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はじめに

2005年は，日本の“学校教育とメディア”
にとって，いろいろな意味で節目の年である。

国が進める e-Japan 戦略「教育の情報化」
では，2005年度中に全国公立学校のすべての
教室にパソコンが整備され，ブロードバンド
で結ばれることを目標としてきた。NHK で
は，こうしたメディア環境の変化に呼応して，
従来の放送サービスに加えて，インターネッ
トで関連教材や動画を提供し，双方向の学習
も可能となる「NHKデジタル教材」の開発を
進めてきた。2001年に 2 つの番組でスタート
した「NHKデジタル教材」は 4年間で急速な
発展をみせ，2005年4月には，38 の学校放
送番組に連動するデジタル教材が出揃った。

2003年12月に三大都市圏で始まった地上
デジタル放送についても，2007年以降実用
化が予定されるサーバー型放送の利用で，番
組やコンテンツの自動録画・蓄積，いつでも
必要に応じた利用が可能となるなど，教育現
場での活用に対する期待も高まっている 1）。

1935年の全国向けラジオ学校放送開始か
ら 70年，学校のメディア環境が大きく変化
した現在，放送番組やデジタル教材はどのよ
うに利用され，今後に向けて何が期待されて

デジタル時代の教育現場における
メディア利用と今後の展望
～ 2004 年度NHK学校放送利用状況調査を中心に～
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いるのか。2004年秋実施の「学校放送利用状
況調査」と付帯調査として実施した「小学校4
年担任教師調査」の結果を中心に，デジタル
教材の開発や利用をめぐる研究，海外の動向
にも目を向けつつ，今後の課題を考察する。

１.学校におけるパソコン環境の整備と活用

２.学校放送利用の変化：『二極化』とその背景

３. 新たな教育サービスへの期待と課題　

４. メディア変革期にみる多様な教師

まとめにかえて

本稿では，小・中・高等学校を取り上げるが，
６月号では，幼稚園・保育所におけるメディア
利用やメディア観の変容について取り上げる予
定である。

校 種 総学校数 抽 出 比 標本数 有効回答 有効回答率

幼稚園 13,794 校 1/17  811 校 601 校  74.1%

保育所 22,770 1/28  813 577 71.0  

小学校 23,187 1/22 1,054 704 66.8

中学校 11,048 1/14  789 563 71.4

高等学校 5,272 1/7  753 571 75.8

調査期間： 2004 年 8 月 30 日（月）～ 12 月 3 日（金）
調査方法： 郵送法 督促 2 回
調査対象： 「2004 年度全国学校総覧」（原書房刊）から
 系統抽出
 保育所については，各都道府県から入手
 した名簿から抽出

表1　調査の概要

調査対象および有効回答数（率）

注：新潟県中越地震と台風23号の影響が想定された対象校については、2次督促を
中止した。中止件数は、幼稚園3、保育所9、小学校7、中学校6、高等学校7校。
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１. 学校におけるパソコン環境の
整備と活用の実態

日本の小・中・高等学校におけるパソコン
環境の整備は，国の推進する「教育の情報化」
計画の中で急速に進展してきた。

隔年で実施している NHK の本調査の結果
をみても，2002年度までは，インターネッ
ト接続やパソコン台数の増加が中心であった
のが，2002年度から 2004年度にかけての 2
年間は，普通教室へのネット接続パソコンの
普及や，校内 LAN の整備，ブロードバンド
回線の普及などの面で進展がみられるように
なった点が特徴といえる。

（１）小学校

◆ 注目される普通教室へのパソコンの普及

小学校のインターネット接続率は 99.0％で
ほぼ飽和状態だが，インターネットに接続さ
れたパソコンを使える場所としては，相変わ

らずコンピューター教室（91.8％）が圧倒的に
多い。普通教室にインターネット接続パソコ
ンを設置する小学校は，2年間で倍増して，
3割を超えたところである（図1）。

校内 LAN の整備も，この 2年間で進展し
て（73.3% →81.7％），「普通教室に整備している」
小学校も 33.4％にまで増えた（表2, P30）が，

「校内 LAN の整備により全ての教室がイン
ターネットに接続される」という2005年度内
の国の目標達成は容易ではない状況といえる。

また，学校で主に利用しているインター
ネット回線については，動画活用が可能なブ
ロードバンド回線（ADSL・ケーブルテレビ・光

ファイバー）のある小学校は 63.5％と，2002年
度の 2倍近くに増えた（表3, P30）。

普通教室へのパソコンの導入やプロジェク
ターの普及が進んだことに伴い，普通教室
でパソコンを利用する小学校がこの 2年間で
15％増えて 35.5％に，また，授業中にノート

図1　インターネット接続パソコンの各教室への普及の推移
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パソコンを使いたい場所に持ち出して使うこ
とがある学校も倍増して 26.3% となった。こ
のように，小学校でのパソコン利用の場は徐々
に広がっているが，半数強の小学校（53.7%）は，
授業でパソコンを使う場が「コンピューター
教室のみ」という現実も存在する（表は略）。

◆ 過渡期にある小学校での児童のパソコン・

インターネット利用

このような環境の中で，小学校でのパソコ
ン・インターネットの利用内容に目を向ける
と，全般に教師の利用は広まっているのに対
して，授業中の児童による利用は必ずしも増
えていない状況が注目される（図2, P31）。「教
師がインターネット上のコンテンツを教材作
成など授業の準備のために使用」（75.3%）が
2002年度調査同様，最も多く，「教師がイン
ターネット上のコンテンツそのものを授業中
に提示」（40.1%）にも 2年前と同程度の回答が
ある。

これに対して「児童自身が授業でネット上
のコンテンツを利用」（52.8%）は，15% 以上
の減少，「他校とインターネットを使って交
流」も有意に減少しており，ほとんど全ての

項目が有意に増加していた 2002年度とは対
照的な結果となっている。

これは，教育の情報化の大号令の下，小学
校の授業でインターネット利用に取り組み始
めたものの，子どもたちにいつ，どのように
利用させるのか，授業の流れの中にどのよう
に組み込むのかなど，授業設計の難しさ，準
備して使いこなすことの大変さを体験し，児
童自身に利用させる機会が減少した側面もあ
ると思われる。ハード面の整備が先行する中，
活用に向けた教師への情報提供や研修の準備
が進んでいないことの影響ともいえよう。

また，授業でのインターネット利用が多い
のは「社会」「総合的な学習の時間」「理科」
の時間であるが（表は略），この中で，（1）児
童自身によるインターネット利用の機会を
提供する主要な時間であり，（2）調べ学習や
交流学習が重視される「総合学習」での利用
が，この 2年間で有意に減少している（81.5%

→74.0%）。教育界全体に教科重視の傾向も見
られる中，学校現場での「総合学習」の位置
づけが変わりつつあり，児童自身がインター
ネットを用いる学習の機会が減少しているこ
とも考えられる。

校内 LAN
整備あり
（%）

校内 LAN 整備場所（%）

普通教室 コンピュー
ター教室 職 員 室

小 学 校 81.7
（73.3）

33.4
（20.7）

68.3
（62.0）

70.9
（56.4）

中 学 校 85.6
（79.5）

28.8
（18.8）

70.7
（68.8）

75.3
（65.6）

高等学校 91.6
（86.2）

41.5
（30.1）

78.8
（72.6）

82.5
（76.9）

普通の
電話回線

ISDN
回 線

ADSL
回 線

ケーブル
テレビ回線

光
ファイバー

小学校 6.0%
（10.0）

23.4
（44.5）

22.3
（9.0）

16.9
（15.1）

24.6
（12.9）

中学校 4.3
（8.9）

19.7
（48.1）

24.0
（9.5）

17.1
（14.4）

29.1
（12.8）

高等学校 3.3
（8.0）

8.9
（30.2）

26.1
（18.4）

6.0
（8.2）

47.6
（26.7）

表 2　校内 LANの整備
（100%= 全学校）

注：（ ）内は、2002年度の数値である。

ブロード
バンド

63.5
（36.6）

69.4
（36.3）

77.8
（52.3）

表 3　学校で主に利用しているインターネット回線
（100%= 全学校）

＊ 一部複数回答校が含まれる注：（ ）内は、2002年度の数値である。
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（２）中学校・高等学校

