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はじめに
2006年は，“学校教育とメディア”にとって，

節目の年である。2001年から国が進めてきた
e-Japan 戦略の「教育の情報化」では，2006年
3月までに，全国の公立学校のすべての教室に
パソコンを配備し，ブロードバンドで結んで，
あらゆる授業で活用できる環境を整えること
を目標としてきた。NHK でも，こうした環境
の変容に呼応して，従来の放送による教育番
組の提供に加えて，インターネットで関連教
材や動画を提供して，双方向学習が可能にな
る「NHKデジタル教材」の開発を進めてきた。

国が設定した目標については，パソコン
ルーム以外の一般教室のネットワーク化が大
幅に遅れ，教員が日常的に授業でコンピュー
ターを利用できる状況に達していないのが
現状である。e-Japan 戦略に続く IT 新改革
戦略（2006年1月発表）のもとで，次の 5年間，
ハード面での環境整備を進めるとともに，す
べての教員がコンピューターやインターネッ
ト等の ICT（情報コミュニケーション技術）
を活用して効果的な授業ができるようになる
ことをめざして，具体的な目標設定等の施策
の検討が進められている 1）。

放送文化研究所では，NHK の学校放送番
組の企画・編成や関連する教育サービスの充
実に役立てる目的で，1950年以来「学校放送
利用状況調査」を定期的に実施してきており，

その中でも，学校のメディア環境の変化を把
握するために，パソコンやインターネットの
普及や利用の状況について調べてきた（最新

調査は 2004年秋実施）2）。
しかし，現在のようなメディアの変革期に

は，学校単位の調査だけではなく，教師ひ
とりひとりのメディア利用の詳細やメディア
に対する意識を把握する必要が大きいことか
ら，2005年度は，小学校教師個人を対象と
する全国調査を実施した。

この調査から，担当学年（2年生，4年生，6

年生），教師の年齢（教職経験年数）や性差，パ
ソコン利用歴，メディア観の違いによって，
授業におけるテレビやビデオ，パソコン・イ
ンターネットの利用に違いがみられるなど，
教師のメディア利用の多様性が浮き彫りに
なっただけでなく，“メディアについての学習”
に対する関心の高まりも，明らかになった。 

本稿では，今後の学校教育向けサービスに
おいて，メディア，とりわけ放送機関にはど
のような役割が求められているのかを考えて
いく視点から，この小学校教師調査の結果を
紹介し，今後の課題を考察する。
1. 教師を取り巻くメディア環境

2. 授業における教師のメディア利用

3. NHK学校放送番組とデジタル教材の利用

4. メディアに対する教師の意識と期待

5. メディア・リテラシー育成の取り組みと

放送機関の教育サービス

多様化する教師のメディア利用とメディア観
～「小学校教師調査」から～

小平さち子　　
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1. 教師を取り巻くメディア環境
■ 担当学年で異なる教師の基本プロフィール

一般に性・年齢という基本属性は，メディア
の利用に影響を及ぼす重要な要素だが，この
調査の回答者の性・年齢分布は，図1に示すと
おり，担当学年による違いが顕著である。2年
生担任では圧倒的に女性が多く，他の学年に
比べて20代と50代の教師が多い。男女構成比
は学年が上がるとともに変化し，6年生担任で
は，男性教師の比率のほうが高くなり，年齢で
は，30代と40代の比率が 8割強を占めている。

この調査では，メディア利用に詳しい教師
ではなく，一般のクラス担任教師を対象とし
たが，「情報教育・視聴覚教育・放送教育等」
を専門分野にしている教師（大学時代の専門

や，教職についてからの担当）は，教師全体で
9.2%，この比率が高い 4年，6年担任の男性
教師では，それぞれ 16.7%，16.5% であった。                 

■ 家庭における教師のメディア環境

学校の授業でのメディアの利用に先立っ
て，まず教師の日常生活でのメディアとの関
わりに目を向けてみよう。

教師の家庭にある各種メディアの比率を，
同年齢層（20～50代）の一般成人のデータと
比較してみると，「衛星放送受信可能テレビ」

「ハイビジョン受信可能テレビ」「パソコン」
「デジタルカメラ」「DVD プレーヤー」「HDD
（ハードディスクレコ－ダー）」など先進的な
機器を中心に，教師の場合の所有率が高いこ
とがわかる（表2）。

標本数 有効回答 有効回答
教師全体（3 学年計） 1,230 878 71.4%
2 年生担任教師 410 297 72.4
4 年生担任教師 410 293 71.5
6 年生担任教師 410 288 70.2

表1　調査の概要
調査期間： 2005 年 10 月 1 日（土）～ 12 月 26 日（月）
調査対象： 「2005 年度全国学校総覧」（原書房）に掲

載されている全国の小学校 23,010 校（休
校は除く）から系統抽出した全国 410 の
小学校（抽出比 1/56）の 2 年，4 年，6
年担任教師各 1 名，計 1,230 名。

調査方法 : 学校長あての調査協力依頼，無記名回答。
郵送法，督促 2 回。

有効回答数（率）：

図1　担当学年別にみた教師の性・年齢分布

表 2　教師の自宅にあるメディア機器～一般成人の場合との比較～
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一般成人
(n=1138)

 1. テレビ 93.4
 2. 衛星放送が受信
　 できるテレビ 56.3 42.5

 3. ハイビジョン放送が
　 受信できるテレビ 20.6 10.2

 4. CS デジタル放送が
　受信できるテレビ 14.9 11.3

 5. CATV（多チャンネル
　  型が受信できるテレビ） 16.1 20.0

 6. 家庭用ビデオ (VTR) 83.7 91.7
 7. テレビゲーム 48.9 58.1
 8. パソコン・ワープロ 95.9 77.2
 9. デジタルカメラ 84.5 52.4
10. ビデオカメラ 64.7 46.5
11. CD プレーヤー 89.5 78.4
12. MD プレーヤー 56.0 49.9
13. DVD プレーヤー 68.3 56.6
14. HDD（ハードディス
　 クレコーダー） 22.9 15.4

