教育番組の放送実態（就学前・初
等・中等・成人教育番組）

この年のセミナーでは，過去のコンクール受賞番組の視聴に
加えて，アンケート結果をもとに，教育放送のおかれている世
界的状況と課題について，ディスカッションを繰り広げた。
アンケー卜結果は，『放送教育研究』12,（1983）に発表。月報
には，1969年からコンクールに関与してきたシュラム博士（故
人）への特別インタビューを掲載。
 ［1982年3月号］

1983年（第14回）
（39か国56 機関）
【54か国87機関】

＊教育放送の役割
＊教育放送利用促進上の障害
★ニューメディア（衛星，CATV，文字放

送など）利用の現状と近未来の計画
（★印は，該当年に初めて設けた項目）

セミナー「教育放送の役割 ～現状と将来展望ー」で報告。特
に，“ニューメディアの教育利用”については，アンケー卜の自
由回答のほかに，セミナー参加の各国審査委員たちからも，
多様な具体事例が紹介された。
 ［1984年2月号］

1985年（第15回）
（37か国60機関）
【47か国80機関】

＊教育放送の主な機能
＊教育放送発展の阻害要因
＊ニューメディア（衛星，CATVなど）

の教育利用の現状と近未来の計画
＊カテゴリー別にみた教育番組制作・

放送の有無
＊学校放送番組の内容に関する最終責

任者/番組制作費の負担者

20周年の節目を迎えたコンクールでは，参加番組の特徴とい
う面でも，コンピューター利用の増加が顕著であったが，アン
ケー卜の結果にも“ニューメディア”の教育利用進展の様子が
表れていた。

「多メディア時代の教育放送と将来展望」と題したセミナーで
は，ディスカッションに先立ち，アンケート結果の紹介を行った。
BBCの教育用パソコンソフトやビデオディスクの例や，放送機
関としてのマルチメディア政策に注目が集まった。
 ［月報1986年2月号および『放送教育研究』13/14（1986）］

1987年（第16回）
（38か国55 機関）
【54か国104 機関】

＊教育放送の主な機能
＊教育放送発展の阻害要因
＊カテゴリー別教育番組の放送の有無
★学校放送の内容に関する最終責任

者
★教育番組のパッケージ配送サービス

の有無と形態
★マルチメディア教材制作の有無

この年から，放送機関だけでなく，教育番組制作機関にもコ
ンクール参加資格が与えられ，アンケー卜の対象者も変化した。
ニューメディア関連では，教育番組の配送サービスや，マルチ
メディア教材に関する設問を加えるほか，学校放送番組の制
作システムの実態についても調べ，日本の教育放送システムの
特徴を浮き彫りにした。
 ［1988年3月号］

1989年（第17回）
（39か国62 機関）
【48か国91機関】

＊教育放送の主な機能
＊教育放送の発展を妨げる要因
＊各種ニューメディアの教育的利用
★教育番組の国際共同制作現況と計

画
★教育放送に関する国際的協力への

関心の内容
＊カテゴリー別にみたTV・ラジオ教育

番組の放送の有無
＊学校放送の内容に関する最終責任者
＊教育番組用テキストの有無

新しいテクノロジーの教育利用の進展状況に加えて，教育番
組における国際的な協力関係に関する質問を新たに設けた。
多様な項目を取り上げたアンケー卜の結果は，「多様化の中で
のチャレンジ：新しい教育放送の時代に向けて」と題するシン
ポジウム（教育番組制作者会議）でも，ディスカッションのベー
スとして紹介。
 ［1990年3月号］
さらに，この回までのアンケー卜結果や世界の教育番組の主
要な傾向については， 1991年版『英文放送学』にまとめた。

［Worldwide Educational Broadcasting : Diversity and 
Challenge in a New Era, Studies of Broadcasting No.27]

1992年（第19回）
（34か国55 機関）
【43か国87機関】

＊教育番組の内容
＊教育放送実施主体
＊教育番組制作経費
＊教育放送の機能
＊教育放送の推進をはばむ障害

［この年の調査については，1979年に本調査開始を企画した，
元NHK放送文化研究所のメンバーが実施を担当し，オブザ
ーバー・ミーティングで，5年前との比較を中心に結果紹介を
行った］。（秋山，1994）
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1993年（第20回）
（41か国77機関）
【52か国108 機関】