◆ 先行するハード環境の整備と活用の背景

中学校・高等学校でも，国の「教育の情報
化」推進計画によって，パソコン環境の整備
は急速に進展してきたが，インターネット接
続にしても校内 LAN の整備にしても，小学
校に先行して整備が進んできた点が特徴とい
える。ブロードバンド回線の利用を例にとる
と，高等学校では 8割近くの学校がブロード
バンド回線となっており，光ファイバー回線
利用校が全体の半数近く（47.6％）を占めてい
る（表3, P30）。

また，2004年度調査では，必要な映像を
“いつでも”取り出す機能をもつハード
ディスクレコーダー（内蔵型 DVD レコーダー

を含む）の保有状況をはじめて調べている
が，高等学校ではすでに 31.0％，中学校では
19.9％，小学校でも 11.6% が保有しているこ
とがわかった（表4）。VTR やパソコンなど，
これまでの新規メディア登場の場合と同様，
高→中→小の順で，普及し始めた様子がうか
がえる。

高等学校では，「生徒自身が授業でインター
ネットのコンテンツを利用」する学校が，3
校種中で唯一，有意に増加している（表5）。

「教師がインターネットのコンテンツそのも
のを授業中に提示」することも，有意に増加
している。2003年度から，高等学校の普通
科で「情報」が必修科目となったことによる
ものと考えられる。新しいメディアが本格的
に授業で利用されるためには，ハード面の環
境と並行して，活用に積極的な授業の環境を
整える重要性が表れているといえよう。　

校種

パ ソコ ン DVD-ROM 対応
パソコン

パソコン画面提示
プロジェクター

ハードディスク
レコーダー

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

保有率
（%）

平均
保有台数
（台）

小学校 100.0
（99.9）

31.1
（23.7）

△ 50.0
（29.4）

10.9
（5.0）

△ 72.4
（63.7）

1.9
（1.4）

11.6 1.9

中学校 100.0
（100.0）

46.5
（42.6）

△ 56.8
（38.7）

14.7
（8.1）

△ 78.3
（67.2）

2.1
（1.7）

19.9
 

 1.8

高等学校 100.0
（100.0）

105.7
（92.4）

△ 74.6
（55.1）

28.0
（15.2）

△ 77.6
（61.0）

4.4
（4.0）

31.0 1.9

表 4　IT 機器保有状況
（100%= 全学校）

注1：（ ）内は、2002年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2002年度に比べ有意差がある。
注3：平均台数については保有校あたりの平均値である。

小学校 
（%）

中学校 
（%）

高等学校
（%）

教師がインターネット上の
コンテンツそのものを授業中
に提示

40.1
（43.3）

▼ 26.3
（33.3）

△ 37.0
（30.1）

教師がインターネット上の
コンテンツを教材作成など授
業の準備のために使用

75.3
（72.7）

76.2
（77.1）

81.8
（79.4）

児童（生徒）自身が授業で
インターネット上のコンテンツ
を利用

▼ 52.8
（68.1）

▼ 43.7
（59.9）

△ 48.2
（34.4）

学校のホームページを作り
発信している

△ 36.5
（30.0）

32.7
（30.6）

55.9
（50.0）

他校とインターネットを
使って交流している

▼  2.8
（7.2）

2.1
（3.5）

6.0
（5.4）

表 5　授業でのインターネットの利用方法
（100%= 全学校）

注1：（ ）内は、2002年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2002年度に比べ有意差がある。

図 2　インターネット利用内容の推移 <小学校 >
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２.学校放送利用の変化
　          ～『二極化』とその背景～
（１）小学校

◆ 学校放送利用の減少傾向　

NHK 学校放送利用状況調査では，調査年
度の 4月から調査時点までに，1番組以上学
校放送番組を利用した学校を「NHK 学校放
送利用校」と定義し，当該校種に占めるその
比率を「NHK 学校放送利用率」として経年的
に調べてきた。

小学校における 2004年度の「NHK テレビ
学校放送利用率」（以下「学校放送利用率」と表

記）は 79.5％であり，2002年度と比べて有意
に減少した（表6, P33）。小学校における学
校放送利用率は 1972年度調査で 90％を超え
て以来30年間ほぼ９割台を推移していたが，

近年徐々に減少傾向がみられ始め，2000年
度以降その傾向が顕著になり，2002年度に
は９割台を割った。

しかし，利用の内実を「利用クラス数」や「利
用頻度」など，さまざまな観点から分析して
みると，90年代後半以降，学校放送の利用
の密度が，徐々に減ってきたことがわかる（図
4・図5, P33）。

学校放送利用の減少傾向について，小学校
自身は（1）学校週5日制で授業内容が過密に
なったことや，公務の負担が増えたことなど
の“繁忙感”と，（2）“授業でのパソコン利用”
が始まったことを主な理由としてあげている。

個別番組の利用状況をみてみると，ここ数
回の調査結果と同様，1年生の道徳番組『ざ
わざわ森のがんこちゃん』の利用が最も多い
（表7, P33）。また，全般に番組の利用が減
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図 3　小学校におけるメディアの普及と利用の推移

注1：調査初期の10年間は、校種ごとに調査が実施されており、1961年度にはじめて、幼稚園から高等学校まですべての校種について、ラジオとテレビ
の利用に関する調査が同時期に実施された。

注2：1967年度以降の調査はすべて9～11月に実施。1962～66年度は、6月に全校対象のサンプリング調査で放送利用校を抽出したうえで、9～10月に利
用校対象に番組利用状況や意向を調査している。

注3：1973年度以降の調査では、放送中のNHK学校放送全番組のリストを提示して、それぞれの利用の有無を質問し、1番組でも利用しているクラスが
ある学校を「NHK学校放送利用校」と定義し、全学校に対する比率を「NHK学校放送利用率」として算出している。
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表 6　NHK学校放送利用校の比率と推定利用校