15. 携帯電話・PHS 93.2 91.5
注1：一般成人の結果は，2005 年3 月実施のNHK「日本人とテレビ・2005」
　   から，20～50 代の結果を再集計したものである。男性554 名，女性584 名
注2：>は，10% 以上の差があることを示す。

　　　　　　　（20 代～50 代）
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■ 属性で大きく異なるインターネットとの関わり

そして，教師の 75.5% は，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お
り，42.4% は，「いつでも動画をスムーズに
視聴できる」環境にあると回答している。

自宅，学校合わせて教師がどの程度イン
ターネットを利用しているか，その頻度を調
べた結果は図2のとおりである。教師全体で
は「毎日のように使っている」教師が 3割に
対して，「ほとんど・まったく使わない」教
師も 1割程度いる。教師のインターネット利
用頻度については，女性より男性教師，また
30代，20代の教師の利用頻度が高い傾向が
みられるが，とくに男女差は顕著である。

また，グラフは省略するが，インターネッ
ト利用を始めた時期は，「5～6年ぐらい前」
が最も多く，「3～4年ぐらい前」，「7～8年
ぐらい前」と続くが，ここでも，男性教師，

30代の教師に，インターネット利用経験が
長い教師が多い傾向がみられる。

■ 授業研究・教材研究に対する関心

授業準備や教材準備に当てている時間は，
授業のある普通の日の場合，「1日あたり 1時
間ぐらい」という教師が約4割で最も多く，「1
時間半ぐらい」と「2時間ぐらい」がそれぞれ
2割弱で続く。教師歴の短い 20代の教師では

「2時間半ぐらい」が 2割を占めており，全般
に授業・教材準備に当てる時間が長い点が注
目される。

いずれの学年の教師も，授業研究・教材研
究で関心ある教科の上位2教科は，現在の教
育界の流れを反映して，国語と算数であった。
これに次いで関心が高いのは，2年生では生
活科，4年生では総合的な学習の時間，6年
生では社会と総合的な学習の時間であった

（生活科は 1，2年生，総合的な学習の時間，社会，

理科は，3～6年生対象の教科である）。

2. 授業における教師のメディア利用
続いて，授業での教師のメディア利用の現

状を，様々な観点からみていこう。
■ 限定的な普通教室のパソコン環境

まず，授業で利用できる学校のパソコン環
境について，教師にたずねた結果をみてみよう。

（1）インターネットに接続されたパソコンを
授業で自由に使える環境にある教師の比率

（2） （1）のパソコンを担任クラスの普通教室で
利用できる教師の比率とパソコンの平均台数

 （1） （2）  
2 年生担任 62.3% 15.2% （1.1 台）
4 年生担任 86.3% 18.8% （1.1 台）
6 年生担任 91.0% 25.3% （2.3 台）

図 2　教師のインターネット利用頻度
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国の計画では，（1）（2）いずれも100%をめざ
していたが，現実にはその状況にほど遠く，整
備が先行している6年生でも，普通教室でパソ
コンが利用できる教師は4人にひとりにとどまる。

■ 担当学年や男女で異なる授業での

　　　　　　　　テレビ・パソコン利用頻度

2005年度時点の授業でのテレビとパソコ
ンの利用について，まず最初に，利用頻度と
いう観点で比較してみた（図3）。

2年生担任教師ではパソコンよりもテレビ，4
年生と6年生担任教師ではパソコンの利用頻度
のほうが高い。ただし，4年生や 6年生担任の
パソコン利用頻度で最も多いのは，「月1～3回
利用」（5～6割）である。また，2年生担任では，
授業でテレビを「週1回以上利用」している教師

が男女ともに約2割いる一方，テレビの場合に
もパソコンの場合にも，2割の教師が授業でそ
れぞれのメディアを全く利用していない。

授業でのパソコン利用頻度については，教
師個人としての日常的な利用頻度（図2）ほど
顕著ではないものの，いずれの学年でも，男
性教師の利用が女性教師を上回っている。6
年生担任男性教師の場合には，約3割が「週1
回以上」授業でパソコンを利用している。ま
た，年齢別にみると授業でのパソコン利用頻
度が高い教師は，30代と 40代に多い。

その他，「授業で使えるインターネット接続パ
ソコンの環境」が整っているほど，また「授業で
利用可能なインターネットの動画環境」が良い
ほど，教師のパソコン利用が多いこともわかる。

図 3　教師のパソコン環境別にみた授業でのメディア利用頻度
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もちろん，テレビやパソコンの利用頻度で授
業の評価はできないが，同じ小学校教師で，ま
た同学年を担当している教師の間でも，メディ
ア，とりわけ学校への普及が進行中のパソコン・
インターネットの利用環境や利用の実態が多様
な状況にあることは注目すべき点といえる。

なお，授業で児童自身にもパソコンを使
わせている教師の比率は，2年生担任では
60.3%，4年生担任93.5%，6年生担任95.1% 
であった。

■ 教科で異なるテレビ系，PC系教材の利用  

続いて，教師が，テレビ番組やビデオ・
DVD 教材【TV 系】と，パソコン・インターネッ

ト【PC 系】を，それぞれどのような教科で利
用しているか調べた結果をみていこう（表3）。
【テレビ番組・ビデオ・DVD教材の利用】

・道徳，理科，社会の 3 教科の利用が多い（後

述する学校放送番組利用の多い教科とも一致）。
・4 年生と 6 年生担任教師では，これに総合

的な学習の時間（以下「総合学習」と記す），
2年生では，国語と生活科での利用が加わる。

・2 年生担任では，道徳，国語はじめ，いず
れの教科でも女性教師の利用が多い。

【パソコン・インターネットの利用】

・総合学習（4，6 年生担任）と生活科（2 年生

担任）での利用が圧倒的に多い。4，6 年生
では，社会，国語，理科が続いている。

・パソコン・インターネット利用は，全般に
男性教師のほうが活発だが，教科別の利用
の詳細をみると，総合学習や生活科は，男
女の利用教師比率は同程度，理科と社会は，
男性教師の利用比率のほうが高いという特
徴がみられる。