＊教育放送の主な機能
★教育放送の現況と将来予測（自己評

価）
＊教育放送の発展を妨げる要因
＊教育放送における国際的経験（番組

の輸入，輸出，共同制作）
＊教育放送における国際間協力への関

心
★子ども向け番組の国際的経験
★“子どもとテレビ”に関する問題点
★子ども番組発展に関する今後の関心

コンクール参加機関がこれまでの最多数だったことから，アン
ケー卜回答機関も77制作・放送機関にのぼった。
教育番組のおかれた状況を分析する新たな視点として，自己
評価による「教育放送の現況把握と将来予測」を取り込むな
ど，多岐にわたる質問を行った。
また，コンクール第20回記念のシンポジウム「いま，世界の子
ども番組は…」の開催に合わせて，より広い視点で“子どもと
テレビ”に関する設問も加え，シンポジウムでのディスカッショ
ンのための基礎資料を提供した。
 ［1994年3月号，10月号］

1994年（第21回）

前年のアンケー卜は，1年たった時点での活用意義も大と認め
られたため，さらに詳細な分析を加えたうえで，フォーラム「世
界の教育放送の現状と将来：わたしたちは今，どこまできてい
るのか」の中でも紹介を行った（「日本賞」関連イベントとして
は初めて，当研究所のホールで開催。1994年11月15日）

 （表作成：小平さち子）
注：小平さち子（1997）「教育放送に関する研究の動向と考察～新しい時代の“教育とメディア”研究へ向けて～」『NHK放送文化調査研究年報42』p.86-87の表 6を加筆修
正したものである。1991年はコンクール実施年であるが，アンケートは実施していない。

付表4　2002年以降の「日本賞」コンクールの部門･カテゴリーの状況（抜粋）	 【数字はエントリー数】

2002年
【208 本】

･･･ 2部門制。番組部門は4カテゴリーで構成されており，グランプリは「番組部門」 
4カテゴリーの最優秀番組からダブル受賞で選出される。

番組部門
Program 
Division

テレビ番組　TV Programs
ウェブ部門

（番組連動ウェブサイト）
Web Division

★子ども番組
Early Ed.

★青少年番組
Youth Ed.

★一般教養番組
Adult Ed.

★教育ジャーナル
Issues in 
Education

183 52 50 47 34 25

2008 年
【293 本】

･･･3部門制。コンテンツ部門の5つのカテゴリーすべてにおいて，映像系，デジタルコンテンツ系のいずれでもエン
トリー可能。

コンテンツ
部門

Audiovisual 
Division

テレビ番組，映画作品等 ＋ ウェブ，教育ゲーム，その他の双方向コンテンツ
（TV Programs and other video materials）

（Website, Game software, Other interactive materials）
シリーズ
番組部門※

（全年齢対象で
テレビ番組）
TV Seires 
Division

企画部門※

（全年齢対象）
TV Proposal 

Division★幼児向け
Pre-school

★児童向け
Primary

★青少年向け
Youth

★生涯教育
Continuing 
Education

★福祉教育
（全年齢対象）

Welfare 
Education

209 31 47 48 42 41 47 37

※ この部門は2008，
2009年の2回限り

※ 2003～2005年は
「番組企画部門」
と称されていた

2017年
【309本】

･･･2部門制で，コンテンツ部門は5カテゴリー。年齢別対象の4カテゴリーは映像系，クリエイティブ･フロンティア
カテゴリーはデジタルコンテンツ系がエントリーの対象（2014 年以降この形で審査が行われるようになった）。

コンテンツ
部門

Audiovisual 
Division

テレビ番組，映画，ビデオ
TV Programs/Films/Videos  Including webcasts

ウェブサイト，ゲーム，
アプリケーションソフトウェア，

クロスメディアコンテンツ
Websites/Games/Application 

Software/Cross-media Content

企画部門
（全年齢対象）

TV Proposal 
Division

★幼児向け
Pre-school

★児童向け
Primary

★青少年向け
Youth

★一般向け
Lifelong 
Learning

★クリエイティブ・フロンティア
（全年齢対象）

Creative Frontier

266 43 61 44 71 47 43

注：グランプリ「日本賞」は，番組部門あるいはコンテンツ部門の各カテゴリー最優秀賞の中からダブル受賞の形で授与される。
 （各回の報告書発表情報をもとに筆者が作成）