注：⑮は2003年度の新番組、⑯は2004年度の新番組である。

校種
テレビ ラジオ

利用率（%）推定利用校 利用率（%）推定利用校

幼稚園 ▼ 35.1
（42.3）

4,842
± 515

4.2
（3.1）

579
± 216

保育所 ▼ 49.9
（58.1）

11,362
± 917

2.6
（2.7）

592
± 292

小学校 ▼ 79.5
（84.8）

18,434
± 739

1.4
（1.8）

325
± 215

中学校 16.9
（14.2）

1,867
± 322

高等学校  26.1
（27.3）

1,376
± 174

2.5
（3.0）

132
± 62

利用率
（%）

半数回以上
利用（%）

NHK デジタル
教材利用率

（%）

低
学
年

こどもにんぎょう劇場（1年） 22.4 8.5

はじめてのこくご ことばあ !
（1・2 年） 9.9 2.6

⑯かんじるさんすう1,2,3!
　（1～ 3 年） 6.4 1.1 0.1

それゆけこどもたい（1・2 年） 11.6 3.3

⑮ドレミノテレビ（1・2 年） 15.3 7.4    ―

ざわざわ森のがんこちゃん（1年） 49.1 29.7 0.4
⑮バケルノ小学校
　ヒュードロ組（2 年） 35.4 19.6 0.4

中
学
年

おはなしのくに（2・3 年） 14.9 4.9

⑯わかる国語 読み書きの
　ツボ（3・4 年） 7.0 1.7 0.4

⑮わかる国語 だいすきな
　20 冊（4 ～ 6 年） 4.4 0.8    ―

⑮わかる算数 4 年生（4 年） 6.0 1.4 0.1

まちへとびだそう（3 年） 17.8 8.0 0.7

くらし探偵団（4 年） 16.6 8.1 0.6

ふしぎいっぱい（3 年） 27.0 12.9 2.6

びっくりか（4 年） 28.3 14.2 4.4

さわやか 3 組（3・4 年） 36.9 19.4 0.6
みんな生きている

（3 ～ 6 年総合・生命教育） 8.8 2.7 0.3

しらべてまとめて伝えよう
（3・4 年総合・情報） 4.7 0.9    ―

えいごリアン
（3・4 年 総合・外国語会話） 16.8 7.2 1.8

高
学
年

⑯わかる算数 5 年生（5 年） 4.4 1.0 0.1

⑮日本とことん見聞録（5 年） 19.2 9.7 1.4

にんげん日本史（6 年） 29.0 14.3 2.6

サイエンス・ゴーゴー（5 年） 28.4 13.9 4.0

⑮ 3 つのとびら（6 年） 24.4 12.8 3.7

虹色定期便（5・6 年） 25.1 12.7    ―
⑯たったひとつの地球
　（5・6 年総合・環境） 10.5 3.3 1.1

おこめ（5・6 年総合） 14.5 5.0 2.8
スーパーえいごリアン

（5・6 年 総合・外国語会話） 10.7 4.7 1.1

ストレッチマン2 6.8 2.7 0.4

⑯みてハッスル きいてハッスル 4.0 1.4    ―

 
⑯学校デジタルライブラリー 5.8 0.1 0.1

⑯ミクロワールド 1.6 0.4    

 
川（4・5 年総合）
< 深夜アンコール放送 > 2.1 0.4 0.4

⑮南 極（5・6 年総合） 1.0 0.1    ―

表 7　個別番組の利用率 <小学校 >
（100%= 全学校）

図 4　利用クラス数からみる「学校放送利用校」
 <小学校 >

%

学校放送利用校
半分以上のクラスで利用した学校
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図 5　利用頻度からみる「学校放送利用校」類型の変化 
<小学校 >

%0 20 40 60 80 100

2004 年度

2002 年度

2000 年度

1998 年度

1996 年度

31.6 25.8 22.0

42.7 22.0 20.1

49.5 25.8 16.4

56.5 20.3 15.0

55.5 22.4 17.0 94.9％

91.8％

91.7％

84.8％

79.5％

継続利用校 準継続利用校 選択利用校 利用率
（100%= 全学校）

継続利用校=1番組でも“毎回利用している学校放送番組のある”学校
準継続利用校=1番組でも“半数回程度を利用している学校放送番組のある”学校
選択利用校=“学期に1～3本利用している学校放送番組のある”学校

注1：（ ）内は、2002年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2002年度に比べ有意差がある。

（100%= 全学校）
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少する中で，理科番組や，総合学習向け英語
番組が，比較的よく利用されているといえる。
2002年度は「総合的な学習の時間」の全面的
実施の初年度ということもあって，総合学習
の番組の利用が大幅に伸びたが，2004年度
はむしろ「ゆとり教育」見直しの傾向も表れ
るなど，番組利用にとって“追い風”要因
は存在しなかった。

◆ NHKデジタル教材の発展と利用の増加：

学校放送利用形態の『二極化』　

NHK では，2001年度から，主に小学校向
けに，高速インターネットで結ばれた教室で
利用する教材として，個々の学校放送番組の
内容に連動して提供するインターネットサー
ビス，「NHKデジタル教材」の提供を始めた。
この教材には，写真1に示したとおり 4種類

のコンテンツがあり，番組によって 4種類す
べてが提供されているもの，一部が提供さ
れているものなど，形態はさまざまである。
2004年度調査の時点では，表7（P33）に示
した小学校向け番組のうち 29番組について，
NHK デジタル教材が提供されており，理科
や社会を中心とする 9番組では 4種類のコン
テンツすべてが提供されていた。

この調査では，「NHK テレビ学校放送利用
率」の場合と同様，いずれかの番組に連動した
NHKデジタル教材を授業中に利用した学校の
比率を，「NHKデジタル教材利用率」と定義し
ている。2004年度の小学校における NHK デ
ジタル教材利用率は14.3%で，2002年度の8.4%
と比べて有意に増加した（図6, P35）。

“NHK デジタル教材だけを使って，放
送番組を使わなかった学校”は存在せず，

①「ばんぐみ」では，放送された番組と
同じものを動画または静止画でいつ
でも見ることができる。

②「（動画）クリップ」では，テレビを見
てさらに知りたくなったことを1 ～ 2
分の短い映像として見ることができる。
子どもの調べ学習，あるいは教師の教
材提示としても利用できる。

③「ホームページ（きょうざい）」（注）には，
子どもの学習を助ける用語集や番組
内容に関連づけたクイズ・ゲームな
どの双方向教材、教師向けの授業案
や教材集，ワークシートなどが含ま
れている。

④「掲示板（けいじばん）」（注）では，各
地の小学校と交流したり，子どもの学
習成果を発表し合うことができる。

（注） 2005 年時点では，「ホームページ」は
「きょうざい」，「掲示板」は「けいじ
ばん」と表示が変更されている。

写真1　NHKデジタル教材の内容
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NHK デジタル教材の利用校はすべて，NHK
学校放送番組利用校の中に含まれていた。し
たがって，NHK による学校放送サービスの
利用形態は「放送番組もデジタル教材も活用
するコアな利用校」と「放送でもインターネッ
トでも接点のない非利用校」に，“二極化”
し始めている様子がうかがえる。

NHK デジタル教材の４つのコンテンツ（内
容）別にみた利用率は，

「ホームページ（きょうざい）」10.4％，
「クリップ」6.0%，
「ばんぐみ」3.6％，
「掲示板」0.7% 　であった。

◆ NHKデジタル教材の利用が多い理科番組

2004年度，NHK デジタル教材利用が最も
多かった番組は，4年生理科の『びっくりか』
で，全国の小学校の 4.4% が利用していた（番

組を利用している学校の 15.5％）。この番組も含
めて，NHK デジタル教材利用の上位6番組
中4番組が理科番組であった（図7）。2003年
度新番組の 6年生理科以外の 3番組では，い

図 6　学校放送利用率（テレビ・デジタル教材）の推移
<小学校 >

2004 年度

2002 年度

2000 年度

79.5％

91.7％

84.8％

NHKデジタル教材利用率 NHKテレビ
学校放送利用率

14.3

8.4

（100%= 全学校）

NHKデジタル
教材利用率

テレビ
学校放送利用率

全学校　(n=704)

有　(n=228)
無　(n=476)

有　(n=235)
無　(n=469)

２台以上　(n=209)
１台　(n=298)
なし　(n=178)

３人に１台以上　(n=96)  
10 人に１台以上　　　　 
３人に１台未満　(n=309)

10 人に１台未満　(n=257)

普通教室へのネット接続PC

普通教室への校内LAN整備

普通教室で利用可能な
パソコン画面提示プロジェクター

ネット接続PC１台あたりの児童数

14.3 79.5％

20.6 80.3

11.3 79.2

23.8 82.1
9.6 78.3

7.9 75.3

18.2 82.8

15.8 80.5

12.1 84.8

21.9 70.8

12.9 77.7

図 8　普通教室のパソコン環境とNHKデジタル教材利用の関係 <小学校 > （100%= 全学校）

図 7　NHKデジタル教材利用の多い番組 <小学校 >

2004
年度

2002

2004

2004

2002

2004
2002

2004
2002

2004
2002

4.4

1.3

4.0
 ※注

2.8

3.7

3.1

2.6

1.3

2.6
2.1    

28.3%
34.1

28.4
32.2

14.5

24.4

21.3

27.0
33.4

29.0
36.0

NHKデジタル
教材利用率
番組利用率

びっくりか
（4年理科）

サイエンス・ゴーゴー
（5年理科）

３つのとびら
（6年理科）

おこめ
（5・6年総合）

ふしぎいっぱい
（3年理科）

にんげん日本史
（6年社会）

（100%= 全学校）

注：2002年度はデジタル教材は存在しなかった。
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ずれもこの 2年間で放送番組の利用は減少す
る中，デジタル教材の利用は増えている。