【教科別の特徴】

さらに，教科ごとに，メディア利用の特徴
を比較・整理してみると，
・道徳（2，4，6 年）…TV 系教材の利用が顕

著で，PC 系利用はごく限られている。
・社会（4，6 年） …TV 系，PC 系ともに利用

が多い。
・理科（4，6 年） …TV 系，PC 系ともに利用

あるが，TV 系利用のほうがやや優勢。
・総合的な学習の時間（4，6 年）…道徳と

同程度の TV 系利用もあるが，PC 系利用
の圧倒的な比率が注目される（4 年生担任 
83.6%，6年生担任 87.5%）。総合学習自体が，
環境学習，地域学習，国際理解学習，情報
教育など，多岐にわたるテーマを包含して

表 3　教師のメディア利用教科 ～テレビ系とパソコン系の比較～
（複数回答・順位は担当学年ごとの教師全体の結果）

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
2年生担任教師

男性
 女性

道
徳

57.6
41.0
63.8

国
語

27.6
15.4
31.7

生
活
科

26.9
24.4
28.0

音
楽

17.5
12.8
18.8

非
利
用

16.5
25.6
13.3

4 年生担任教師
男性
 女性

理
科

63.1
65.9
60.9

社
会

43.3
53.0
35.4

道
徳

33.1
37.9
29.2

総
合

32.8
34.8
31.3

国
語

13.7
9.8

16.8
6 年生担任教師

男性
 女性

社
会

65.6
63.2
69.8

理
科

56.9
57.7
55.7

総
合

37.2
35.7
39.6

道
徳

27.8
27.5
29.3

国
語

13.9
11.5
17.9

教師全体
男性
 女性

理
科

40.5
50.3
32.8

道
徳

39.6
33.7
44.5

社
会

36.4
47.4
27.6

総
合

23.6
28.3
19.8

国
語

18.5
11.7
23.7

2 年生担任教師
男性
 女性

生
活
科

42.8
42.3
43.1

非
利
用

30.6
28.2
31.2

算
数

22.2
26.9
20.6

国
語

18.9
15.4
20.2

図
工

10.4
6.4

11.9
4 年生担任教師

男性
 女性

総
合

83.6
83.3
83.9

社
会

43.3
64.4
47.8

国
語

36.9
31.1
41.6

理
科

31.4
35.6
28.0

算
数

10.9
 9.8
11.8 

6 年生担任教師
男性
 女性

総
合

87.5
86.3
89.6

社
会

71.2
73.6
67.0

理
科

41.3
45.1
34.9

国
語

30.6
30.8
30.2

算
数

 9.4
11.0
 6.6

教師全体
男性
 女性

総
合

57.3
68.1
48.7

社
会

42.0
55.9
30.9

国
語

28.7
27.8
29.5

理
科

24.0
32.9
16.9

生
活
科

14.6
 8.7
19.4

注1：「総合」は「総合的な学習の時間」，「非利用」は，「いずれの教科で
も利用していない」を示す。

注2：「総合的な学習の時間」「理科」「社会」は3 ～6 年生該当の教科，「生
活科」は1，2 年生該当の教科である。

【
T
V
番
組
・
ビ
デ
オ
・
D
V
D
教
材
】

テ
レ
ビ
系

【
パ
ソ
コ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
】

パ
ソ
コ
ン
系

（%）
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おり，教科書がない中で授業設計をする教
師が，テレビ系，パソコン系それぞれに教
材を求めていること，また子ども自身の調
べ学習や成果の発表でツールとしてパソコ
ンを利用させる機会が多いことなどが，こ
の結果に表れていると考えられる。

・生活科（2 年）…PC 系利用のほうが上回っ
ているが，TV 系利用もみられる。

■ 授業での利用が多い映像教材のタイプ

放送（オンエア）中のテレビ番組から，パ
ソコンでダウンロードした動画クリップま
で，様々なタイプの映像教材の利用が可能な
時代だが，現時点で，教師がよく利用してい
るのは，どのような映像なのか。図4に示し

た 8項目をあげて調べたところ，担当学年，
男女差による特徴が顕著であった。ここでは，
教師が“最も頻繁に利用している”と回答した
結果を紹介する。
2 年生担任教師 :「1. テレビ番組のオンエア
利用」が最も多く，とくに女性教師では，全
体の4割を占めている。これに続くのが「7.学
校で購入した市販のビデオ教材・DVD 教材」，
さらに「2.VTR に自分で録画したテレビ番
組」である。この 3 項目で男性教師は 6 割，
女性教師は 7 割を占めている。
4 年生・6年生担任教師 : 学年があがるにつ
れ，「1. オンエア利用」の比率は減少する。
両学年担当の教師の間では，「7. 学校で購入
した市販のビデオ・DVD 教材」と「2.VTR

図 4　授業で利用している映像のタイプ～最も利用が多いもの～

6.パソコンでダウンロードした動画　
クリップや映像
7.学校で購入した市販のビデオ　
教材・DVD教材
8.学校で購入した市販のパソコン　
教材
9.いずれも利用していない