なお，6年生社会『にんげん日本史』と総合
学習用『おこめ』は，早い段階から NHK デジ
タル教材の開発が進められた番組で，2年前
に NHK デジタル教材の利用が最も多かった
のは『おこめ』であった。

◆ 学校放送利用『二極化』の背景　

現時点で，NHK デジタル教材がどのよう
な学校で利用されているかを分析してみると
2点にまとめられる。第一は，現時点で学校
放送番組の利用が活発な学校から，この新し
い教材の利用が始まっている点である。「継
続的に利用している学校放送番組がある」小
学校（図5, P33参照）の NHK デジタル教材利用
率は 25.6％であり，全小学校を母数とした場
合の 14.3％を大きく上回っている。

第二は，小学校のパソコン・インターネッ
ト環境の進展との関係である。図8（P35）に
示したとおり，普通教室でのインターネット
利用が可能な学校や校内 LAN 整備が進んで
いる学校，普通教室で利用可能なプロジェ
クターのある学校では，そうでない学校に
比べて NHK デジタル教材利用率が高い。ま
た「ネット接続パソコン 1台あたりの児童数
3人未満」の学校では，NHK デジタル教材利
用率が 21.9% で，学校放送利用率に占めるデ
ジタル教材利用の比率も高い。

現時点では国の目標に遅れ気味の，普通教
室のパソコン・インターネット環境の整備が，
今後進展することで，NHK デジタル教材を
始めとする各種デジタル教材全般の利用が増
える可能性があるといえよう。

（２）中学校・高等学校

◆ 好評の新番組「あしたをつかめ」

2004年度の学校放送利用は，中学校（16.9%）

高等学校（26.1％）ともに 2002年度とほぼ同程
度であった（表6, P33）。『あしたをつかめ～
平成若者仕事図鑑～』は，2004年度の新番組
にもかかわらず，中学校・高等学校それぞれ
3割の学校に存在を知られている。その利用
率も中学校7.6%，高等学校6.8％で，いずれ

番 組 名

中学校 高等学校

番組
利用率
（%）

NHK
デジタル

教材利用率
（%）

番組
利用率
（%）

NHK
デジタル

教材利用率
（%）

ティーンズ
TV

⑮世の中なんでも
　現代社会 2.5 ― 2.8 1.1

GO! GO!
ボランティア 0.7 0.2 1.8 0.2

⑮ NHK 映像科学館 4.6 1.2 4.7 1.2
科学タイムトンネル 2.0 1.2 2.5 1.1

10min.
ボックス

理科系シリーズ 9.4 1.4 6.1 1.4
社会科系シリーズ 2.5 0.2 4.7 0.5

⑯あしたをつかめ
　～平成若者仕事図鑑～ 7.6 0.7 6.8 1.4

⑯みてハッスル きいてハッスル 0.5 0.4 ― ―
ストレッチマン 2 0.5 0.2 0.2 ―
⑯学校デジタルライブラリー 2.0 0.5 0.9 0.4
⑯ミクロワールド 1.1 0.9

表 8　個別番組の利用率 <中学校・高等学校 >
（100%= 全学校）

注：⑮は2003年度の、⑯は2004年度の新番組である。

番 組 名 番組利用率（%） 番組ホームページ
利用率（%）

物　理 3.3
地　学 2.8

歴史で見る日本（日本史） 4.7
世界史 3.3
地　理 4.4 0.5

理科総合 A・B 5.1 1.2
英　語　I 0.5
数　学　I 1.1 0.5
生　物 8.4 1.2

家庭総合 2.8
情　報　A 5.4 2.6

化　学 4.6 0.7

表 9　高等学校向けテレビ番組（NHK 教育セミナー）利用率
（100%= 全学校）
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の校種でも利用が 2番目に多い番組であった
（表8・表9, P36）。今後についても，学校で
の利用に対する関心が高いだけでなく，「生
徒自身に番組視聴やホームページの利用を勧
めたい」中学校・高等学校がそれぞれ 3割程
度あった点が注目される。高等学校では，イ
ンターネット利用教科・テーマの上位項目
として「進路指導」があげられているが，職
業観や将来への夢や希望を育てる“世の中
学”ともいえる学習内容で，テレビやイン
ターネットに対する期待が示されていると読
み取ることができようか。

中学校・高等学校では，表10に示したよ
うな学校放送以外の「一般番組」の利用が多
いことが特徴といえる（中学校51.5％，高等学

校60.2％）。また，“「学校放送番組」「学校放

中学校（%） 高等学校（%）

プロジェクト X 挑戦者たち 33.6 32.4
NHK スペシャル・シリーズ

“驚異の小宇宙 人体” 19.5 26.6

そのとき歴史が動いた 9.4 16.3
NHK スペシャル・シリーズ

“地球大進化” 8.9 17.2

NHK スペシャル・シリーズ
“映像の世紀” 6.2 15.4

知ってるつもり ?! 6.6 8.9

世界・ふしぎ発見 ! 4.1 9.6

表10　よく利用される一般番組利用率
（100%= 全学校）

教育サービス全体

全学校 100%

いずれかのクラスが一度でも利用した学校 =学校放送利用率　79.5%（84.8%）

半分以上のクラスで利用した学校　54.4%（60.7%)

NHK学校放送デジタルサービスの認知率　58.4%（35.6%）

全クラスで利用した学校 27.6%（35.7％）

NHKデジタル教材認知率★29.7%

NHKデジタル教材利用率★14.3%（8.4%）

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

放
送
番
組

図 9　「学校放送の教育サービス」の利用のバランス <小学校 >

注1: (  )内は、2002年度の数値である。 
注2: ★は個々の学校放送番組に連動したNHKデジタル教材の利用および認知を意味する。

送保存番組」（過去に放送された学校放送番組の

録画）「一般番組」のいずれかの利用がある学
校”を「テレビ番組利用校」としてとらえる
と，中学校では 56.3％，高等学校では 63.3%
が“テレビを利用”しており，小学校とは
違った形でテレビが教育目的で利用されてい
ることがわかる。
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３.新たな教育サービスへの期待と課題
（１）NHKデジタル教材の認知の広がりと

今後の利用をめぐる課題

学校放送番組と連動させてインターネット
で利用できる NHK デジタル教材は，2001年
以来急速に増加した。それぞれの番組ごとに
コンテンツの蓄積もかなり増え，多くの充実
した情報をいかにわかりやすく整理し，関連
づけて提供するかに力を注ぐ段階を迎えてい
る。こうした新しい教材を授業の中に位置づ
けて活用している全国各地の教師たちの取り
組みや，授業案を紹介するコンテンツも増え，
教師間で授業のアイデアや指導案など，情報
交流する「先生の広場」なども開設されている。

個々の番組に連動した NHK デジタル教材
を 2004年度に授業で利用している学校は，
前節で紹介のとおり 14.3％だが，こうした教
材の存在を知っていた学校は 29.7％（NHKデ
ジタル教材認知率）であった（図９, P37）。

さらに，番組に連動した「NHK デジタル
教材」に限定せず，NHK 学校放送のポータ

ルサイトとしてのサービス（※）にまで拡大し
た，より広い意味での“NHK学校放送デジ
タルサービス”の存在を知っている小学校
は 58.4％であった。

※番組スケジュールや番組概要紹介，
NHK デジタル教材全般に関する情報
や，番組や教材の利用に関連した公
開講座や研究会情報，教師用掲示板，
テレビやインターネットについて学
ぶためのコーナーなどを含み，個々
の NHK デジタル教材への入り口にも
なっている。2004年調査時点では「NHK
学校放送オンライン」の名称が用いられ
ていたが，2005 年度からは，ポータル
サイトとしての総称にも「NHKデジタ
ル教材」の名称が登場している。

デジタル時代へ向けての NHK の一連の新
しい教育サービスについては，一定の認知は
広がりつつも，授業で活用できる具体的なサー
ビスの内容や利用法についての情報の浸透と
いう面では，まだ普及途上の段階といえよう。

今回の調査では，34 ページに示した写真
付きリーフレットを挿入して，NHK デジタ
ル教材の具体的な内容を説明した上で，今後

「学校ではメディアについての研修が不
十分で，知らないことがたくさんあること
が，今回のアンケートでわかった。早速ホー
ムページを視聴したが，もっと早く知って
いれば，利用できたのにと思うものが多かっ
た。私のように感じる教師は多いと思う。
手軽に知ることができたら，と思う」　　　
　　　　　　　　　　　  （岡山県・小学校）

「ホームページと連動した番組のあり方
は，一般的にまだ知られていないと思う。
使い勝手の良さが伝われば利用が広がって
いくと思う」　　　　　 　（埼玉県・小学校）

写真 2　NHK学校放送のポータルサイト

http://www.nhk.or.jp/school/
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図10　今後の学校放送利用において必要と考える内容  <小学校 >

0 20 40 60 80 100

番組関連情報の充実
（放送案内、番組内容に関する情報）

必要な時に、番組や映像ソフト、
教材を取り出せるサービス

年度はじめに番組を録画予約して、ライブラリー化した
中から番組を選んで利用できるしくみ

放送番組や映像ソフト、教材と使用教科書の
該当部分が示されたカリキュラム対応表の存在

番組や関連教材利用の教育効果に関する
研究成果の情報

授業実践事例や公開授業の紹介

番組を利用している教師たちと
交流できる仕組み

通信環境やメディア機器の設備の充実

番組や番組ホームページを
活用するための講習会や研修会

64.9

85.1

32.5

29.3

5.7

40.9

9.7

6.1

14.3

テキストなど紙媒体 42.3 ％
ウェブサイト 28.3 
    Eメール 6.7 

ウェブサイト 38.4 ％
ダウンロード 44.6 
 CD-ROM 29.4 

テレビ番組 14.6 ％
ウェブサイト 23.0 
紙媒体 5.5 

％

（100%= 全学校）

の利用意向をたずねているが，8割の小学校
が「今後活用してみたい」（79.3%）と答えてお
り，関心の高さはうかがえる（表は略）。

利用したい教科は「理科」「社会」，少し離
れて「総合学習」の順である。利用希望内容は，

（1）「番組と関係する映像の動画クリップ検
索データベース」「番組をウェブサイトで見
る」など映像利用への関心と，（2）「関連し
た学習で利用できるワークシート」「学習テー
マに関連するリンク集」「教師向けの活用事
例集や授業案」など授業準備をサポートする
情報への関心に大別することができる。

（２）教師向け情報への期待の高まり

今回の調査では，教師向け番組に対する関
心の高さも，特徴のひとつとして注目される。
2004年度新番組の『学校デジタル羅針盤』は，
学校放送番組と NHK デジタル教材の内容だ

けでなく，具体的な活用方法や全国の先生の
授業での活用実践例を紹介する，学校放送
サービスの効果的利用のための情報番組で，
小学校の 10.1％で番組を視聴している教師が
いることがわかった。番組のホームページで
は，20分の番組がそのまま動画として視聴
できるサービスも行われており，このことも
約1割の小学校が認知していた。

2003年度に始まった，全国各地の学校で
のわくわくする授業，学ぶ楽しみが伝わる授
業を紹介する『わくわく授業～わたしの教え
方～』は，小学校（17.9%）だけでなく，中学
校（22.6%）や高等学校（18.0%）でも，視聴教師
がいる人気番組となっている。

ハウツーものではなく，より広い視点から，
教師たちが魅力ある授業の進め方の工夫に関
心を持ち，そうした情報をメディアに求めて
いることの表れとみることができよう。
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（３）今後の学校放送利用に求める内容

今後，学校放送の利用を進めるに当たって
必要と考える内容について図10（P39）のよ
うな項目をあげて質問したところ，「必要な
時にいつでも番組や映像ソフト，教材をすぐ
に取り出せるサービス」（85.1%）への回答が
圧倒的に多かった。さらに，「番組関連情報
の充実」（64.9%），「授業実践事例や公開授業
の紹介」（40.9%）への期待も大きく，「番組や
NHK デジタル教材を活用するための講習会
や研修会」（14.3%）を望む声もある。

「必要に応じて取り出して活用できるサー
ビス」については，現在イメージされている
内容は，「ウェブサイトを通じて」あるいは

「ダウンロードして」「CD-ROM で」必要なコ
ンテンツを利用したいというものだが，サー
バー型放送に対応するデジタルテレビの実用
化によって，こうした期待にも応えやすくな
るものと考えられる。

また，「番組関連情報の充実」については，
NHK デジタル教材を利用している小学校を
中心にウェブサイトを通じた情報入手を望む
声も少なくないが，その場合でも「テキスト
などの紙媒体」による情報入手の希望も同様
に大きいことが注目される。

（４）メディア・リテラシーの取り組みの進展

以上みてきたように，教育現場でも，また
日常生活でも多メディア化が進む中，1990年
代後半から，「子どもたちがメディアと主体的
に関わる力（メディア・リテラシー）を養うこ
と」が，広く社会的に注目されるようになって，
NHK 学校放送にも，メディア・リテラシーを
テーマとする番組がいくつも登場してきた。

本調査では，2000年度からこの点につい
て取り上げているが，この 4年間で学校教育
の場でのメディア・リテラシー育成の取り
組みが増加したこと，取り組みが次第に学
校全体に広がっていることがわかる（図11）。
2000年度時点では，小学校での取り組みが
先行していたが，現在では，小・中・高等学
校いずれにおいても 6割を超える学校が，メ
ディア・リテラシー育成の取り組みを行って
いると回答している。中学校では，2002年
度から技術・家庭科で「情報とコンピュータ」

（必修）を取り上げるようになったタイミン
グ，高等学校では，2003年度から普通教科「情

図11　メディア・リテラシー育成の取り組み状況の推移

2004 年度
小
学
校
2002 年度

2000 年度

2004 年度

2002 年度

2000 年度

2004 年度

2002 年度

2000 年度

64.2％

58.3

52.5

61.1

53.3

41.9

62.2

44.8

37.9

授業での取り組みあり
学校での取り組みあり
（授業、委員会やクラブ活動を含む）

60.1

53.8

45.2

58.4

50.0

38.3

57.6

40.4

31.8

中
学
校

高
等
学
校

（100%= 全学校）

小学校
（％）

中学校
（％）

高等学校
（％）

学校全体で、授業の中に位置
づけて取り組んでいる

29.3
（27.6）

18.3
（17.9）

   △18.6 
  （9.4）

特定の学年で授業に取り入れ
ている

12.2
（11.5）

16.9
（12.2）

   △19.8
（10.8）

関心を持っている教師が、独
自に授業に取り入れている

23.6
（20.4）

   △30.7 
（23.1）

28.2
（23.6）

クラブ活動や委員会活動（校
内放送など）の中で取り入れ
ている

13.9
（17.3）

6.2 
  （8.2）

9.6
（10.7）

注1：（ ）内は、2002年度の数値である。
注2：△▼マークの数値は信頼率95%で2002年度に比べ有意差がある。
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表11　NHK 教育イベントへの参加