10.無回答

1.オンエアで（放送されている時間に）見る　
テレビ番組
2.VTRに自分で録画したテレビ番組

3.DVDやHDDに自分で録画したテレビ番組

4.視聴覚ライブラリー，教育センターなどから借
り出したビデオ教材・DVD教材
5.レンタルショップで借りたビデオ・DVD

２年生
男性

（ｎ=78）

23.1
％

15.4

2.6
6.45.1

23.1

3.8

15.4

5.1

0

0.5

２年生
女性

（ｎ=218）

40.4
％

10.16.4

1.4
1.8

19.7

5.0

6.9
7.8

0.8

4年生
男性

（ｎ=132）

10.6
％

18.9

4.5

11.4
8.3

30.3

6.1

3.8
5.3

1.2

2.5

4年生
女性

（ｎ=161）

14.9
％

18.0

9.3
4.3

35.4

4.3
5.0
5.0

0

2.7

6年生
男性

（ｎ=182）

6.0
％

28.0

3.8
9.9

6.0

33.5

6.0
3.8

0
2.8

2.8
0.9

6年生
女性

（ｎ=106）

8.5
％

18.9

11.345.3

8.5

0.9

全体
（ｎ=878）

18.7
％

18.1

9.1

30.4

4.9
5.5
5.7

2.4

0.74.6
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に自分で録画したテレビ番組」の占める比率
が高い。購入ビデオ・DVD 教材は，とりわ
け女性教師で占める比率が高い。自分で番組
録画することの大変さは，教師自身の声とし
て多数あげられてもいるが（後述図 8，p.72），
6 年生担任男性教師の約 3 割は，「自ら VTR
に録画したテレビ番組」を授業で最も頻繁に
利用していると回答している。

この 2 つの項目に続くのは「4. 視聴覚ライ
ブラリー等から借り出したビデオ・DVD 教
材」の利用である。パソコン系の教材につい
ては「6. ダウンロードした動画クリップや映

像」「8. 学校で購入した市販教材」の 2項目が
あるが，両者を合わせても，4年生男性教師
で 14.4%，6年生男性教師で 12.0% である。

3. NHK学校放送番組とデジタル教材の利用
■ 属性差が顕著な学校放送番組と

   　　　  NHKデジタル教材の利用と認知 

続いて，2005年度の「NHK学校放送番組」
と番組に連動してインターネット上で提供さ
れている「NHKデジタル教材」の利用，認知
の状況を比較しながらみてみよう（図5）。こ
こでの「利用」や「認知」は，2005年度に，そ

図 5　教師の属性別にみた 2005 年度学校放送番組と番組連動「NHKデジタル教材」の認知と利用

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なく，個別の学校放送番組の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 <> 内の値である
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れぞれの該当学年向けとして提供されていた
学校放送番組やデジタル教材に関するもの
で，該当する具体的な番組タイトルを提示
したうえで，利用や認知の有無を調べた結
果である（該当番組は 2年生8番組，4年生18番

組，6年生15番組）。「NHK デジタル教材」が
どのようなサービスを提供するものかの説明
は，NHK 学校放送のポータルサイト http://
www.nhk.or.jp/school 上でアクセスすること
ができる（動画による説明もある）。

【注】本稿で示すデータはすべて，教師個人を単位
とした調査の結果であるため，定例で実施している
学校を単位とした「学校放送利用状況調査」におけ
る番組やデジタル教材の利用率や認知率（該当する
教師がいる“学校”の比率）の数値とは比較できない。

まず，学年別にみると，学校放送番組の利
用は 2年生担任教師が最も多い（51.2%）のに
対して，NHK デジタル教材の利用は，学年
があがるほど多い（6年生担任教師13.9%）。

男女別では，学校放送番組は女性教師，デ
ジタル教材は男性教師のほうが利用が多い。

年齢別でみると，学校放送番組は年齢が高
いほど利用が多く，デジタル教材については，
パソコン・インターネット利用が活発な 30
代教師での利用が最も多い（15.6%）。30代で
は，学校放送番組利用教師の 4割弱がデジタ
ル教材を利用しているのに対して，50代教
師では，学校放送番組の利用が多いが，デジ
タル教材については“利用”だけでなく“認知”
も広がっていない様子がうかがえる。

「教師のインターネット利用経験の長短」
「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）」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こ
とがわかる。

その他，情報教育や視聴覚・放送教育を専

門にしている教師の場合には，学校放送番組
の利用率は，そうでない教師と同程度だが，
NHK デジタル教材については，29.6% の教師
が，授業やその準備で利用しており，授業で利
用した教師も12.3%であった。これは，教師全
体平均の10.0%と4.2%のそれぞれ 3倍である。

■ 道徳，理科，社会中心の学校放送番組利用

続いて，学年ごとに，利用が多かった番組
をみてみよう（表4）。

3学年通じて最も利用が多かったのは，2
年生道徳の『バケルノ小学校ヒュードロ組』
で，全国の小学校2年生担任教師の 4割が利
用しており，平均利用回数も 6.6回（調査実施

時期までの放送回数は 10回）と，利用の密度
も高い。2年生では，2・3年向け国語『おは
なしのくに』と 1・2年向け音楽『ドレミノテ
レビ』の利用がこれに続いている。

4年生では，3・4年向け道徳『さわやか 3
組』（24.6%）を筆頭に，4年生理科の新番組『ふ

表 4　2005 年度に利用が多かったNHK学校放送番組

★印は 2005 年度新番組
番組

利用率
（%）

平均利
用回数
（回）

番組
認知率
（%）

2
年
生

バケルノ小学校ヒュードロ組（2 年道徳） 40.7 6.6 62.3

おはなしのくに（2・3 年国語） 17.8 3.8 59.3

ドレミノテレビ（1・2 年音楽） 14.8 4.4 47.5

4
年
生

さわやか 3 組（3・4 年道徳） 24.6 5.8 55.6
★ふしぎ大調査（4 年理科） 17.4 4.7 29.0

えいごリアン（4 年総合） 7.8 4.5 42.3

6
年
生

にんげん日本史（6 年社会） 31.3 5.6 53.8

3 つのとびら（6 年理科） 16.0 4.5 34.0

虹色定期便（5・6 年道徳） 12.8 5.1 37.2
・番組利用率 =2005 年度の調査時期までに番組を授業で利用した教師の比率
・平均利用回数 = 該当番組利用教師が調査実施時期までに利用した回数
・番組認知率 =2005 年度の利用の有無にかかわらず，番組を知っている教師の比率

（100%= 教師全体）（％）
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しぎ大調査』，4年向け総合学習『えいごリア
ン』，6年生では，6年生社会『にんげん日本史』

（31.3%），6年生理科『3 つのとびら』，5・6年向
け道徳『虹色定期便』が，利用上位3番組である。

学校放送開始以来利用の中心であった道
徳，理科，社会の 3教科の番組利用が現在で
も中心であることがわかる。また，調査時点
で小学校での英語教育の位置づけが確定的で
なかったことなどもあって，4年生でも 6年
生でも利用は 1割に満たないが，番組の認知
という面でみると，英語・国際理解向け番組

（『えいごリアン』関連3番組）は，4年生，6
年生担当教師の間で広く知られている。

■ 学年差が顕著な番組利用形態

各番組について，放送時間に合わせて利用
している「ナマ利用」なのか，録画したうえで利
用しているのかも調べ，教師ひとりひとりの番
組利用形態を3分類し，その結果を担当学年
別に示したのが図6である。2年生担任では「ナ
マ利用」が「録画利用」を大きく上回っているが，
4年生ではほぼ同程度，6年生では「録画利用」
のほうが多くなっている。教科別にみると，道
徳の番組は，2年生だけでなく，4年生，6年生
でも「ナマ利用」が優勢という特徴もある。

■ NHKデジタル教材の利用は社会と理科

学校放送の利用といえば，一般には授業中
児童に視聴させることがイメージされ，この
調査でも授業中の利用状況を調べている。し
かし，学校放送番組に連動して開発されてい
る「NHK デジタル教材」については，授業中
の利用だけでなく，授業案や番組活用例，ワー
クシートの活用などを含めて，授業で番組を
活用するための準備として教師個人が利用す
ることも想定されているため，広い意味での
教師のデジタル教材利用の状況についても調
べた（以下，授業中の利用に限定する場合には，

「授業利用率」と表記する）。

利用している教師が多いのは，社会と理科の
番組に連動したNHKデジタル教材であった。

『にんげん日本史』を例にその詳細をみて
みると，6年生担当の教師全体では，まだ認
知も利用も十分広がっている状況とはいえな
いが，社会科専門教師や，情報教育・視聴覚
教育専門教師など，一部の教師の間では認知
や利用が広がっている様子がうかがえる。

授業以外も含めた
教師の利用率 授業利用率

「にんげん日本史」（6 年社会） 9.4% 4.9%
「3 つのとびら」（6 年理科） 6.9 4.5
「ふしぎ大調査」（4 年理科） 5.5 3.4 

NHKデジタル教材『にんげん日本史』

2 年生
担任教師
（n＝152）

4 年生
担任教師
（n＝127）

6 年生
担任教師
（n＝126）

（％）
ナマ利用教師 ナマ録画併用教師 録画利用教師

69.1

34.6

19.9 30.1

29.1

23.6

50.1

36.3

7.2

図 6　学校放送利用の形態～ナマ利用か録画利用か～
（100％＝ 2005 年度学校放送番組利用教師）

http://www.nhk.or.jp/nihonshi
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■ NHKデジタル教材の利用経験と期待

なお，2001年に登場した NHK デジタル教
材は，高学年番組を中心に開発されてきたこ
ともあるため，2005年度時点の状況だけで
なく，過去の経験を含めた教師の認知と利用
経験についても調べてみた。

具体的な利用例として回答された教師の記
述では，3～6年各学年の理科番組のデジタ
ル教材に関するものが多く，月や星の動き，
地震や火山活動をはじめとする動画クリップ

（1，2分の短い映像）の利用が効果的であっ
た等の記述が多かった。また，5年生の米作
りの授業に合わせて，『おこめ』（総合学習）
のデジタル教材でゲームや資料集，他の学校

との交流学習など多様な活用を試みた事例も
回答されていた。

このようなデジタル教材を今後利用してみ
たい教科としては，2年生担任教師では生活
科，算数，国語，4年生と 6年生では理科，社会，
総合学習，算数などが回答されている。

4. メディアに対する教師の意識と期待
ここまで，教師のメディア利用の実態を紹

介してきたが，続いて，メディアに対する教
師の意識に関する結果に目を向けてみよう。

■ メディアで異なる授業での利用の目的

授業で利用する際に，教師が「テレビ番組
やビデオ・DVD 教材」に求める目的と，「パ
ソコン・インターネット」に求める目的を調
べてみると，図7に示したとおり，“じっく

認知率
　13.2%（男性 15.9%> 女性 8.5%）

30 代男性 19.0%　社会科専門教師 22.9%
情報教育・視聴覚教育の専門教師 38.9%

教師の利用率（授業中の利用 + 準備など教師のみの利用）
　9.4%（男性 11.0%> 女性 6.6%）

30 代男性 15.2%　社会科専門教師 18.8%
情報教育・視聴覚教育の専門教師 33.3%

2005 年度授業で利用した教師 =授業利用率は，   
　4.9% （男性 4.9%> 女性 4.7%）

《比較》学校放送番組利用率 （授業での利用）
　31.3%  （男性 28.6%< 女性 35.8%）

 認知率 利用経験率
教師全体 33.7% 12.8%
2 年生担任 29.0  8.4
4 年生担任 33.8  13.7
6 年生担任 38.5  16.3
 （男 39.0，女 37.7） （男 18.7，女 12.3）
情報教育・視聴覚教育専門教師  64.2 35.8

図 7　授業でのメディア利用の目的～TV系とPC系の比較 ～

テレビ・ビデオ・ＤＶＤ教材 パソコン・インターネット

（％）
1.現実には見られないもの（宇
宙や高速度撮影，歴史的映
像，世界の秘境など）を見る
2.プロセスに時間がかかったり，
危険を伴う理科の実験や，
家庭科の実習などを見る