小学校 
（%）

中学校 
（%）

高等学校
（%）

NHK 全国学校音楽コンクールへの参加 3.4 10.7 7.7

NHK 杯全国中学校（高校）
放送コンテストへの参加 3.9 21.7

NHK 全国俳句・短歌大会への参加 0.6 0.5

「キミが主役だ ! NHK 放送体験クラ
ブ」への参加 3.1

社会科副教材用冊子
「NHK ジュニア・ブック」の入手 1.1

ビデオ「番組ができるまで」の借り
出し 0.9

東京の NHK 放送センターの
「スタジオパーク」見学 5.3 3.0 1.1

東京の NHK 放送博物館の見学 0.9 0.7 0.5

最寄りの放送局の見学・訪問 13.4 3.2 1.8

☆いずれかへの参加がある学校の比率 24.9 20.2 27.3

（100%= 全学校）
報」が必修科目となったタイミングで，それ
ぞれ取り組みが急増している。

対象メディアは，いずれの校種でも，相変
わらず「パソコン・インターネット」が 6割（取

り組みを行っている学校のほぼすべて）と，圧倒
的に多い。子どもの生活に大きな位置を占め，
その影響が社会的にも注目され始めた「携帯
電話」については，2年前と比べると有意差
ありで増加しているものの，小学校で 6.3%，
中・高校でも 1割強の学校で取り上げている
にとどまり，今後の課題といえよう。

2005年度には，メディアが提供する情報
とどう向き合えばよいのか，テレビや新聞な
どの制作現場を追いながらメディア・リテラ
シーを身につけるねらいの『メディアを学ぼ
う』が，中学校・高等学校向けの新番組とし
て登場している。

（５）広がる学校と放送局の関わり　

さらに広い観点から，学校と放送局との関
わりを調べるねらいで，2004年度の調査で
は，表11にあげた項目を示して，NHK が実
施している各種教育イベントへの学校の参加
状況についても調べた。こうした催しへの参
加は，高等学校（27.3%），小学校（24.9%），中
学校（20.2%）の順で活発である。

高等学校では「NHK 杯全国高校放送コン
テストへの参加」（21.7％），小学校では「最
寄りの放送局の見学・訪問」（13.4％）が，そ
れぞれ最も多い参加内容である。このほか，
小学校では，NHK 全国各地の放送局が高学
年を対象に実施している「キミが主役だ！
NHK放送体験クラブ」（放送局の仕事と役割を

体験する機会を提供する，2000年度開始のプロジェ

クトで，模擬ニュース制作の体験が含まれる）にも，

2004年度，約3％の小学校が参加している。
学校でメディアに関する学習を進めるにあ
たって，児童・生徒が放送局のメンバーと接
する機会が増えているが，この点に関しては，
NHK だけでなく各地の民間放送局やケーブ
ルテレビ局でも，積極的に支援する例が増え
ている。

４.メディア変革期にみる多様な教師
2004年度は，学校単位の状況を調べる定例

の「学校放送利用状況調査」では詳細な実態
の把握が難しい内容について，教師個人を対
象とする調査も合わせて実施した２）。対象は
全国の小学校4年生の担任教師で，テレビや
パソコン利用におけるリーダーではない“一
般の教師”である。“小学校教師の全体”
を代表するデータではないが，教師の性・年
齢，インターネット利用経験歴や教師自身に
とってのメディア環境によって，パソコンの
利用内容や NHK デジタル教材の認知・利用
面で違いがあることなどが明らかになった。
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（１）忙しい教師，自宅でのパソコン利用

全国の 4年生担任教師の 3割近くが，1日
平均２時間以上の仕事を家に持ち帰り，授業
の準備に休日を使う教師も 6割にのぼる。教
師が「学校の仕事のために自宅のパソコンを
利用している」状況を調べてみると，「頻繁に
利用」66.4%，「たまに利用」25.9% と，9割強
が利用していることがわかる。理由としては，

１. 学校だけでは時間が不足 73.4%
２. 自宅のパソコンのほうが自由に使える 43.6%
３. 自宅のパソコンのほうが機能が優秀 13.3%

があげられ，教師にとって学校のパソコンは
使いやすい状況でない実態もうかがえる。

（２）教師にとってのインターネット環境

次に，教師のインターネット環境を，自宅
と在籍している小学校の比較でみてみよう。
自宅でインターネットに接続されたパソコン
を利用している教師は 77.9%（男性79.5%，女

性76.7%），ブロードバンド環境にある教師は
41.3%（男性48.5% ＞女性35.9%）であった。

自宅のインターネットで「いつでも動画を
スムーズに視聴できる」教師は 37.2% だが，
学校の授業で使うパソコンの動画環境をたず
ねてみると，「いつもスムーズに見ることが

表12　4 年生担任教師のインターネット動画環境  ～自宅と学校～

できる」という教師が 23.6% に対して「授業
で動画を使うことがないのでわからない」と
回答した教師も 34.8% にのぼる（表12）。

自宅ではインターネットにアクセスできな
い教師も 2割程度存在するが，一方で，動画
にアクセスしやすいのは，学校よりも家庭と
いう教師も少なくないことがわかる。

（３）授業でのインターネット利用・テレビ利用

4年生担任教師の大半（85%）は，月平均3回
という，パソコンルーム・情報ルーム等での
ネット接続パソコンを利用した授業の頻度に
満足していることも明らかになった。

テレビについては，画質や画面サイズに「十
分満足」している教師は 24.3％だが，4年生
担任教師の 9割は「教室常設のテレビをいつ
でも自由に使える」と回答している。

2004年度担任クラスの授業での「NHK 学校
放送番組」の利用と「インターネットでウェブ
サイト」を利用する頻度を調べてみると，若
干テレビ利用が上回っていることがわかる。

 NHKテレビ学校放送 ウェブサイト

週 1回以上 11.2%   5.4%
月１～３回 21.4 23.3
年に数回ぐらい 19.4 21.1

いつでもスムーズに視聴できる 37.2
時々スムーズでないことがある 26.2
動画はうまく視聴できない 12.5
ネット非接続 22.1

動画はいつもスムーズに見ることが可能 23.6
子どもたちの一斉アクセスで、動画がスムーズに見られないことが多い 28.0
一斉アクセスでなくても、動画はあまりスムーズに見られない 7.8
授業で動画を使わないので、わからない 34.8

ブロードバンド環境 41.3
ブロードバンド以前 34.5

〈 自宅の動画視聴環境 〉 〈 学校の授業で利用可能なパソコンの動画環境 〉 （％）（％）

〈 自宅のインターネット回線 〉 （％） 〈 在籍校のインターネット回線 〉 （％）
ブロードバンド環境 58.7
ブロードバンド以前 26.6

（100%= 全教師）
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図12　男女別にみた教師の授業でのパソコン利用方法

パソコンルームで、児童自身が
それぞれの意図で操作する

パソコンルームで、教師が主導し、
児童に操作させる

パソコンルームで、教師が
プロジェクターなどで児童に提示する

普通教室で、児童自身が
それぞれの意図で操作する

普通教室で、教師が主導し、
児童に操作させる

普通教室で、教師が手元のパソコン画面を
プロジェクターなどで児童に提示する

ノートパソコンを、児童が
使いたい場所に運んで使用する

ノートパソコンを、教師が授業で
使いたい場所に運んで児童に提示する

パソコンルームで活用 男 93.2 ％
 女 93.4

普通教室で活用 男 17.9 %
 女 15.5
　
モバイル活用 男 9.4 %
（パソコン持ち出し活用 ) 女 5.6

男性（ n=307 ）
女性（ n=412 ）

64.2%
64.3

68.1
60.0

31.3
17.7

7.8
8.3

7.8
3.4

9.1
6.3

2.3
1.9

8.5
4.1

小学校へのパソコン・インターネット普及
が進行する中，教師のメディア利用もテレビ
からパソコンにシフトしたという印象を持つ
ことが少なくない。一方，学年による違いも
あろうが，４年生の授業では，テレビの位置
づけは小さくないことがわかる。