6.子どもの学習のつまづきを
解消する

7.子どもが自分で調べて学
習を深める

5.討論のきっかけを与える

3.感情や情緒にうったえかける

9.反復練習をする

8.子どもの自習用教材として

10.他の学校の子どもたちとの
交流学習を進める

4.学ぶ楽しさを子どもに教える

87.442.6

68.1
24.5

23.8
29.6

18.8

78.6

34.3
12.4

48.9
6.4

11.0
38.2

16.6
40.7

7.9
49.2

38.4
45.0

（100%= 教師全体）
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り視聴して学ぶもの” “自ら働きかけて学ぶ
もの”と，それぞれに対して明確なイメージ
を持っていることがわかる。
テレビ系メディアへの期待が大きい内容

「現実には見られないものを見る」「プロセ
スに時間がかかったり，危険を伴う実験や
実習を見る」「感情や情緒にうったえかけ
る」「討論のきっかけを与える」

パソコン系メディアへの期待が大きい内容  

「子どもが自分で調べて学習を深める」「他
の学校との交流学習を進める」「子どもの
自習用教材として」「反復練習をする」        

両タイプへの期待が拮抗している内容

「学ぶ楽しさを子どもに教える」「子どもの
学習のつまづきを解消する」

■ 学校放送に対する教師の意識  

図8に示したのは，学校放送を中心に，ビ
デオ教材やパソコン・インターネットの利用
も含めて，教師がどのような考えを持ってい
るか，多岐にわたる項目をあげて調べた結果
である。

学校放送に対しては，「身近で安心して気
軽に使える教材」「児童の興味関心を引くも
のが多い」「15分のまとまりあるストーリー
を教育番組として児童に見せる意義は大き
い」「テレビの利用は授業にめりはりをつけ
ることができる」などの評価が示される一方
で，「放送時間と授業時間を合わせることの
困難さ」や「録画・再生の面倒さ」「事前準備
時間の不足」など，放送を利用するにあたっ
ての課題も指摘されている。

図には教師全体の結果を示したが，現在学
校放送を利用している教師は，利用していな
い教師に比べて，全般に学校放送に対して好

意的な評価を示している。

■ 教材利用の効果に対する評価

続いて，学校放送，市販ビデオ・DVD 教材，
パソコン・インターネットの利用効果に対す
る教師の評価を比較してみよう。図8の該当
項目（5，14，15）の結果から明らかなとおり，
利用効果に関する教師の評価はほぼ同程度で
ある。 

図 8　学校放送および，パソコン，ビデオ教材に関する教師の意識
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図は省略するが，学校放送については，男
女差はないが，ビデオ教材とパソコンでは，
男性教師のほうが利用効果を評価する傾向が
みられる。また，学校放送については 30代
以上の教師でほぼ一定の評価が示されている
のに対して，ビデオ教材とパソコンについて
は，30代教師の評価が他の年代より高い傾
向がみられる。

また，とくに教職歴が短い 20代の教師を
中心に，「いろいろな教材が多過ぎて，選択
に迷うことが多い」と感じている教師も少な
くない。20代の教師は個人としてのインター
ネット利用はさかんだが，授業でパソコンを
利用していない教師が他の年代より多いな
ど，授業でのメディア体験が，30代以上の
教師とは大きく異なる様子がうかがえる。

■ 今後の学校放送利用に教師が求める内容

学校放送の利用にあたって，教師は何を重
要と考えているのか，図9のような項目をあ
げて調べたところ，

「1. 必要なとき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」 （79.2%）

「3. 番組関連情報の充実」 （71.2%）
「6. 授業実践例や公開授業の紹介」 （58.9%）  
に対する回答が上位を占めた。前項で取り上
げた“利用困難要因”への対処にも結びつく
ものである。   

「1. 必要に応じて番組や映像ソフト，教材
をすぐ取り出せるサービス」の方法について
は，「ダウンロードしたい」という教師が 4割
を超えている点が注目される。

また，「2. 年度はじめに録画予約してライ
ブラリー化した中から番組を選んで利用す
るしくみ」についても 4割弱の教師の回答が

あった。現在，録画・再生の大変さを実感し
ながら学校放送を利用している教師にとって
は，とりわけ希望の大きい項目となっている。

「3. 番組関連情報（放送案内や番組内容）」の
入手手段についても，図に示したとおりの選
択肢で質問している。「ウェブサイト」（23.0%）
や「e メール」（8.3%）を通じた情報入手の希
望もみられるが，「紙媒体」（55.4%）による
情報入手希望の大きさが顕著である。

「6. 学校放送番組やデジタル教材が実際に
活用されている授業実践例や公開授業」につ
いては，「テレビ番組」や「ウェブサイト」を
通して情報を入手したい教師が，それぞれ 3
割ずついる。NHK では，すでにこうした要
望に応えていくための教師向け番組とウェブ
サイトによるサービスも行っている（2005年

図 9　今後，学校放送利用の際に重要と考える内容

（％）
1.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

2.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

3.番組関連情報（放送案内，
番組内容に関する情報）
の充実

4.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

5.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

6.授業実践事例や公開授業
の紹介

7.番組や番組に連動したデジ
タル教材を活用するための
講習会や研修会

8.番組を利用している教師た
ちと交流できるしくみ

9.メディア機器や通信環境の
充実

79.2

37.2

71.2

35.8

12.0

58.9

22.1

19.1

5.7

ウェブサイトで見たい　　29.8%
ダウンロードしたい　　　43.7
CD-ROMで利用したい 31.9

テキストなど紙媒体で　 55.4%
ウェブサイトで　　　　  23.0
eメールで（メルマガなどが届く）  8.3

テレビ番組で　28.9%
ウェブサイトで　29.0
紙媒体で　　 15.3

（100%= 教師全体）
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度までは『学校デジタル羅針盤』，2006年度は，

新番組『教育 TV SHOW ケース』を放送中）。ま
た，2002年から，「デジタル時代の授業創造
講座～先生のための教え方講座～」という体
験型の研究交流ワークショップが全国で開催
されており，学校放送番組やデジタル教材を
生かした新しい授業づくりを考える場となっ
ている。