（４）教師の属性で異なるパソコン利用の内実

授業中の教師のパソコン・インターネット
の利用の「有無」については，教師の属性差
はみられないが，具体的な利用内容をみてい
くと，同じ学年の担当であっても，
・30代と 20代を中心とする若い教師
・女性より男性教師
・インターネット経験が長い教師

が，積極的にパソコン・インターネットを利
用していることがわかる。図 12は，その一
例を示したものである。

（５）属性別にみる教師の学校放送番組・NHK
デジタル教材の認知と利用と今後の展開

続いて，2004年度の 4年生対象（および 4
年生の利用も想定される若干の高学年向け番
組の計16番組。P33, 表7参照）の「学校放送
番組」と番組に連動してインターネットで提供
される「NHKデジタル教材」の利用や認知の
状況を比較しながらみてみよう（図13, P44）。

まず年齢別でみると，学校放送番組の利用
は 50代が最も多く，NHK デジタル教材の利
用は 30代が最も多い。30代では，学校放送
番組利用教師の約半数が NHK デジタル教材
を利用している。対照的に，50代教師は学校
放送利用が多いにもかかわらず，デジタル教
材は“利用”だけでなく“認知”も限定
的である。そして，教師のインターネット利
用経験の長短は，放送番組利用の有無に関係
しないが，NHK デジタル教材の“利用”
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や“認知”には，顕著な影響を及ぼしている。
また，教師の「自宅でのインターネット利

用の有無」や「自宅のインターネット回線状
況（ブロードバンド環境か否か）」「学校でのパソ
コン利用の積極度」「教育情報入手における
インターネット活用の積極度」なども，教師
の NHK デジタル教材の利用や認知に影響を
及ぼしている。

最終的にデジタル教材を“授業で利用す
る”には，学校の環境整備が必要だが，ま

ず教師自身がデジタル教材に出会い，内容を
知る段階では，教師が自由にアクセスできる，
家庭も含めたメディア環境や，教師自身のイ
ンターネット利用の積極度が，重要な要素と
なっていることがうかがえる。

前項でも示したとおり，一般的に，パソコ
ン・インターネット利用は，男性教師のほ
うが女性教師より積極的だが，NHK デジタ
ル教材の利用では，男女差がみられない。も

図13　教師の属性別にみた「学校放送番組」と番組連動「NHKデジタル教材」の利用・認知

学校放送番組 NHKデジタル教材

＜授業での利用率＞

【性･年齢】

【小学校 4年生担任教師全体】

【自宅インターネット利用の有無】

【自宅インターネットの回線状況】

【インターネット開始時期】

【授業でのパソコン利用場所】
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 20 代
 30 代
 40 代
 50 代

男性
女性

利用あり
利用なし

ブロードバンド環境
ブロードバンド以前

PCルーム活用
普通教室活用
モバイル活用

１～２年ぐらい前
３～４年ぐらい前
５～６年ぐらい前
７～８年ぐらい前

それ以上前

利用あり 利用はないが
認知あり

（ｎ=721）
45.9% 37.4 15.7 13.0 ＜6.0%＞

39.4 39.4 16.0 10.6 ＜8.5＞
38.6 43.0 19.8 9.7 ＜9.2＞
46.6 38.4 15.4 16.8 ＜4.5＞
61.0 26.0 8.9 12.2 ＜2.4＞

42.0 37.1 15.6 11.1 ＜5.9＞
48.5 37.9 15.8 14.6 ＜6.1＞

47.3 37.7 19.4 13.3 ＜7.5＞
40.9 36.5

2.5
11.9 ＜0.6＞

45.8 37.5 23.8 11.1 ＜8.7＞
44.4 39.0 14.5 15.7 ＜5.6＞

45.8 38.9
4.2
12.5 ＜1.4＞

49.5 35.2 12.5 13.9 ＜5.1＞
40.3 40.3 16.0 13.0 ＜6.3＞
48.3 39.8 24.6 12.7 ＜11.0＞
50.0 32.5 37.5 10.0 ＜7.5＞

45.9 37.9 15.5 12.8 ＜5.9＞

55.8 28.8 34.6 15.4 ＜11.5＞
52.9 31.9 25.2 11.8 ＜12.6＞

注：ここでの「NHKデジタル教材」は、ポータルサイトとしてのサービス全般ではなく、個別の学校放送番組に連動したデジタル教材を指す。またグ
ラフに示された「番組」の“利用”は授業での利用、「NHKデジタル教材」の“利用”は、授業時以外の教師自身の利用も含めた利用である。 
NHKデジタル教材の授業での利用率は,欄外< >の値である。
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表13　教師が今後授業で使いたいと思っているメディア

全体
（%） 男性教師 女性教師

1. NHK のテレビ学校放送番組 74.2 71.3 76.2

2. NHK の学校放送番組ではない
一般のテレビ番組（NHK 総合、
民放なども含む）

36.2 38.1 35.0

3. 市販されているビデオ教材 58.0 56.4 59.2

4. 市販されている CD-ROM など
のパソコン教材（ダウンロード
するソフトも含む）

46.5 47.9 45.4

5. インターネットでアクセスす
るウェブサイト 64.6 69.7 60.9

TV 利用
（1，2 いずれかに回答あり） 77.0 74.9 78.4

PC 利用
（4，5 いずれかに回答あり） 73.1 76.9 70.1

ともと学校放送番組の認知や利用の面で，女
性教師が男性教師を上回っているためと考え
られる。その意味で，放送というすでに馴染
みのあるメディアと新たに登場したインター
ネットを融合させた NHK デジタル教材は，
メディア利用経験が様々に異なる教師たちの
間での利用を広げていく可能性をもっている
といえようか。

教師に今後の授業でのメディア利用意向を
たずねた結果をみても，表13に示したとお
り，“男性教師はパソコン，女性教師はテ
レビ志向”が若干みられるが，全体として
は，「NHK テレビ学校放送番組」についても

「インターネットでアクセスするウェブサイ
ト」についても授業で利用していくことへの
関心が示されている。

NHK デジタル教材でも，その他の様々な
デジタル教材でも，かなりの量のコンテンツ

の蓄積が進み，具体的な活用事例がウェブサ
イト上で提供されることも増えてきた。先進
的に教材利用研究に参加してきた教師たちの
授業の成果が，子どもの成長過程なども含め
て様々な形で紹介されるようになってきた。
NHK 学校放送の教師向け掲示板でも，経験
を重ねた教師たちだけでなく，新たに放送や
デジタル教材を利用し始めた教師も加わっ
て，情報・意見交換も行われている。

文部科学省所管の国立教育政策研究所が
担当する NICER（教育情報ナショナルセン
ター）のウェブサイト（http://www.nicer.go.jp） 
でも，教育コンテンツや授業支援ツール，授
業実践事例の整備が進められている。県の教
育センター等のサイトとリンクしていること
も多く，全国の教師たちに広く知られるサイ
トとなっている。2004年には，教科書の目
次から教育コンテンツ検索が可能な機能も追
加されるなど新たな工夫が重ねられると同時
に，教育界の動向や新しい情報入手の窓口と
しての特色も打ち出している。

まとめにかえて
教育現場のICT（情報コミュニケーション技術）

環境の進展の面でも，それに対する教師ひと
りひとりの意識や利用の実態においても，極
めて多様な状況が並存している。加えて，教
育のあり方や内容をめぐる根本的な議論も続
いている。

こうした状況のなか，ラジオ時代以来70
年の歴史を有する学校放送番組，そして子ど
もの発展的な学習の支援に新たな可能性を提
供するものとして登場したデジタル教材は，
どのように発展することが求められているの
であろうか。
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本稿では，本格的なデジタル時代を迎える
にあたってという視点で報告を行っている
が，教育現場の関心がいわゆる“デジタル
教材”に傾斜して，放送番組から離れてい
るというわけではない。

「学校放送への期待」をたずねた結果をみ
ても，学校放送番組がこれまで担ってきた

“映像を通じてこそ可能な学習体験”に対
する期待が大きい状況は，これまでと同様で
ある。「教科書や資料集では得られない感性
に訴える番組」への期待がある一方で，「教
科書準拠の資料映像を提供する番組」への期
待もあり，さらに「ウェブサイト上の教材と
連動させて学習の展開が可能な番組」への期
待など，多様なニーズが存在している。

放送番組以外にも，ビデオ教材，パソコン・
インターネットで提供される教材など，映像
教材の種類も増えているが，その活用に向け
ては，授業時間不足の問題，最適な教材を選
択して効果的に活用するための情報や経験不
足の問題など，課題も残されている。

そのこととも関連して，ここでは「教育効
果研究・評価研究の重要性」と「教師をはじ
めとする関係者への情報提供・共有の重要性」

という２つの観点に触れておきたい。
第一点に関して，NHK デジタル教材につ

いては，この 5年間，研究校の教師や，教材
開発にも参加した大学の研究者たちの協力を
得て，研究手法の開発も含めながら，利用を
めぐる評価研究が蓄積されてきた３）。新しい
教材を意欲的に授業に取り込んだ教師たち
が，“単なる知識・技術の習得でなく，表
現力や実践力，メディア・リテラシーといっ
た，子どもにとってすべての学習の元になる
力”を育ててきた様子を発表する貴重な機

会も登場している４）。
この種の研究では，教育効果を数値として

測定しにくい面も多いが，子どもの変化を検
証して，広く説明していく必要は大きい。

2007年以降，サーバー型放送対応デジタ
ルテレビの実用化によって，教室では，高画
質の番組の事前録画や大量蓄積，自由な再
生が簡便になるうえ，インターネット対応で
あった NHK デジタル教材も，リモコン操作
でテレビ画面上に提示することが可能とな
る。自分で撮った映像もあらかじめ組み込ん
でおけば，他の映像と共に提示することがで
き，授業での使い勝手も一段と柔軟になって
くる。これまで同様，子どもたちが個々のパ
ソコンで，教材を使った学習を行うことも可
能である。東京の小学校では実験機を使って
サーバー型放送の機能を用いた授業を行う実
証実験も始まっており，秋にはその成果の発
表も予定されている。

このような授業も想定した研究の促進に向
けて，番組・教材の制作者や放送局のメン
バー，授業の設計者であり番組や教材の利用
者である教師，多様な専門分野の研究者たち
の間で，さらに新しい観点やアプローチを用
いた番組・教材利用に関する教育効果研究・
評価研究を充実させることが重要といえよう。

ICT の導入が計画的に進められ，教師の研
修もスキル向上から教科の授業に即した具体
的な内容に移行したイギリスでは，ICT の
活用が，児童・生徒の学習の動機づけや学習
到達度に貢献していることを示す調査結果も
発表された５）。これを参考に，日本でも新し
いテクノロジーを授業に導入することによる
教育効果について大規模な調査が , 文部科学
省の委託を受けた日本教育工学会が実施中だ
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が，こうした調査の結果も，今後のデジタル
教材のあり方を検討する際の参考となろう。

第二の点については，時代の要請に応じて
登場する新しいタイプの教育番組や，デジタ
ル教材の多様な内容，利用の意義や具体事例，
あるいはこうした新しい教材を活用するにあ
たってのメディア環境に関する基本的な情報
の提供が，これまでの“放送教育の時代”
以上に重要度を増している点を指摘しておき
たい。情報提供の方法としては，テレビやイ
ンターネット，番組テキストや教育専門誌・
新聞など活字メディア，さらに直接顔を合わ
せたコミュニケーションが成立する場も想定
される。教師のニーズや情報入手手段も多様
な時代にあっては，こうした手法をうまく組
み合わせ，動きの速い状況の変化を的確に伝
えていく必要が大きいといえよう。

2005年2月，イギリスではデジタル放送
で，教師向け専門チャンネル　Teachers' 
TV （http://www.get.teachers.tv/）がスタートし，
世界でも前例のない大規模な教師向けのテレ
ビサービスとして，注目されている６）。内容
は，各教科の授業や教室運営へのアドバイス，
教育問題のインタビューや討論，教育関連
ニュースなど教育全般にかかわるものだが，
ICT の活用に関する情報や，授業に活用で
きる BBC やチャンネル 4 の学校放送番組も
紹介されている。放送による教育サービスを
広い観点から考える際には，こうした事例に
も参考となる点があるものと思われる。

（こだいら さちこ／にしむら のりこ）

注
 1） 文部科学省では，2003 年 10 月に検討会を開催し

て，教育現場，放送局，行政など幅広い観点から

地上デジタル放送の教育における新たな活用方策
や，実現に向けての課題，取り組むべき施策につ
いて検討を行い，2004 年 5 月には報告書を取りま
とめ，全国の教育委員会や教育関連団体などへの
周知と普及を行っている。「『教育における地上デ
ジタルテレビ放送の活用に関する検討会』報告書
～デジタルで拓く学びの新時代」（http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/16/05/0471601.
hgrm）。

 2）この教師調査では，学校単位の調査対象校となっ
た小学校の 4 年生担任各 1 名に無記名で回答
を依頼した。回答総数は 721，男性教師 307 名

（42.6%），女性教師 412 名（57.1%）であった。
 3）NHK デジタル教材をめぐる最近の研究報告例：

・稲垣忠他（2004）「デジタル学習環境における
教材評価：NHK デジタル教材を対象にした評
価研究の取り組みから」『教育メディア研究』
第 10 巻第 2 号 ,pp.15-21

・市川尚他（2004）「NHK デジタル教材のアク
セスログ分析・ポートフォリオ収集システムの
開発」『日本教育工学会論文誌』28 巻増刊号，
pp.89-92.

・藤村裕一（2004）「理科デジタル教材等の効果
と単元性との関係に関する研究：NHK フルデ
ジタル教材の活用を通して」『日本教育工学会
第 20 回全国大会講演論文集』pp.765 － 766．

・黒上晴夫・内垣戸貴之（2004）「学校におけ
る地上デジタル放送の活用可能性」『第 11 回
日本教育メディア学会年次大会発表論文集』
pp.125-126.

・全国放送教育連盟（2005）『教育放送番組デジ
タル化対応ミレニアムプロジェクト実践研究報
告書 2004』

 4）NPO 学習創造フォーラム主催「映像とコミュニ
ケーションで育む学ぶ力：おこめプロジェクト
2001 － 2004 が検証するデジタル教材・交流学
習の可能性」（2005 年 3 月 21 日東京で開催）では，
番組や動画クリップ，ウェブサイト上の多様な
教材の活用，さらにテレビ会議システムでの交
流学習を通して，子どもたちがどのように学ぶ
力を身につけてきたか，具体的な検証を進めて
きた成果発表が行われた。

 5）Becta（2005）The Becta Review 2005 : Evidence on 
the progress of ICT in education 　　ほか

 6）番組運営費（年間 1900 万ポンド）は全額イギリ
ス政府が負担し，番組制作と編成は，商業テレ
ビ ITV やロンドン大学教育研究所などの参加で
設立された組織が独自に行っている。