■ 教師自身の素養・技能向上とメディア

本稿では，授業でのメディア利用を中心に
取り上げてきたが，調査では，教師としての
素養や技能の向上のために，教師がどのよう
なメディアを使っており，どのようなメディ
アを必要と感じているかについても調べてい
る。回答の特徴を整理した結果は次のとおり
である。

NHK，民放，専門チャンネルの番組など，
この目的でテレビを利用している教師は半数
おり，各種ドキュメンタリーや教養系クイズ
番組と並んで，『課外授業ようこそ先輩』『わ
くわく授業』（NHK），『世界一受けたい授業』

（日本テレビ系）など，授業の工夫に参考に
なる番組への関心の高さがうかがえる。『わ
くわく授業 : わたしの教え方』（全国各地のわ

くわくする授業，学ぶ楽しみが伝わる授業を紹

介する 2003年開始の番組）については，17.0%
の教師が視聴経験あり，と答えている。魅力
ある授業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われとみる
ことができよう。

NHK デジタル教材も含めた各種インター
ネット上の教材については，授業の中でも
15.9% の教師が利用しているが，教師として
の素養や技能の向上の目的でも，17.7% の教

師が利用していることがわかった。
教師自身が欠かせないメディアとしてあげ

ている内容全体をみると，テレビやパソコン・
インターネットだけでなく，それ以上に新聞，
本・雑誌，専門誌など活字メディアや，同僚
の意見・同僚との会話の必要性をあげている
点が注目される。

5. メディア・リテラシー育成の取り組みと
    放送機関の教育サービス
■ メディア・リテラシー育成の取り組み  

1990年代後半から「メディアと主体的にか
かわる力（メディア・リテラシー）を育てる」
必要性が社会的に注目され始め，小学校でも，
このテーマに対する関心が高まってきた。    

図10　教師の属性別にみたメディア・リテラシー育成取り組み状況
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今回の調査では，とくに教師の属性に着目
して分析を進めたが，学年があがるとともに，

「メディア・リテラシー育成の取り組みを行っ
ている」教師の比率が高くなり，6年生担任
では，4割強の教師が取り組んでいることが
明らかになった（図10）。いずれの学年でも
女性教師より男性教師，また年齢でみると
30代，40代の教師で，取り組みがさかんで
ある。また，「情報教育や視聴覚・放送教育」
を専門分野としている教師や，授業でのパソ
コン・インターネット利用頻度が高い教師ほ
ど，取り組みがさかんなこともわかった。

学校へのパソコン整備が始まった当初は，
パソコン操作の習熟が，メディア・リテラシー
の中心的な内容と受け止められる傾向もあっ
たが，自由記述回答にも表れているとおり，
この状況も変化してきた。その背景としては，
インターネットや携帯などの新しいメディア
を介して，小学生自身が被害者にも加害者に
もなり得る社会状況となっていることなども
考えられる。

■ 教師が重要と思うメディアに関する学習内容

それぞれの学年の子どもたちの“メディア
に関する学習”として，どのような内容を重
要と考えるか，15項目を提示して，教師の
考えを調べてみた（表5，p76）。

「自分が様々なメディアに接していること
に気づく」「テレビやテレビゲームは自分で
ルールを決めて使う必要性に気づく」など，
毎日接している身近なメディアに関心を持た
せることは低学年の段階から重要である点
が，多くの教師に認識されている（該当項目1，

2，3）。
「様々なメディア特性の理解」（4，5，6）

「メディア制作や表現に関する理解」（7，8，9，

10）「メディアの選択的利用の重要性」（11）「メ
ディア利用のマナーと安全」（13，14，15）に
関するほとんどの項目で，学年が高くなるほ
ど，重要な学習として回答される比率が高い。
学年が進むにつれ子ども自身がデジカメやイ
ンターネット，携帯など多様なメディアを使
う機会や自ら情報の発信者となる機会も増え
ることから，多岐にわたる内容の学習の重要
性が認識される結果となっている。

・市のメディア・コーディネーターに頼んで，

1，2年生対象に，パソコンの基本的マナー

の授業を実施 （40代女性教師）

・インターネットのエチケットについて，3

年生の総合的な学習の時間，8時間でとり

あげた （50代女性教師）

・光村図書 4年生国語の「アップとルーズで

伝える」で，情報が送り手の目的や意図で

精選されている事等について学び，自分た

ちの表現活動の際にも，情報を目的に応じ

て選び，焦点化したり拡大したりすること

を学んだ （40代女性教師）

・ネット上のマナーをローカルエリア内での

メールのやり取りを通して 4年生に学ばせ

た。（30代男性教師）

メールのやり取りを通して 4年生に学ばせ

た （30代男性教師）

・市で作成したテキストで，ネチケットにつ

いてとりあげた（6年生） （40代男性教師）

・情報モラル : 情報発信の責任と情報の選択，

著作権について（3～ 6年生対象）

  （40 代女性教師）

・6 年生対象 : 著作権に関する教育として，

道徳と総合の時間で実施した 

  （40 代男性教師）
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■ 番組以外でも広がる教師と放送局の関わり :

    放送局訪問や制作体験への関心

放送局では，番組と関連教材の提供以外に
も，放送局見学や訪問の受け入れ，制作体験
の機会提供を含む放送局で開催する学校向け
教育イベントや出前授業など，様々な学校向
けの教育サービスを行っている。教師がこの
ような催しをどの程度知っており，これまで
に利用経験があるかを調べてみると，図11に
示したとおり，8割以上の教師がこうした教
育サービスの存在を知っており，半数近くは，
これまでに何らかの利用経験を持っている。
担当学年があがるほど，また男性教師より女
性教師で，認知率も利用経験率も高く，6年
生担任女性教師では7割近い利用経験がある。

メディアについての学習への関心が高まる
中で，このテーマに関連して NHK や民放が

提供している教育サービスが，広く利用され
ている点は注目される。

（1）放送局の見学・訪問
・「東京の NHK 放送センターの『スタジオ

パーク』の見学」 （教師の利用経験 17.9%）
・「東京の NHK 放送博物館の見学」 （5.0%）

図11　放送局による放送以外の学校教育サービスの認知と利用

表 5　担当学年別にみた教師が重要と思うメディアに関する学習内容
教師全体
（n=878）

2年生担任
（n=297）

4年生担任
（n=293）

6年生担任
（n=288）

男性教師
（n=392）

女性教師
（n=485）

1 毎日の生活で，自分自身が様々なメディアに接している現実に気づく 82.3 76.4 85.7 85.1 81.4 83.3

2 「テレビCMで見た物を欲しくなる」など子どもの経験を取り上げて，コ
マーシャル・広告の機能に気づく 57.9 54.5 59.4 59.7 59.4 56.7

3 テレビ，テレビゲームなどは，接する時間や内容など，自分でルールを設
けて使う必要性に気づく 90.0 91.9 90.4 87.5 87.8 92.0

4 手紙，電話，メールそれぞれの便利な点，不便な点に目を向け，コミュニ
ケーション手段には異なる特性があることに気づく 77.7 59.3 84.6 89.6 83.4 73.2

5 同じニュースでも，テレビと新聞では伝え方に違いがあることを通し
て，メディア特性の違いを学ぶ 61.0 33.0 66.9 84.0 68.9 54.8

6 インターネット検索と図鑑や事典で調べる活動を比較して，情報入手に
は多様な方法があることに気づく 79.7 58.6 89.1 92.0 84.7 75.9

7 アニメ番組などを例に，テレビ番組は様々な演出技法を使って制作されてい
ることを学び，テレビで描かれていることと現実の世界との違いに気づく 55.7 55.6 55.3 56.3 59.7 52.6

8 撮影や編集の仕方，ナレーションや音楽のつけ方によって，映像が伝え
るメッセージが違ってくることを理解する 41.0 26.6 42.3 54.5 49.0 34.6

9 自分の調べたことを，人にわかり易く伝えるためには，収集した情報を
取捨選択，整理するプロセスが必要なことを学ぶ 75.1 47.8 85.7 92.4 84.2 67.8

10 子ども自身の新聞づくりやビデオ制作体験を通して，メディアの特性や
本質についての理解を深める 51.6 30.6 53.2 71.5 56.1 48.0

11 メディアから入手する情報は，そのまま受け入れるのでなく，自分で確
かめたり，考えたりしたうえで選択的に利用する必要があることを学ぶ 78.1 55.6 86.0 93.4 86.5 71.5

12 パソコンの機能を理解して，使いこなすためのノウハウを身につける 61.3 49.8 66.9 67.4 64.3 59.0

13 インターネットや携帯電話を介したトラブルに巻き込まれず，有効な使
い方をするための，基本的な知識を身につける 70.7 46.5 78.2 88.2 77.8 65.2

14 調べ学習などで，いろいろな人に質問をしたり，撮影を行う時のマナー
を身につける 84.9 74.7 88.7 91.3 88.3 82.3

15 メールを送ったり，ウェブサイト上で自分の意見を発表する時のマナー
を身につける 58.3 33.0 65.5 77.1 65.6 52.6
平均回答数（ひとつも回答のない教師も含めた平均値） 10.3 7.9 11.0 11.9  11.0 9.7
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・「最寄りのNHK 放送局の見学・訪問」 （22.1%）
・「民間放送局の見学・訪問」   （22.2%）
（2）制作体験を含む放送局のプロジェクト

NHK の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）は，教師の
5人に 1人が存在を知っており，4.4% が利用
経験ありと回答している。「民放が行う出前
授業や番組制作体験プロジェクト」について
も，16.4% の教師が存在を知っており，1.9%
が利用経験ありと回答している。 

（3）関連ビデオや教材の入手
その他，「番組ができるまでを紹介する教

材ビデオの借り出し」（4.7%）や，「放送局の
仕事を紹介する副教材パンフレットの入手」

（3.6%）などの NHK のサービスも，教師たち
に利用されている。

まとめにかえて  
今回の調査では，在籍している学校のメ

ディア環境だけでなく，性・年齢など教師の
個人属性や担当学年，メディア利用経験など
の違いによって，授業でのテレビやビデオ，
パソコン・インターネット等の利用にも違い
がみられるなど，教師のメディア利用実態と
意識の多様性が浮き彫りになった。

多様な映像教材が存在している状況の中で，
具体的に何をどう選択して，どのように授業
に取り込むことが可能で，現在担当している
クラスの各教科の授業では，どのようなメディ
アの活用が最も適しているのか。教師の授業
設計イメージの中に，メディアの利用がどう
位置づけられるのか，その全体像をとらえる

中で，番組や各種教材の効果的な“利用モデル
の提案”を試みて，その情報を，多様な環境に
置かれている教師に提供していく工夫が求め
られている。

教育内容の変化が激しい今日，教師たちは，
メディアの利用に限らず，広い意味で魅力あ
る新たな授業の工夫を試みており，そのため
に役立つ多様な情報をメディアにも期待して
いる。

また，教師は，「メディアを活用した授業」
だけでなく，子どもたちに「メディアについて
学ぶ」機会を提供するという面でも，新たな
取り組みを求められている。ここでも，放送
機関をはじめとする各種メディア関連機関が，
それぞれの専門性を生かした情報や学習の場
の提供など，これまで以上に多面的な役割を
果たすことが重要になっていくと考えられる。

                 （こだいら さちこ）

注
 1） 「e-Japan 戦略」や「IT 新戦略」の全貌につい

ては，内閣・高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部のサイト（http://www.kantei.
go.jp/jp/singi/it2/），「初等教育の情報化」につ
いては文部科学省のサイト（http://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/main18_a2.
htm） 参照。

 2） 「学校放送利用状況調査」は，最近は隔年で実施
しており，最新調査の結果については，下記の
とおり発表した。

「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」『NHK 放送研究と調査』
2005 年 5 月号，pp28-47.


